
安全・安心・おいしい有機農業
推奨肥料資材のご提案

有機JAS

「JAS有機」は自信度として◎〇△×で表示をしています。◎〇△の資材は原料や製造工程で

化学物質等を使用していない物で、「有機JAS適合証明書」を発行できる資材です。

製品の認定判断は認証機関によって違うため、必ず使用する前に認証機関に確認ください。

ご注意
有機質肥料の価格は変動相場のため、予告なしに変更になる場合があります。また各製品は常に良い成
果が上がるように心がけています。そのため、内容変更する場合がございます。ご了承ください。

＊美味しい野菜を作り、消費者の喜ぶ顔が見たい。
＊安全で安心して食べられる、健康に役立つ農産物を作り、少しでも社会貢献したい。
＊農を変革し、食を正し、心身の健康を獲得していく。

そんな生産者を応援します。お気軽にご相談ください。
新しい農業の未来と日本の未来を作って行きましょう。

送料無料配達
北海道・東北・北関東・九州・沖縄・離島など
特別地域を除く(合計金額税別1万円以上で)

食・健・心

ISM大和

大和肥料株式会社
（健康農産技術研究所）

〒661-0967兵庫県尼崎市浜1-2-30
TEL 06-6499-6826 代表
TEL 06-6499-6827 営農相談室
TEL 06-6499-6842 環境事業部
FAX 06-6499-6829

http://www.daiwa-ism.com
info@daiwa-ism.com

※参考資料
「安全・安心・おいしい有機農業支援技術集」
大和肥料HPよりダウンロ－ドできます。
http://www.daiwa-ism.com/pdf/43.pdf
または、弊社までお申し付けください。
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大和肥料株式会社 2030 GOALS

●日本農業の有機栽培（安全・安心・おいしい・健康）への変革
●持続可能な日本農業と安全な食糧生産（食の安全と有機栽培）
●食糧自給率の向上 ●有機農産物の質的評価の向上
●安心安全な有機肥料資材の研究開発と生産
●有機農業への技術革新 ●有機栽培技術の普及
●未利用優良有機資源の肥料化研究と実践 (アップサイクル)
●土壌分析を基にした土づくりと合理的施肥の確立
●福祉作業所との共同事業 ●パ－トナシップ共同事業
●有機農産物の普及拡大 ●気候変動への農業対策
●日本人の心身の健康づくり ●家庭菜園・自給菜園の普及
●ガ－デニング等による環境美化改善活動
●肥料づくりと環境保全

大和肥料株式会社

natural marche
Hare Bare Organic Gallery

★2022新事業
オ－ガニック事業の普及拡大

★有機農産物の販売と普及拡大

★有機栽培技術
資材の研究開発と生産

－２－

農林水産省
みどりの食料システム戦略
✻化学農薬の使用量を50%提言
✻化学肥料の使用量を30%低減
✻有機農業の取り組み面積を100万haに拡大

（0.2%➡25%）

経済 持続可能な産業基盤の構築
輸入から国内生産転換(肥料・飼料・原料調達)
国内品の評価向上による輸出拡大
新技術を活かした多様な働き方、
生産者のすその拡大

社会 国民の豊かな食生活 地域雇用・所得増大
生産者・消費者が連携した健康的な日本型食生活

地域資源を活かした地域経済循環
多様な人々が共生する地域社会

環境 将来に渡り安心して暮らせる地球環境の継承

環境と調和した食料・農林水産業
化石燃料からの切り替えによるカ－ボンニュトラル
への貢献
化学農薬・化学肥料の抑制によるコスト低減

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNh8Cq9K_nAhUF62EKHa8jCmUQjRx6BAgBEAQ&url=https://imacocollabo.or.jp/about-sdgs/&psig=AOvVaw0AzKJbo04T8hmOSmtBQvvX&ust=1580630694323098


土づくり

【物理的機能】 ＊根が深く入る柔らかな土 ＊水はけのよい土 ＊保水性のある土 ＊保肥力（CEC）のある土

【生 物 性】 ＊細菌／糸状菌（B/F） 放線菌／糸状菌（A/F）
＊有害生物の少ない土（病原菌・腐敗菌・寄生線虫等）
＊有益菌・有益土壌生物の活性が高い土
有機物は特有の微生物が増殖、分解されます。カニガラは放線菌を増殖します。（キチナ－ゼ活性）
腐敗因子の多い有機物（畜糞、産業汚泥、遺伝子組み換え残渣など）は腐敗菌により土壌が腐敗
汚染され、作物を窒素過多とし、病害虫被害を引き起こします。清浄な良い有機肥料と良い微生物
が良い土を作ります。

【 C N 比 】 農業、農作物は窒素と炭素の駆け引きです。虫食いのない生育の良い多くの畑土を分析しました。
炭素・窒素バランス 意外にも『CN=10』程度の畑が良くできております。炭素は意識しなくてはなりませんが、むやみやたら

に堆肥を入れなくても良いかもしれません。特に腐敗因子の多い堆肥はダメで、清浄化が大事です。

【地力窒素】 ＊従来農学の土壌分析ではアンモニアや硝酸態Nの無機態窒素を指標にしてきましたが、有機質肥料
（可給態窒素） は地力窒素も蓄積されていき、作物の生育を左右するものとして注目されています。微生物と組み

合わされた地力窒素（可給態窒素） の安定が、作物の安定生産を実現するものと思います。

生産性の高い土を
作る

農業において土づくりが重要なことは言うまでもありません。

では、どういう土を目指しますか？ その土は何をもたらせてく
れますか？

左の写真は兵庫県尼崎市で無農薬有機栽培で、露地栽培で
年間10回程度小松菜、水菜を生産していた田口農園様の写真
です。

土ができれば、虫の被害もなくなり、自然に農薬がいらなくなり
ました。いったん土が出来上がると、季節にかかわらず、安定し
て、増収を実現しています。

それまでは畜糞利用で窒素過多、軟弱となっており、私どもと
最初の土づくりから一緒になって取り組みました。『籾殻堆肥』
や『発酵有機肥料』『ミネラル』と共に考え、微生物を活用して栽
培を続けました。
気が付いたら、種を落としたら20日で出荷できる、生産工場み
たいな畑となり、収穫に追われるようになりました。

おそらく、有機肥料を栄養として増殖した有用微生物たちが、
アミノ酸やホルモン、ビタミン、核酸、酵素、補酵素など生物を
元気に育てる物質を土に溜めて行ったものと思います。
生産力の高い土づくりを目指していきましょう。

