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息吹及び息吹農法は商標登録済です。販売農産物にも許可なく使用することはできません。

『息吹農法』達人が
語る

息吹は『魔法のクスリ！』
花創人　尾 関　純 子 先生

お仕事内容を教えてください。
　お花屋さんと間違えられることが多いの
ですが、ガーデニング教室や、ガーデニ
ングセンターの相談室の担当をしていま
す。また近くのテーマパークや、結婚式
場などの飾りも指導しています。

具体的に先生の作品は
どちらで見られますか？

　各務原市にあるテーマパーク、オアシスパー
クさんでは、植栽の指導や、水路を彩る水上花壇
の制作をさせていただいています。また、各務原
市役所や、各務原産業文化センターのロビーのお
正月ディスプレイも担当させていただきまし
た。各務原市役所前駅の花飾りはボランティ
アで手入れしていますよ。

息吹との出会いを教えてください。
　もともと息吹を使用していたお客様が「と
てもイイ商品があるよ」と、紹介して頂い
たのがキッカケです。
　

植物活性剤『息吹の雫』の
率直な感想を教えてください。

　初めは本当に半信半疑でした（笑）。
　ある日、お正月用の丸いハンギング
バスケットの作品を深夜に作っていたと
ころ、眠くなり途中で制作を中断し、息
吹の雫を混ぜたお水に苗を一晩つけてお
きました。朝起きてビックリ！白い根っ
こが５㎜くらい生えてきてて。目を疑いましたよ！
　それから使用するようになったら、アレンジ教室の生徒
さんから「先生の所で作ったお花は長持ちします！」とい
う評価をいただくようになりました。
　土に「息吹の粉（息吹ＬＤ）」をかけ、水やりで「息吹の雫」
と、両方使っている効果は大きいと思います。
　切り花でも長持ちしますし、生育もだいぶ違う気がしま
す。ずっとイキイキしてるんですよ。

息吹を『一言』で表現してください。
　魔法のお花を作るための『魔法のクスリ』です！

教室の PR をお願いいたします。
　少人数制で丁寧にご指導させていただいています。苗を
選ぶところからコダワリ、イイお花、イイ花器を使ってワ
ンランク上のアレンジをしてみませんか？
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息吹は『結果が必ず出る資材！』
主穂営農　奥 村 様 親子

息吹は『間違いのないものです！』
　TAKIMOTO オーナー  滝 本　真 様

プロフィールを教えてください。
　農業を初めて 38 年になります。
　今では息子（知己さん）と共に約 5 町歩経営し
ています。

『特別な』ハツシモについて教えてください。
　品種は『旧』ハツシモです。現在の主流である新
ハツシモではありません。
　確かに新型のハツシモは作り易いです。伝統ある
品種で、『幻の米』とまで言われた『おいしい』ハツ
シモをなぜなくすのか。そこに大きな疑問をもちまし
た。大きな種籾を選別して毎年育てているため、手間
はかかりますが味にこだわって続けていきます。

息吹を『一言』で表現してください。
　息吹は『結果が必ず出る』資材です。まあ一言で言い表すのは難

しいですがとにかく使い方が簡単
で、かつ結果が分かり易い。異常気
象が続いているのに毎年、安定した
収量が確保できています。
　またサラリーマンを経験している
から言えるのですが、悪い言い方を
すれば『息吹を使うと手が抜ける

（笑）』そういう資材でもありますね。

今後の展望を
お聞かせください。
　設備投資ができない農家は
『負け組』だと思っています。

毎年常に向上心を持って、設
備投資にも力を入れていき
ます。
　こだわりのお米として直
売をしていますが、お客様
からの評判が非常に良い
です。
　味には絶対の自信を
もっていますが、今後も
向上心を持って「こだわり」続けます。 

プロフィールを教えてください。
　岐阜の有名な洋菓子店で修業後、フランスに
渡りました。世界トップシェフの集まりである
Relais Desserts（ルレデセール）会員のパティス
リー MAISON BAUD DEPUIS1923 で修業した後、
Patisserie Sadaharu AOKI Paris の 日 本 出 店 時 に
スー・シェフとして経験を積みました。
　その後、岐阜の各務原市に店舗をオープンしました。

息吹との出会いを教えてください。
　御社の社長がもともとウチの味を気に入っててくださ
り、良く通ってくださってました。親しくなり、仕事の
話もするようになってから息吹で作られた果物や、お
米などたくさん試食させていただくようになりました。

