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大規模農業の決定版�

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。
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　「種子コーティング方法」は大豆を中心に大規模農家
様の使用実績が年々増えています。
　使い方はとても簡単で、キヒゲンやクルーザー
MAXX 等の薬剤を使用した後、その表面に息吹 LD も
コーティングするだけの方法です。
　従来通り、この方法でももちろん良い結果が出てい
るのですが、中には上記の薬剤を使わない方がいたり、
よりコーティングを確実にされたい方もいらっしゃい
ます。そのような農家さんに向けて新しく「のり」の
役割を果たす資材があります。これから麦の播種等に
も良い資材です。詳しくはお問合せください！

大規模露地野菜への使用が

さらに簡単になります！
　畑作には息吹 LD を増量しないと、ウネ表面
に散布できない問題があります。また大規模に
なると手間がかかり、商品の良さは理解してい
ただいていても、使用しにくいという問題があ
りました。
　今回、それらの問題を解決する方法として、
従来からある製品、「ＬＤミネラル」を肥料散布
機でも施用できることが確認できました。
　肥料散布機でも施用できることにより、確実
に種子の周りに LD ミネラルが落ちるので、従
来より少ない量でも充分に効果が発揮されます。

※機械播種の場合
に限ります。

お求め易く
なりました�

10aあたり
2袋でOK�

毎年お使い頂いています K 様。
隣の畑と播種日は同じで、左右の違
いは息吹 LD の使用の違いだけです。
樹や葉の大きさ、揃いや色など、明
らかな差が出ているのが分かります。
もちろん収量も大きく違うことが期
待されますね！

コーティングした麦

「のり」の役割を
果たす新資材

（※水に溶かして使います）

機械散布
対応完了�
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ダイコン、ニンジン、
キャベツ、レタス、

ホウレン草、コマツ菜、
イモなどに�

種子コーティング方法
大豆・麦・水稲直播

当社推進



息吹農
産物販売開始！

大名ジャパンと協力し、息吹農産物の販売が始まりました。
今まで『せっかく美味しい果物や野菜、お米を作ったからたくさんの人に食
べてもらって評価してもらいたい！』という声を多くいただいていました。
その一つの答えとして今回、息吹農産物の全国販売が始まります。最初はま
だまだ扱い品目も少ないですが、今後少しずつ増やしていく予定です。
ご興味がある方はぜひ、お問合せください。

Q 息吹との出会いを教えてください！ A	 最初は 2014年に日本で大規模農家さんを中心に売れている土壌改
良材、息吹 LDをインドや中国に輸出したく、直接汎陽科学さんにお願
いしたのが出会いです。その後、インド人との打ち合わせをしたり、中
国には３度訪問、13人の中国からの訪問団も受け入れています。ちな
みに中国での試験結果も上々です。

Q なぜ息吹農産物を販売しようと思いましたか？ A	 最初に息吹農産物でいただいたのが甘夏でした。その甘みと酸味の
絶妙なバランスにびっくりし、その後、柿、梨、タマネギ等をいただく
につれ、これらの本当に美味しい息吹農産物をどうしても「息吹ブラン
ド」として確立させ、販売したいと思うようになりました。

Q 具体的にはどのように販売していますか？　A	 販売を開始したのは今年の４月です。将来的にはインターネット販
売を主体とする形態にしたいのですが、まずはお客様との対面販売する
ことが大切だと思い、毎週水曜日に愛知県稲沢市平和町の農協の朝市に
参加させていただいています。同時に一般ユーザーへの販売と、レスト
ランへも納入させていただいています。

Q 現在の状況を教えてください。 A	 4 月に JA の朝市に出展することから始まり、最初はトマト、
ミニトマト、ナスのたった 3種類でした。それから約半年、約 25
種類ほどになり、取扱数としては約 200点になりました。最低でも
1000点/週の取扱いを考えているので、まだまだ道のりは遠いです。
極端に販売が伸びても仕入れが追い付かず、逆に仕入れが増えても
販売が追い付きません。今は焦らずに両方バランス良く増えるよう
に努力しております。ただ業種は違いますが、長年商売をやってき
て覚えたことはとにかく仕入れ先を大切にすることです。仕入れ先
あっての販売であることを忘れずモットーに頑張りたいと思います。

Q 将来の夢を教えてください。　A	 規模的にはオイシックスさんやラ
ディッシュボーヤさんのようになりたい
野望があります。そして何よりも大切に
したいのは、汎陽科学さんを中心とした
生産者の皆様との結束です。息吹 LDの
商品価値を高め、ブランドを確立し、息
吹を使えば美味しい野菜や果物ができて、
生産者も消費者も息吹に関わる全員が喜
べる体制を作りたいと考えています。

本庄  正彦
1959年 8月15日生まれ。
20年間大手商社勤務で東南・南西アジ
ア、特にインドと中国に精通。
15年前商社を退職し、有限会社大名ジャ
パンを設立、貿易業を営む中、3年前に
汎陽科学の息吹と出会う。
息吹 LDの海外輸出を取り組む中で、息
吹でできた作物の魅力にはまり、何とか
して息吹の作物を販売したい一心で息吹
倶楽部を設立する。