良い土とは？

良い土をつくりましょう!
堆肥・・・・・・・・・・・・・・・・皆様にご推薦できる良質な堆肥がなかなかないのが現状で、現在、有機JASで研究開発中です。

堆肥に求めるものは最終的には腐植や保肥力（CEC）です。粗大有機物で土を柔らかくすることも
ありますが、竹炭などでも可能です。竹炭は半永久ですし、遠赤などの育成光線を集め、炭素も
ケイ酸を含んでいます。

ヒュ－マスエナジィ・・・・堆肥が腐熟して、植物に役立つ腐植がわずかに出来上がります。
ヒュ－マスエナジィはもともと半分以上が腐植で保肥力（CEC）も著しく高いものです。

ス－パ－ココ・・・・・・・・保水性が高く、カサが高く、水持ちの良い柔らかな土を作ります。2価鉄で処理していますので、
タンニンが少なく、根が張ります。畑や果樹園の土壌改良、培養土にも多く利用されています。

竹炭・・・・・・・・・・・・・・・竹炭は地力増進法の認定製品ですが奥深い物があります。太陽光線、遠赤、育成光線を集めます。
太陽光線でお布団が柔らかになるように、土を柔らかにし、作物の生育を促します。
表面積は広く、電子を集め酸化還元を調節したり、粘土もこなしてくれるかもしれません。

竹酢、燻炭、パ－ライト、バ－ミキュライト、ゼオライト様々な土壌改良剤をそろえております。また、もみ殻など堆肥原料
がある場合、堆肥づくりのレシピなどのご相談に応じます。－3－



【ヒュ－マスエナジィ】

【有機JAS自信度◎】 粒状腐植 土壌改良剤 NET 20kg / 5kg / 1kg

●草木や落葉が長い年月をかけて腐熟してできた地力の素です。 【腐植地力】
●少量の施用で作物が良く育つ肥沃な土を作ります。 【土壌肥沃】
●土のエネルギ－量が増し、作物の生育が良くなります。 【高エネルギ－】
●柔らかで保肥力が高い土となり、栽培がしやすくなります。 【栽培容易】
●安全で安心できる「土づくり」としてご提案いたします。 【安全安心】
●多種類の微量要素や二価鉄を含浸有しています。 【微量要素】
●土壌微生物層を有効菌の繁殖を促すベクトルを作ります。 【土壌微生物】

＜成 分＞ 良質な原料確保・品質管理に努めていきます。

＊腐植酸含有量56.0% ＊陽イオン交換容量248meq/乾物100g  

＜使い方＞

【元肥】植え付けの7日程度前に土壌に施用し、良く混ぜ込んでください。
【追肥】土の表層に施用でもかまいません。
【苗床】苗土に適量混合します。

＜施用の目安＞

農 業 【水 田】 60～120kg／10a
【畑作(露地)】 120～240kg／10a 
【果樹(露地)】 120～240kg／10a
【畑作(ハウス)】 240～400kg／10a

家庭園芸 【花壇・野菜】 100～300g／1㎡
【プランタ－】 30～50g／65cmプランタ－
【庭木・果樹】 枝張りの外側の土の位置に約100～200g程度／1㎡

年に3～4回溝肥してください。

＜アドバイス＞
「腐植」は土の地力その物で、腐植含有量、保肥力で栽培が
決まると言っても過言ではありません。
地球の再生機能である腐植酸、フルボ酸鉄が微生物を活性化し、
植物がすくすく育つ肥えた土を作ります。
腐植の多い土は有効菌が増え、腐敗菌など悪玉菌が減少します。
りん酸の土壌固定が少なくなり、生育が向上します。
病害虫軽減など栽培がしやすくなります。
施用時期はいつでも良く、気が付いた時にお願いします。
有機農業支援技術集P15をご参照ください。

土づくり特別推奨
品

＊日本の平均的田畑の腐植含有量 2% 4トン／10a当たり
＊理想的な田畑の腐植含有量 4% 8トン／10a当たり
＊水田の腐植消耗量 年間 60kg／10a ヒュ－マスエナジィ 5袋で補給できます。
＊畑地の腐植消耗量 年間120kg／10a ヒュ－マスエナジィ 10袋で補給できます。
＊ハウス腐植消耗量 年間200kg／10a ヒュ－マスエナジィ 15袋で補給できます。

－4－



【農産発酵漢方竹堆肥】

【有機JAS自信度◎】 土壌改良剤 NET 20kg 

●漢方生薬と竹チップを主原料とした良質な堆肥です。 【良質原料】
●漢方生薬と竹チップの特別な成分を壊さないように嫌気熟成発酵しています。 【嫌気発酵】
●天然のフルボ酸と鉄分を配合し、腐熟を促し土壌改良効果を高めました。 【土壌活性】
●漢方生薬の静菌力で、土壌病害虫の少ない土壌を作ります。 【静菌作用】
●竹に含まれる糖質とホルモンの働きで品質の高い農産物を育てます。 【品質向上】
●安全で安心できる「土づくり」としてご提案いたします。 【安全安心】
●有用な土壌微生物の繁殖を促すベクトルを作ります。 【有効微生物】

＜推定成分＞ 窒素全量1.00 りん酸全量 0.7 加里全量0.5
CN比20～30% 水分量48% (現在分析中です)

＜使い方＞

【元肥】植え付けの7日程度前に土壌に施用し、良く混ぜ込んでください。
【追肥】土の表層に施用でもかまいません。
【苗床】苗土に適量混合します。全体の10～15％の割合になるように混合してください。

＜施用の目安＞

農 業 【水 田】 100～200kg／10a
【畑作(露地)】 100～200kg／10a 
【果樹(露地)】 100～200kg／10a
【畑作(ハウス)】 200～300kg／10a

家庭園芸【花壇・野菜】 200～300g／1㎡
【プランタ－】 30～50g／65cmプランタ－
【庭木・果樹】 枝張りの外側の土の位置に約200～300g程度／1㎡

年に2～3回溝肥してください。

土づくり特別推奨
品
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現在、研究開発中!! 近々販売開始予定!!
ホ－ムペ－ジでお知らせいたします。

フルボ酸配合

＜主な生薬種類＞
芍薬・甘草・桂皮・葛根・人参・生姜など



土づくり

【ココソイル LOW-EC】『腐植繊維』

【有機JAS自信度◎】粉スポンジ状 土壌改良剤 4.0CU 復元容量180L土づくり

■CEC 82.0meg／100g
■有機炭素（腐植）39.4%
■PH 平均5.4ds／m
■水分 533g／kg    
■EC 0.46
■窒素全量 7.4g／kg  
りん酸全量 0.72g／kg
加里全量 11.8g／kg
全 炭 素 406g／kg