息吹の農産物の味や、評価を教えてください。
　土壌改良剤という分野は全くわからないのですが、
息吹で作られた農産物ははっきりいってとにかく美
味しいです。果物は勿論、お米などは私の師匠でありますアオキサ
ダハルも絶賛で、フランスからリピートしてオーダーが来るほどで
す。いただく農産物、全てがいつも間違いないものですね。

息吹とコラボして作った『クランブル』
について教えてください。
御社の社長と話している時、「米ヌカを使っ
て何か作れないですか？」との提案を頂きま
した。
　はっきりと「米ヌカなんて油臭いし、商

品になるわけがない！」と
お断りしたのですが、次の
日に、普通の米ヌカと息
吹の米ヌカを持ってきた
ので比較したところ、衝
撃の違いがありました。
まず匂いが違うんです。
そして舐めるとほのかに
甘いのです。

　そこから『クランブル』
の試作が始まりました。
　試行錯誤の後、販売させていただきましたが、お客様からの反響
も良く、リピートもたくさんありました。美味しい米ヌカだったの
でよりウチの味が出せたと思っています。

息吹を『一言』で表現してください。
　難しい質問ですね（笑）一言でいうならば　『間違いのないもの』
でしょうか。
　ある意味ではパティシエ泣かせな息吹の農産物です。我々は素材
を生かしながら、更なる上を目指した商品を作るのですが、息吹の
農産物はそれ自体が美味すぎる。手を加えるよりそのまま食べた方
がイイのじゃないか、そう思う瞬間が多いですから。

作業風景

主穂営農 ：お米（ハツシモ）販売・農作業全般受託
 　☎ 090−1564−5004（受付：8:00〜12:00）

TAKIMOTO :
open 10:00 〜 20:00
close 毎週月曜日（祝日営業・翌火曜日休業）
address 岐阜県各務原市那加桜町1丁目27-2
 （各務原市役所前駅より南 200m）
tel 058 ー 380 ー 5070
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肥料が夫なら、『息吹は妻』
　株式会社 グリーンズメンテル 様

息吹は『ちょうど今、探していたもの！』
ブナの木学園共働社　鷲 見　昌 美 先生

プロフィールを教えてください。
　造園用の真砂土を供給して 30 年、岐阜
県内の唯一の会社です。
　土のパイオニアとして近辺はもちろ
ん、遠方からも引き合いがあります。芝
やグラウンド、庭園や公園をはじめ、大
規模農園から家庭菜園まで幅広い実績
があります。

息吹との出会いを教えてください。
　共通のお取引先の紹介で出会い、お話
を聞いてみることにしました。最初は使
用量の少なさを聞いて、全く信じません
でしたけど（笑）。

息吹を使用した実績を教えてください。
　従来の商品に息吹 LD を混合した『息吹グ
リーン』を製造、販売させていただいています。
　それを使用し、各地の公園や庭、ゴルフ場
など幅広くご利用いただいております。特に
芝などは『息吹グリーン』の効果は見た目で
すぐわかるほど抜群で、好評です。

息吹を『一言』で表現してください。
　肥料が夫なら、息吹は妻です。夫の当
社肥料入り培土と、妻の息吹。どちらも
しっかりしていれば間違いない子供（結
果）が生まれます。

今後の展望を教えてください。
　当社は土を売る会社です。屋上緑化など、普通なら
土を入れ替えた方が商売として儲かる。
　しかし、なぜ売り上げの減る息吹を売るのか。それは土を扱って
いる以上、自然と共存共栄をしていかなければなりません。もちろ
ん商売ですので最低限の量は出荷しますが、生かせられるモノは生
かしたい！息吹を使用し、「ヨミガエラセル」ことが可能ですから。
　またそういう特長を生かし、サッカー場などの芝のグラウンドや
芝生の駐車場でも実績を増やしたいですね。なぜなら使い続けてい
るグラウンドで芝育成のために営業を休ませるわけにはいかない。
息吹なら休ませず、『使いながら改良』できますからね。これはと
ても大きなメリットです。これから『息吹グリーン』を全国に展開
していきます。

ブナの木学園共働社の
成り立ちや目的など
教えてください。
　設立して 20 年目になります。
　２、３時間でも良いから高度身
体障がい者のために、地域の人た

ちと共同して働ける作業所として発足しました。

息吹との出会いを教えてください。
　もともと知ってはいたのですが、LED を
使った水耕栽培のプラントを導入するとき、
メーカーさんの仕様にも息吹が指定して
あったので安心して使い始めました。