住所：491-0366
	 　愛知県一宮市萩原町
	 　河田方字下り松30-23
　TEL/FAX：0586-58-9850
　携帯：090-7615-2424
　E-mail：m.honjo@daimyung-japan.jp

息吹倶楽部ホームページ

http://www.ibuki.mm.shopserve.jp
息吹農法　農産物が購入できるページ

本庄社長
への Q&Aprofile



絶品続々�
　

有名店続々
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協力農家様のご紹介

息吹農産物使用料理店のご紹介

TAKIMOTO

他にもいろいろなお店で取り扱いが始まっています。

トレメンテ

（愛知県愛西市）　
絶品のナスを年
間通じてハウスで
作っています。
写真は息子さん、
将来的にも安泰
です！

（岐阜県美濃加茂市）
果樹地帯の美濃加
茂山之上にある梨
農家。
ご夫婦で経営さ
れ、根強い固定
ファンがいます。

（岐阜県海津町）
昔ながらの味が
する、樹の上で
完熟させたトマ
トです。販売開
始から3か月で
ファン続出！

（岐阜県美濃加茂市）
果樹地帯の美濃加
茂山之上にあり、梨
とブルーベリーを
作っています。シー
ズン中は来客が絶え
ない、絶大な人気の
ある農家。

（愛知県新城市）
水稲、桃、トウ
モロコシ農家。
息吹で作ったみ
ずみずしい桃は
絶品です。

（岐阜県各務原市）
キャベツ、大根、
ナス、トマト等の
夏野菜をはじめ、
年中様々な野菜
を無農薬で作っ
ています。

（岐阜県高山市）
飛騨古川のトマト
農家で、日本一の
名人と言われてい
ます。大玉のトマト
を無農薬で作られ
ています。

（岐阜県大垣市）
主力はお米です
が、冬場にブロッ
コリー・水菜等
を作っています。
息吹歴の長い農
家。

藤松さん 水谷さん

まごころ農園長縄農園さこう農園

安形さん

坪根さん

清水さん

住所：〒491-0859		一宮市本町 3-5-2
電話：0586- 23- 0581
営業時間：17：30 ～ 24：30
定休日：無休（但し日曜日はお電話で確認
ください）　　ジャンル：焼鳥

住所：〒490-1315	稲沢市平和町平池七反田 79
電話：0567- 46- 0102
FAX：0567- 46- 0377
営業時間：毎週水曜日　9：00 ～ 11：00
ジャンル：野菜販売

住所：〒504-0825
　各務原市蘇原柿沢町 1-50
電話：058-383-3603
営業時間：11：30～ 14：00
　　　　　18：00～ 22：00
定休日：日曜日
ジャンル：イタリア料理

住所：〒504-0021　各務原市
　那加前洞新町 2丁目 140
電話：	058- 322- 9218
営業時間：11：30～ 14：00
　　　　　17：00～ 22：00
定休日：水曜日
ジャンル：日本料理		ふぐ料理

住所：〒504-0912　各務原市
　那加桜町 1-27-2
電話：	058- 380- 5070
営業時間：10：00～ 20：00
定休日：月曜日
ジャンル：
　ケーキ

※全ての料理に息吹農産物を使用している訳ではありません。
　くわしくは各店舗にお問い合わせ下さい。

住所：〒490-1314	稲沢市平和町
	 西光坊海道東 373-2
電話：0567- 47- 0015
営業時間：	お昼	 11：30 ～ 14：30
	 夜	 18：00 ～ 21：00
定休日：火曜日　ジャンル：日本料理	懐石料理

喜想庵

ＪＡ朝市

（岐阜県羽島市）
2015年すし米コンテ
スト入賞、お米番付で
特A受賞の日本トップ
クラスの米農家。岐
阜ハツシモで入賞でき
る数少ない、力のある
農家です。

主穂営農

焼鳥あおい

割烹 くに井

きっちん ダニエル

住所：〒501-3152
　　　岐阜市岩滝西 1-39
電話：058-242-3560
営業時間：11：30～ 14：30
定休日：水曜日・日曜日・祝日
ジャンル：お昼の定食
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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
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2ℓ入￥3,500
（税別価格）

Q2000
200mℓ入

￥1,000（税別価格）

Q200

NEW!

中国でも活躍！

息吹農法

天津近郊の大規模麦畑
でも使用開始

北京市長一団と交流

大きな農場でも
順次使用が
始まります

イチゴでの評価は
特に抜群です

観光農園が
ブームのようです

天津副市長一団と交流

大規模農園の
オーナーと

数年前より中国各地で息吹LDが試験的に広がり始めました。
日本国内での種子コーティング方法をはじめとする、大規模
経営への実績が海外でも評価されています。その評価の一つ
に国際機関APO（アジア生産性機構）の認定商品であること
です。中国でも安心・安全を求めて大都市近郊に大規模農地
や、農業公園が続々と出来、そのようなところにも採用され
始めました。種子コーティング方法はコストが低く、海外
でも対応可能です。

観光農園内の杉でも
使用されています