■炭素窒素比 55
■飽和透水係数 7.0×10－4

■最大容水量 9470g／kg
■仮比重 0.085Mg／m3

■2mmアンダ－品（4.0cu.ft相当）
圧縮容量113L（約30kg 復元容量180L±5%

＜施用量の目安＞ 土壌改良目的 10袋／10a

●抜群の保水性!!・水管理の軽減・通気性・保肥力などの
物理的改良に優れています。

●苗木植木の活着に、異常気象(干ばつ)対策に
●復元容量が高く、物理的土壌改良効果が高い!!
●分解されにくく、長期間土壌改良効果が持続します。
●農業園芸用育苗土に 15％～40％混合します。

コロナ禍に置きまして、鉄処理を行ったス－パ－ココの生産がストップし、日本に輸入されなくなったので代替原料として
ココソイルLOW-ECを準備しています。ヤシガラを水洗いして、低ECに処理しています。

ヤシガラ製品は土壌改良材や高設栽培の資材としてご利用できます。水分を良く吸収する素材で、干ばつ対策等に有効で
す。難分解性で、土壌混和した場合、長時間柔らかい土壌を保ちます。（日本地工株式会社製）

【注意事項】圧縮していますので、ほぐしてからご使用ください。（水を与えると飛散も少なく楽にほぐれます。）
肥料成分が殆ど無いため、必要に応じて肥料を添加してください。
撥水対策をしておりますが、最初は全体にいきわたる様、充分に水分を与えてください。

（表面は乾いていても、中は湿っている場合がありますので、水のやりすぎにご注意）

植木・苗木の活着・旱魃対策等に!!

吸水性が高く、長期間やわらかな土を維持します。(難分解性)
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※詳しくはス－パココパン
フレットをご参考にしてく
ださい。 パンフレットは
大和肥料ホ－ムペ－ジ

http://www.daiwa-
ism.com/pdf/52.pdf または
お申し付けください。

コロナの影響でス－パ－ココが入手できなくなり、代替として入手しています。

http://www.daiwa-ism.com/pdf/52.pdf


【かぐや竹炭】

土づくり
【有機JAS自信度◎】 農業用 土壌改良剤
NET-10kg ●粗粒「3～5mm」 ●粉末「1～3mm」（培養土に使えます）
施用量目安 200～400kg／10a

「通気性」「透水性」「保水性」「微生物活性」「植物生長促進」「ミネラル供給」
「保肥力」「保温効果」「中和作用」「水質浄化」「育成光線の利用」

土壌改良に最適！
地力増進法「土壌改良材」認定商品。竹炭を土に入れると、通気性や透水性、保水性が良くなります。
作物が育ちやすい土壌環境を作るので、丈夫に育ち、病虫害の発生も減少し、収穫量も確実に増加します。
また、土中に残留している農薬や化学肥料の有害成分が吸着され、微生物によって分解されます。
野菜類に施用する粉炭は、農薬や化学肥料の多用で地力の衰えた土壌を回復します。
竹炭を畑に施用することで、太陽光線の遠赤外線を畑に取り入れ土をやわらかくし、遠赤外線に含まれる
育成光線なども活用することになります。

多孔質
竹炭1ｇで約700㎡の表面積があります。（小学校プールの2倍分。木炭の約4倍） 孔の大きさは、平均1.54オングストロームです。
その大きさは竹炭を地球の大きさとするならば、穴の大きさは直径2ｃｍのピンポン球と同じ比率になります。
この多孔質が水を浄化したり、ご飯を美味しくしたり、脱臭・湿度調整をする力となっています。
また、竹炭には人をリラックスさせるアルファー波があることがわかっています。マイナスイオンや
遠赤外線の効果など様々な要因が考えられます。

竹炭炭素と電子
竹炭の炭素の中に動きやすい活発な電子がたくさんあります。その活発な電子は電気エネルギーを集め導くことができ、
集めた電子を逃さない高い蓄電能力もあります。「酸化してしまった物質に電子を融通、補充し還元作用をもたらす」
つまり周囲の物質に自分の中の電気（マイナスイオン）を提供し、その物の酸化を防ぎ長持ちさせる力、新鮮なまま
保存させる力があります。その効果が植物にも生かされます。自然界のエネルギ－利用効率が向上いたします。

酸化と還元について
自然界には118種類の元素が存在します。元素は物質の基礎で原子によって形成されています。その構造は中心にある原子核
と原子核の周囲を回る電子によってなりたっています。原子の中心はプラスの（陽電気）電子、原子の周囲を回る電子はマイナス
の（陰電気）電子、原子全体はプラスとマイナスは互いに引き合いバランスを保ち中性です。ところが、何らかの事情で電子が離
れ陰陽のバランスが崩れることを「酸化」といいます。「酸化」現象とは、物が腐る腐敗や老化ともいえます。一方、崩れた陰陽バ
ランスを元に取り戻すことを「還元」といいます。「還元」現象とは、復元や再生ともいえます。農業にとっても「酸化」は生育不良や
病害虫発生の原因となり、土壌に「還元力」を付けたいものです。
※農業利用以外でも「床下炭」「消臭調湿炭」として活用できその場を整えます。
※竹炭の農業利用 土壌改良・防虫・除虫・場の浄化・獣除け
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「竹炭結界」 地鎮祭を解く、ゼロエネルギー理論 高尾征治博士（ししゃ科も研究所代表・九州大学工学博士）

地鎮祭では青竹によって四角形領域を形成します。その青竹には六角ハニカム型の空隙が多数あり、竹筒はカーボンナノチューブと相似象と
なっているので、竹が形成する四角形の対角線を結ぶ交点にゼロ点が形成され、ニュートリノなど素粒子が対創生される。それが、聖なる空間を
創り出すエネルギー源となっています。「竹を1000℃前後で焼き断面の拡大顕微鏡写真をとると蜂の巣と同じ六角形の空隙構造が配列している
のがわかる。また、竹炭には極微量ですがフラーレン構造をした炭素超分子もありそうだ。5角形が12個と6角形が20個からなるサッカーボール
状のナノ球体だ。これら5角形や6角形など形態に波動共鳴して光子、ニュートリノ、電子など素粒子が虚空間と実空間の境界域のゼロ点（六角