息吹を使った感想を教えてください。
　まず第一に発芽率が良くなりました。そ
のうえ鮮度も良くなったと思います。使い方も簡単ですから誰でも
間違いなく使えるという点も良いと思います。

息吹を『一言』で表現してください。
　『ちょうど今、探していたもの！』です。
　安心安全な資材であり、お値段もお求め

やすいですからね。

ブナの木学園共働社様の簡単な
PR をお願いいたします。

　知的、身体的に障がいのある人達が地域で普通に暮らす
ために必要な支援の仕組み作りに取り組んでいます。経済
的にも自立するために「売れる商品作り」に力を入れ、食
品開発アドバイザー
と共に、素材や地元
産にこだわって開発し
た「ブナの木ブランド」
を展開していきます。

副社長上田さん（左）、
営業青木さん（右）

株式会社 グリーンズメンテル
〒501-3924　岐阜県関市迫間字大谷2557
http://www.greens-mentel.com/

ブナの木学園共働社 の商品は下記アドレスより
お買い求め頂けます。
http://www.meihin-kan.com/pack/shop_pack24.html

右側
息吹使用区

林田電機製 LED
水耕プラント▶
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P-B10069

この印刷物は、環境に
配慮した資材と工場で
製造されています。

弊社では息吹だより等の送付にお客様の個人情報（お名前、ご住所、お電話番号、購入
履歴等）を利用させていただいております。また、それらの個人情報をお客様ご本人の
ご了承なしに第三者に提供することはいたしません。

個人情報の取扱いについて息 吹 農 法 検索

取扱販売店

1袋10kg入
￥5,800（税別価格）

LDミネラル1袋1kg入
￥12,000
（税別価格）

グレードLD
1本300g入　　　　　　　
￥4,000（税別価格）

SC300

農
業
維
新

土
壌
改
良
剤

根
張
り
良
し
！

根
張
り
良
し
！

2ℓ入￥3,500
（税別価格）

Q2000
200mℓ入

￥1,000（税別価格）

Q200

NEW!

土壌改良剤 植物活性剤
息吹 LD LD300 LD ミネラル 息吹の雫

Q2000
息吹の雫
Q1000

息吹の雫
Q200

（1kg 入り） （300g 入り） （10kg 入り） （2ℓ入り） （1ℓ入り） （200cc 入り）

12,000 円（税別） 4,000 円（税別） 5,800 円（税別） 4,500 円（税別） 2,500 円（税別） 1,000 円（税別）

プ ロ 農 家  〜  家 庭 菜 園 プ ロ 農 家  〜  家 庭 菜 園

水 稲 苗箱処理のみ。本圃には必要ありません。 1000倍〜
希釈して使用
します。約 30a 10 a

野 菜 培土や肥料等に混合して散布。

10a（300 坪） 約 3a（100 坪）分

LD300（300g 入り）

従来の息吹 LD では少し多いとい
うお客様向けのサイズです。
水稲ならちょうど 10a 分の使い切
りタイプです。

Q1000（1ℓ入り）

家庭菜園からプロ農家まで使い易
いサイズの登場です。また今回か
ら「息吹の雫」シリーズ全商品が
大幅に改良されました。

お支払い方法が増えました。
オンラインショップに限り、クレジットカード、
コンビニ決済、代引きがご利用いただけます。
またお得なセット商品などもありますので一度
ご覧ください。　http://ibuki.thebase.in/

息吹の農産物を販売しています。
「私が作った息吹の農産物を全国の色々な人に知っ
ていただきたい」そんなことをお考えの方、ネット
で販売してみませんか？
詳しくは当社までお問い合わせください。

2015 年も進化しつづけます

商品ラインアップ

完売続 �々
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最新情報はフェイスブックで。
ブログと共に、よりリアルタイムに
情報をご提供するために当社営業部
と、新社長もフェイスブックを始め
ました。
当社の少し違った一面が見えるかも
しれません。
また新社長にお友達申請すると何か
特別サービスがあるかも！？

当社
新社長も
始めました

新商品
の
ご案内

月1回
株元水やり
1000倍

月2回
葉面散布
1000倍

検索  フェイスブック  井上健太郎→

いぶき君が目印です。→

QRコードで
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