形の中心、ナノ球体の中心、円筒状の竹であれば円筒の中心線、結界を張った場合は四角形の対角線の交点など）から湧くということが矛盾な
く理論的に導けることがわかった。これまで、宇宙エネルギーとか生命エネルギーあるいは浄化エネルギーとか呼ばれてきたものは、実はそのよ
うな光子、ニュートリノ、電子などの素粒子に相当する。しかも、それはゼロ点から創生する。だから、わが宇宙を創生し、わが地球を造り、わが
生命を生んだのと同じ根源的エネルギーだ。青竹や竹炭からはいつもそのような根源的エネルギーが湧いている。それ故に竹炭は疾病を癒し生
命を蘇らせる機能を備えている。」

炭素埋設結界「場の浄化」 (農地結界・畜舎結界・住宅結界)
竹炭には、全ての生命を、本来の姿に戻す力があると言われています。結界内ではそこにあるすべてのものを調和させることが判って来ました。
植物の健康、動物の健康、人の健康に竹炭の驚くような力を実感されると思います。
畑や畜舎、住宅の四隅に40cm×40cm×深さ50cmの穴を掘る。その穴に竹炭を5kg～15kg入れる。
そして自然塩を1kg、竹酢を1リットル、水をひたひたになるまで入れて、土をかけて埋め戻す。

畑

■結界用製品 販売価格
結界用竹炭 1250円（税別）／1kg
結界用竹酢 1000円（税別）／1L
結界用塩 1000円（税別）／1kg

遠赤効果で土がやわらか!!

※別途送料かかります。
※お問い合わせください。

http://ameblo.jp/dentoku/image-12051412586-13368400999.html


【かぐや竹酢液】 有機栽培の友

土づくり
【有機JAS自信度◎】 品質向上 + 土壌改良 + 健全生育 (液体炭素)
NET-20kg ／ NET-1kg

竹酢液は直接的な殺菌殺虫でなく、糖度アップや硝酸イオン濃度の低減、未消化窒素の消化、土壌微生物の活性化による悪玉菌
の抑制、抑草など総合的に栽培環境を整える優れものです。上手に使って減農薬から無農薬へとお役立てください。
濃度によって、害（殺菌及び植物に対する毒性）と栄養（微生物及び植物）の両刀の剣を上手に使い分けます。
殺菌的な使い方より、周りの微生物を活性化し、微生物の多様化による病害土壌環境を改善します。ミネラルの可溶化・キレ－ト
化・錯体化による養分の可溶化をはかります。

★★土壌散布・灌注の場合★★ 「土壌微生物の増殖」 「土壌養分の可溶化」

原液～10倍 動植物、微生物、全ての生物を死滅。ハコベに効く。
竹酢液と炭を1：1の割合で吸着させ、作物のない時期に土壌に混和 （殺菌濃度維持）

5～20倍 多くの微生物を殺菌 土壌消毒剤として作物のない時期に3～6 ℓ / ㎡
原液～100倍 悪玉菌の抑制「ボトリチス（各種灰カビ病）、フザリウム（つる割れ病、萎凋病）、

リゾクトニア（苗立枯病、モンガレ病）、コルチシウム（白絹病）
5～200倍 病原微生物を殺菌し生育を抑える

200倍 トウモロコシ（低丈）・節間がつまる。ネギ・ワケギ等の徒長抑制・草勢維持
300～500倍 施用で作物に癖をつけるようにする。5日～7日毎施用⇒賦活作用
400～500倍 植物の生育促進（植物ホルモン）

200～1200倍 菌糸の生育抑制
1200倍以上 生育促進

竹酢液は病原細菌であるシュードモナス・ソラナセアルム（青枯病菌）、シュードモナス・グラジオリー（褐色腐敗病菌）などの細菌に
は200倍までは殺菌に働きます。また、発酵糸状菌であるトリコデルマ・アスペルギルスには10倍までは殺菌に、25倍～50倍は菌糸
の生育抑制に、100倍以上だと育成促進に働きます。
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★★葉面散布★★ 「窒素同化作用の活性化」 「葉面微生物の活性化」

未消化窒素の消化・硝酸イオンの減少・糖度アップ・食味向上・品質向上・茎葉が固く、葉が立ちます。
葉色が淡くなる。ワックス効果・病原菌の侵入阻止。アルカロイド類やファイトアレキシンなどの生成により、

耐病性、耐虫性、忌避効果、羅病性の低下 （竹酢はキュウリに相性が良い様子です。一度使ってみて下さい）

「薄い濃度」 500倍～1000倍 栄養成長の促進 健全な場合の濃度
200倍～ 400倍 水稲、常緑植物
400倍～ 800倍 一般植物
500倍～ 1000倍 苗や軟弱な植物

「濃い濃度」 200倍～ 300倍 生殖成長（花芽分化）の促進
「病害対応濃度」 100倍 病害虫対策に卓効が有ると共に、作物体を固く引き締め

病害虫の侵入を阻止する働きをする。
（障害を出さない様に観察をしながら徐々に濃度を上げて使用する）

●竹酢液の効用 種子消毒・苗消毒など

＊白菜、ホウレンソウ 100倍一晩つけてから発芽へ（有機種子は消毒していないので実行してください）
＊ネギ苗 500倍に30分漬けてから移植＜アカサビ対策＞
＊トマト青枯 200倍（病菌代謝）
＊トマト・キュウリ 100倍～200倍液を1～2リットル／株元にかん注 萎凋症状
＊みかん 400倍～500倍赤ダニ対策
＊ブドウ 50倍 たっぶり散布＜カイガラムシ対策＞ 剪定から萌芽期
＊ハウスのアブラムシ 容器に入れて、数メ－ルおきに設置
＊線虫対策 20リットル／月×6回 根こぶ線虫
＊小麦・うどん粉 200倍



●竹酢液の効用 クラスタ－の低下 浸透力の向上、親和性、展着効果、被覆力向上

＊減農薬 (竹酢は300～500倍になるように混ぜる 農薬は通常の半量で良い)

●竹酢液の効用 資材と混ぜて使う

＊魚腸竹酢（魚荒） 5kg／竹酢15リットル 2～6か月漬け込む
＊唐辛子 50～70g／竹酢20ℓ 3か月漬け込む
＊にんにく 2kg／竹酢20リットル 2日で溶かす
＊キトサン 150～200g／竹酢20リットル

（激辛の唐辛子の漬け込みはアブラムシに効果がある様子です）
＜水田利用＞

種もみ処理 500倍希釈液に浸種 積算温度120度 苗500倍潅
抑草対策 代掻き時(1.5L)、田植え時(1.5Ｌ)+こつぶっこ60kg表層施用 深水管理
葉面散布 1回目出穂40日前 200倍 100L／10a いもち対策

2回目出穂25日前 幼穂形成期 200倍 120Ｌ／10a 倒伏防止
3回目穂揃期 300倍 150Ｌ／10a カメ虫対策
4回目乳熟期 200倍 150Ｌ／10a カメ虫対策
窒素過多解消(冷害対策) 穂揃期 100倍 17Ｌ／10a×2回 (7日毎）
倒伏対策(屈起力) 20L／10a 流し込み

＜畑の利用＞
玉ねぎ100～500倍／レタス100～500倍／大根－軟腐病 白菜、キャベツ－根こぶ病
さくらんぼ 土壌かん注（ジョロで原液を樹冠下に10リットル） 3月下旬10リットル／1樹
根の活性、光合成能力向上、糖の増加（平均糖度25度）
きゅうり 育苗時1000倍 2回葉面散布／定植時30倍 1800Ｌ土壌散布

しおれが見えたとき 300倍 2～3回かん注／収穫終盤 500～800倍かん注 毎月

※「減農薬の宝物 木酢・竹酢・モミ酢 とことん活用読本」 農文協 定価1200円（税別）参考文献

【もみがら燻炭】

【有機JAS自信度◎】 粗粉状 土壌改良剤 100リットル／10kg

●分析成分例 ケイ酸 50.36% 炭素40.49%  酸化鉄 1.95% 加里1.34% マグネシウム0.2% 
加里 11000mg、カルシウム5700mg、マンガン790mg、鉄190mg、
亜鉛110mg、銅微量／1kg当たり

●保水性、通気性、排水性の改善
重さの680倍の水分を吸収することから、土に混ぜ込むことでフカフカになり、水もちがよくなります。
また、表面にたくさんの細かい穴が空いていることから、通気性や水はけをよくする効果も期待できます。

●土壌の微生物の増殖
水はけや通気性がよくなり、土壌微生物が住みやすい環境を作ります。
微生物の活動により、植物の生長促進いたします。

●酸性を中和します PH8.5～9.1
●消臭 脱臭炭のように、においを吸着する作用があります。
●有機物の中で吸収係数の高いケイ酸が豊富に含まれます。
ケイ酸の補給や土壌改良にお使いください。

土づくり
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【パ－ライト】 【有機JAS自信度◎】 中粒状 土壌改良剤 100リットル／10kg

●分析成分例 ケイ酸 75.0%  酸化アルミ14.0%  酸化鉄 0.9%  加里7.2% 石灰全量 0.1%

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。通気性、吸水性、排水性の改善に優れています。

園芸培養土、土壌改良（根腐れ防止） PH7 

土づくり
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【バ－ミキュライト】

【有機JAS自信度◎】 1.2～3.5mm 土壌改良剤 100リットル

1.2～2.5mm 土壌改良剤 60リットル

蛭石を1000℃で焼成処理している為、無菌状態で出荷されます。
層と層の間に水や養分を含んだ肥料等を抱き込む性質があり、農園芸ではなくてはならない材料の一つです。
粒の大きさにより種子の発芽からいろいろの土壌改良材としてお役に立ちます。

●保水力・保肥力が極めて大きい
多孔質のため、吸水力が大きく（自重の５～６倍の水分を吸収できる）水分や肥料の流亡を防ぎます。

●土壌を柔らかくする
バーミキュライトは土壌の微粒子間に無数の空気孔を作り、
粘りのある重い土壌でも軽くて柔らかく、空気の流通を良くします。

●無菌で安全
高温焼成により製造されているので有害な菌や雑草の種子を含みません。

●保温性がある
バーミキュライトの層と層の間に空気層を有するため、急激な地温の変化を
防ぎ、夏は地面の焼けから根を守り、冬は地温の保持に役立ちます。

●窒素の吸着性がある

土づくり

【ゼオライト】 【有機JAS自信度◎】 中粒状 土壌改良剤 日東ゼオライト2号

20kg 1.9-0.8mm 10-20メッシュ 塩基置換容量 160〜190meq/100ｇ

ゼオライトの大きな特性に塩基置換容量があります｡
これは陽イオン交換容量〔C.E.C:Cation Exchange Capacity〕とも呼ばれ､ちょうど磁石のように
陽イオン(･カリウム･ナトリウム･カルシウムなど)を保持したり離したりする力です。
特にゼオライトの塩基置換容量は永久荷電と言い、周囲の環境（PHなど）に左右されず、
長期間その力を持続する特性があります。
ゼオライトの結晶水はゼオライトの立体網目構造の中に水分子として存在するため特に
〔沸石水〕と呼ばれ､加熱などにより脱水してもゼオライトの構造は破壊されず､結晶水が
有った箇所はそのまま空洞として残り､ちょうどスポンジ状の構造になり､この空洞に再び
ガスや水分を強力に吸着する特性があります。

土づくり



緑肥のすすめ 畑まるごと堆肥化

物理性の改善 化学性の改善 生物性の改善

●土壌の団粒構造の形成
●透水性の改善
●耕盤破壊

●保肥力の増大
●クリ－ニングクロップ
●空中窒素の固定
●菌根菌によりリン酸
の有効利用

●土壌微生物の多様性
の改善

●有害線虫の抑制
●土壌病害の抑制
●バンカ－プランツで

天敵誘引

環境保全

●景観美化
●防風・土壌流亡対策
●カバ－クロップ
●ドリフトカ－ドクロップ

緑 肥 名 価格(税別)

緑肥種子 イタリアンライグラス ヤヨイワセ 1kg 1170

緑肥種子 エンバク 緑肥ヘイオ－ツ 1kg 840

緑肥種子 エンバク スナイパ－ 1kg 690

緑肥種子 エンバク とちゆたか 1kg 640

緑肥種子 ライムギ R-007 1kg 600

緑肥種子 ライムギ緑春 1kg 620

緑肥種子 ヘアリベッチ 藤えもん 1kg 1120

緑肥種子 ヘアリベッチ 寒太郎 1kg 1150

緑肥種子 ヘアリベッチ まめ助 1kg 1100

緑肥種子 クリムソンクロ－バ－ くれない 1kg 1240

緑肥種子 セスバニア 田助 1kg 1370

緑肥種子 ス－ダングラス ねまへらそう 1kg 1300

緑肥種子 ソルガム グリ－ンソルゴ－ 1kg 1250

緑肥種子 ソルガム つちたろう 1kg 1390

緑肥種子 バミュ－ダグラス ビラミッド2 1kg 6105

緑肥種子 クロタラリア ネマコロリ 1kg 905

緑肥種子 レンゲ 1kg 1750

緑肥種子 シロカラシ キカラシ 1kg 1240

緑肥種子 雪印系ナギナタガヤ 1kg 3840

※詳しくは緑肥パンフレット
「緑肥物語」をご参照ください。

※大和肥料のホ－ムペ－ジの
冊子一覧から入手、または
お申し付けください。

※緑肥の利用はご相談ください。
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※10Kg以上送料元払い ※レンゲは20kg以上送料元払い ※未満の場合は800円（税別）かかります。
※価格が変更になることがあります。ご了承ください。
※堆肥の鋤きこみは「はっこう nico」 P47を参照。



ミネラル （全体的にバランスよく・過不足なく）

●リ－ビッヒの最小律 「ドべネックの桶」
植物の生育は、必要な元素のうちで最小量の物によって
制限される。

●要素の相互作用（トルオ－グ 1948)
桔抗作用（相手の養分の吸収を抑える）

相乗作用（相手の養分の吸収を助ける）

「移動性元素」 窒素・りん酸・加里・マグネシウム・硫黄etc.（移動しやすく、効きやすい元素）
これら元素は生長点へ運ばれていくため、欠乏症は古い葉から黄変する。
Mg欠乏は古葉の葉脈が緑で、白葉色に変色する。

「停滞性元素」 カルシウム・ホウ素・鉄・マンガン・亜鉛etc. （移動しにくく、効きにくい元素・・葉面散布が有効）
停滞性元素は動きにくいため欠乏症は生長点・新葉から黄変する。鉄・マンガン・亜鉛欠乏は新葉の葉脈が
緑で白黄色に変色する。芯腐れはカルシウム・ホウ素欠乏で、ヒビ、コルク、尻腐れなどはホウ素欠乏。

ミネラルは光合成や生体(酵素)反応の触媒作用など、植物の生理活性に必要不可欠なものです。各元素が満遍なく吸収さ
れることが大切とリ－ビッヒが提唱しています。また、植物への吸収には元素間の相性があり、拮抗作用、相乗作用がある
ので、上手に吸収を図るように心がけなくてはなりません。
「拮抗作用」で元素が吸収できなくなり、欠乏症が出ているケ－スや、「相乗作用」で成果を上げているケ－スが見受けら
れます。(石灰を効かせればマグシウム、亜鉛、ホウ素、鉄などが効かなくなったり、りん酸を効かせれば鉄が効かなくなっ
たりします。）また土壌にミネラルが豊富にあっても、鉄やカルシウム欠乏のように、水分不足などで吸収できなくなって
いる場合もよくあります。
ミネラルの供給は基礎的な土づくりと考え、過不足なく、全体的にバランスよく吸収させることが肝心です。
窒素、りん酸、加里のように移動しやすく効きやすい元素があったり、カルシウム、ホウ素、鉄、マンガンなど移動しにく
く、効きにくい元素があります。これらの元素は葉面散布が有効な場合があります。

ナスMg欠乏 ブドウMg欠乏 ブドウ加里欠乏 トマトMg欠乏

トマトCa欠乏 白菜Ca欠乏 ブロッコリ－ホウ素欠乏 大豆マンガン欠乏(黄化)

品質向上・病害虫抑制 基礎資材 カルシウム
ミネラルの中で基本的な元素としてカルシウムがあります。硫酸などを利用して製造される化学肥料での栽培は土に硫
酸が蓄積され生育しづらくなるので、土壌のPHを中性に矯正する石灰を使用しなければなりません。石灰はPHを瞬時に
強制しますが、カルシウムは土壌固定され、効かないカルシウムがたまったガチガチのやっかいな土になってしまいます。
カルシウムは吸収しにくく、土にたまりやすく、アルカリが強まると生育に悪影響が出る難しい成分です。
硫酸を使用しない有機栽培ではPHを調節する必要はなく、カルシウムの吸収を中心に考えます。カルシウムは加里と同
様に生育後期の肥大期に吸収され、収量や品質に影響を与えます。有機石灰の追肥も一つの方法と思います。

最近の異常気象は病虫害を引き起こしています。昨今のカルシウムの研究では病気の原因はカルシウム欠乏と関わっ
ている場合が多く、ケイ酸と同様に、様々な病気に抵抗するファイ トアレシン作用にも役立っていることがわかってきました。
忌避剤などの対処法を検討する前に、基本栄養素のカルシウムを吸収させ、病害虫に備えることも大切です。

また、カルシウム豊富な農作物は人の心身の健康に役立ちます。特に心の健康には不可欠で、野菜に吸収させれば今
の世の中に必要な野菜となります。溶けやすく、土壌固定されにくく、吸収の良いカルシウムが理想となります。
マグネシウムも大変重要です。光合成に直接影響を与えるからです。Mg欠乏は農家の勲章といわれるほど、長期収り

の作物で多収穫をすると発生します。Mg成分も補う肥料設計をいたしましょう。Mgはケイ酸成分と相性が良く、吸収や光合

成にも相乗効果があります。弊社では鉱物ミネラルの「ケイ酸マグネシウム」に注目し、葉面散布剤などの研究を進めてい
ます。土壌への補給も即効性や持続性もある「ケイ酸マグネシウム」の『マインマグ』をお米や野菜への施用をおすすめし
ています。鉱物ミネラルは単なる元素ではなく、シリカケ－ト正四面体という結晶構造をしており、固有振動しています。
振動エネルギ－は土、水、微生物、農作物に好影響を与えます。
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【ミネラルエナジィ】

【有機JAS自信度◎】 粒状 有機栽培・総合ミネラル肥料 NET 20kg /5kg / 1kg

●天然資源の有機栽培専用・総合ミネラル肥料です。【総合ミネラル】
●有機栽培に不足するミネラルをまとめて供給いたします。【有機栽培専用】
●加里成分、カルシウム、アルカリ分、マグネシウム、微量要素も豊富に含まれます。
●病気に強く、高品質多収穫、肥大促進に働きます。
●高エネルギ－を有しており、植物を「元気に」「おいしく」します。【食味向上】
●病害虫に抵抗力のある元気な農作物を作ります。【元気生育】

＜保証成分量(%)＞

く溶性りん酸 3.0      く溶性苦土 3.5
く溶性加里 11.0      内水溶性加里 9.0  アルカリ分 12.0

く溶性ホウ素 0.05    内水溶性ホウ素 0.02   く溶性マンガン 0.15

＜含有成分量(%)＞(計算値)

く溶性りん酸3.8 く溶性苦土 4.01   カルシウム 21.6 アルカリ分12.25
く溶性加里11.55      内水溶性加里9.6  く溶性ホウ素 0.1      内水溶性ホウ素 0.04
く溶性マンガン0.20  けい酸18.3         イオウ0.3 窒素全量0.1   フミン酸2.2 有機炭素0.5   
モリブデン微量 亜鉛微量 セレン微量 酸化鉄微量 銅微量 その他

＜使い方＞

【元肥】植え付けの7日程度前に土壌に施用し、良く混ぜ込む。
【追肥】植え付け後1ヵ月頃から、30日毎に株間表層に施用。

＜施用の目安＞

農 業 【水 田】 土作り 40～60kg／10a
【畑作・果樹】 元 肥 50～70kg 追肥40～60kg(20kg×2～3回)／10a
【花壇・野菜】 元 肥 50～70g 追肥40～60g (20g×2～3回)／ 1㎡

家庭菜園 【プランタ－】 元 肥 20～30g 追肥10gずつ／ 65cmプランタ－
【庭木・果樹】 枝張りの外側の土の位置に約50～70g程度 ／1㎡

年に3～4回溝肥してください。

＜アドバイス＞

＊花を咲かせたい時・病気に強く育てたい時 【元肥施用】
＊おいしい野菜や果実を収穫したい。 【元肥追肥】
＊芋、根、豆などを大きくしたい時（肥大期前）【追肥施用】
＊ハクサイなどしっかり結玉をさせたい時 【追肥施用】

指定混合肥料 兵農第804号 兵庫農政事務所

ミネラル
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特別推奨品



中粗【ランカク】卵殻有機カルシウム

【有機JAS自信度◎】 副産石灰肥料 NET-20kg 中粗状（ホコリが少ない）
保証成分量（%） アルカリ分 45.0% 施用量 10a当たり標準施用量

【元肥】 水稲・果樹・お茶など・・・・・・・7～10袋
野菜（ハウス園芸）・・・・・・・・7～15袋
牧草・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10袋以上 全面施用して、土壌と良く混和してください。

【追肥】 1回の施用量・・・・・・・・・・・・・20～40kg

●急激なPHの変化がなく、土壌で微生物によりゆっくり分解されカルシウムを補給します。（土にやさしい）
●そのため、土を固めたり、腐植を分解したり、土を荒らしません。
●カルシウムは根を伸長させ、低温や乾燥、病原菌の侵入等のストレスに強くなります。果実や収穫物の肥大促進、
品質向上に働きます。

●カルシウムの吸収は細胞壁を強くして、病害虫予防軽減に働きます。
●加熱殺菌処理しており、ニオイはありません。
●中荒品で比較的散布しやすい。（埃が少ない）
●夏場、畝の上に万遍なくマルチ代わりに施用すれば、反射で地温の上昇を防ぎます。
消石灰・生石灰・苦土石灰などは土壌PHを急激に高めますが、直ぐに難溶性となり土壌を固め、腐植を分解し、微生物、
生物を乏しくします。有機栽培においてPHは安定しており、中和の必要性はなく、ゆっくり吸収できるカルシウムが必要
となります。

ミネラル カルシウム
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【サンゴ化石カルシウム】【有機JAS自信度◎】

溶けやすい、効きやすい。
溜まらない。良質カルシウム!!

【有機JAS自信度◎】 NET-20kg 顆粒状 土壌改良剤

①特殊結晶型アルゴナイト型 溶解速度が速く、土壌の深層まで中和し、しかも緩効性なのが特徴です。
②貝化石やカキガラと比べて、カルシウム含有量やアルカリ分が多く、土壌改良効果が高い。
③長期間中和能力を発揮しますので、年1回の施用が可能です。（省力化） 酸性雨対策になります。
④多孔質構造で、フミン酸もあり、土壌の団粒化を促進し、通気性、保水性、透水性、保肥力を高めます。
⑤軟らかいため土がしまりません。
⑥土壌の連作障害抑制効果があります。（根こぶ菌抑制）
⑦施用後すぐ播種や定植しても大丈夫です。
⑧濃度障害の改善、肥焼防止効果があります。
⑨13種類の微量要素をバランス良く含んでいます。
⑩育苗土に5～10%混合すると丈夫な苗に育ちます。
⑪施用量 160～240kg／10a 年一回を施用を推奨します。
（石灰植物の豆類、キャベツ、みかんなどには特にお勧めです）

アルカリ分 炭酸カルシウム ホウ素 鉄 銅 亜鉛

53.83% 91.86% 0.003% 0.025% 0.0005%未満 0.0005%未満

ミネラル カルシウム



適応ＰＨ ■土壌PHによる作物の分類 作物名

5.3～5.8 馬鈴薯、茶、栗、コウライ芝

5.7～6.2 苺、煙草、蕎麦、大和芋、小松菜、小豆、里芋、西瓜、大蒜、蜜柑、林檎、梨、桃、柿、桜桃、ビワ、落花生

6.0～6.7
ブロッコリ－、茄子、キュウリ、メロン、葱、大根、南瓜、ピ-マン、カブ、白菜、三つ葉、アスパラガス
トウモロコシ、甘藷、大豆、人参、小麦、カリフラワ-、ニラ、ブドウ、ベント芝

6.5～7.2 牛蒡、大麦、トマト、エンドウ、ホウレン草、インゲン、キャベツ、レタス、玉葱、サラダ菜

土壌PH 施用量(10a)

5.5以下 320kg以上

5.5～6.0 200～320kg

6.0～6.5 120～200kg

6.5～7.0 60～120kg

作物種別 施用量(10a) 作物種別 施用量(10a)

稲・麦類 80～120kg 葉菜類 160～200kg

果樹類 200～240kg 茶 160～200kg

果菜類 200～240kg 飼料作物 100～140kg

根菜類 200～240kg

■施用量の目安 ■作物別使用量の目安
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【貝化石】有機カルシウム

【有機JAS自信度◎】 貝化石肥料 NET-20kg 粒状
保証成分量（%）アルカリ分35

分析成分量（%）アルカリ分41.15  SiO2 16.05   CaO 41.55 MgO 0.94  Fe2O3 0.88  B2O3 0.01 Mno 0.02

土壌PH 9.3
PHとは酸性かアルカリ性を示す数値で、1～14の数値で表します。7.0が中性で、数値が小さくなるほど酸性が強い。
作物は土壌PHによって生育が大きく左右され、土壌PHを適切に保たないと良い収穫は期待できません。
作物の種類によって生育に適した土壌PH値は違いますが、だいたい6.0程度が良いと思います。
カルシウムだけでなく、ケイ酸、マグネシウムなど豊富に含んでいます。
貝化石肥料 富山県第435号／特殊肥料 届出受理第259号

ミネラル カルシウム

【微生物土壌消毒法】 広島県神石高原町のＩさんの圃場

この土はとても柔らかく、草も少なくなっています。
常温培養100倍粉末でEMを培養して、25倍の濃度で約5ℓ／㎡
土壌散布を行っています。作物の品質収量も素晴らしいです。
このような圃場は露地で小松菜を年に10回周年栽培された
田口農園以来で、田口さんも50倍程度で実践されていました。
微生物を利用して、土の生命力を向上させることの重要性を
改めて認識しました。
常温培養でEMの力が画期的に強化されています。
培養が簡易にできる微生物の特徴を生かした方法です。

●ほうれん草の畑の草が無くなった。
●トラクターを用いず管理機で耕せる土になった。
●連作障害が起こらなくなった。
●堆肥が一カ月半であめ色の良い物ができる。
●粘土質で堅い畑土が、棒が30ｃｍもささるほどに柔らかくなった。
●糖蜜で培養するとｐHが3.7だったが、本品を用いると3.2に！！
●糖蜜で培養したEMで堆肥作りをすると全く温度があがらなかったが、
「常温培養100倍粉末」で培養したEMを用いると半日で75℃まで上がる。

 

 

神石高原町のIさんの圃場（ホウレン草）



作物種別 施用量(10a) 施用期

稲・麦類 100～200Kg 元肥=耕起前・全面施用、追肥=-穂肥、出肥後、実肥

果樹類 200～400kg 元肥（春）=全面散布、追肥（秋）=満肥又は全面散布

野菜 花き 160～200kg 播種。定植前=全面散布、追肥=中耕前又は潅水前
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【ミネラル6７】 鉱物ミネラル 可溶性カルシウム+67種類の微量要素

【有機JAS自信度◎】 特殊肥料 NET-20kg 粉状
分析成分量（%）カルシウム35.4%  ケイ酸19.6%  腐植酸2.94% マグネシウム0.63%  ナトリウム034% 

マンガン546mg 亜鉛24.1mg 銅7.26mg ニッケル4.02mg 鉄1.47mg／kg PH 9.4

特徴① 土壌をやわらかくします。 特殊な結晶構造が土壌固結を防止します。

特徴② 溶解度が貝殻粉の約30倍です。 貝殻粉は100ccの水に1.4mgしか解けないがミネラル67は40.49mg溶ける。

特徴③ 酸性中和能力がゆるやかです。 酸度矯正に反応する時間が長い。

特徴④ 天然の微量要素を多く含んでいます。溶解吸収率が極めて高い微量要素を多く含んでいます。

＊ブライオゾ－ア・・・人類誕生の少し前に原生していた苔虫類の化石。通気性・保湿性・保肥性に優れ土壌のイオン交換を活発にする。

ミネラル カルシウム 微量要素 ブライオゾ－ア

平成20年8月21日
兵庫県三木市細川町
ブドウ(品種：ピオーネ)

糖度20.8度を記録、
これだけ高い数字
は初めてとの事。
色つきも良くなった。

平成21年6月11日
和歌山県日高郡印南町
小玉スイカ
（品種：ひとりじめ７）
『ミネラル67』施用で
糖度16.8度を計測

平成２０年７月２３日
和歌山県紀の川市
桃
品種は本白鳳
『ミネラル６７』使用で
糖度１６．９を計測

平成20年8月28日
奈良県吉野郡
梨（品種：幸水）
『ミネラル67』施用で
糖度15.3度を計測

平成16年2月28日
大阪府貝塚市
みぶ菜
「ミネラル67」を使用して、
こんなうれしいことが・・・・
作物が大きく！多く！
収穫できます。
食べても口の中にみぶ菜
の繊維が残らずにシャキ

芝の緑色が保てるので、
着色剤の使用を減らす
ことができます。
実績として、11月中旬ま

で緑色が保たれたとの
報告あり。微生物の繁殖
を旺盛にし、サッチの分
解を促進します。
化学肥料・殺菌剤等

シャキです。・栄養たっぷりで、美しさがUPしています。
・あまりの美味しさに消費者からのリクエストもきています。 の使用軽減につながります。可溶性珪酸・可溶性カルシウ

ムと多くの微量要素で、芝を丈夫にして、葉を細く立たせま
す。病害虫への抵抗力が上昇します。



【マインマグ N】 鉱物ミネラル ケイ酸とマグネシウムの相乗効果!

【有機JAS自信度◎】 NET-15kg 粒状
■副産苦土肥料（北海道富良野 鉱物ミネラル） 生第91628号
■保証成分量（%） く溶性苦土26 .0    ■PH 9～9.5
■含有成分 （%） ケイ酸全量40.0 鉄全量6.0 く溶性マンガン0.07%

く溶性ホウ素0.04 銅0.001    亜鉛0.003
■特徴
〇ケイ酸とマグネシウムを含む蛇紋岩を焼成し、ケイ酸を低分子のオルトケイ酸（水溶性）にしています。
〇ケイ酸とマグネシウムは吸収に相乗効果が働くため、少量の施肥でも吸収利用率が高く、増収が期待できます。
〇ケイ酸のレンズ効果はマグネシウムの光合成促進に相乗効果をもたらせ、品質向上、増収に働きます。
〇ケイ酸の吸収は茎が固くなり、倒伏軽減、病害虫軽減に働きます。
○水稲の食味コンク－ルで毎年上位入賞の実績を更新してます。

■施用量 10aあたり

■水稲 元肥30～45kg 追肥（出穂30～45日前）15～30kg 育苗 50g／箱
＊根・株張りが良く、分けつが増え、初期成育が旺盛となり、増収や品質向上に働く。
＊タンパク、アミロ－ス含量が下がり食味が向上します。
＊夏季高温時でも、未熟米が少なくなり整粒歩合が向上します。
＊ケイ酸の働きで茎が固くなり、病害虫軽減や倒伏しにくくなります。
＊丈夫な苗となり、定植後もケイ酸の吸収が活発となります。

■麦 元肥30～45kg 分けつ、段数、歩留まりが向上。増収。倒伏軽減・病害虫軽減
■ネギ 元肥60～90kg 根張が良く、後期に生育旺盛となり、秀品率向上、増収となった。
■玉ねぎ 元肥60～90kg    初期成育が旺盛。葉が丈夫に、玉の肥大と増収、糖度アップ。
■キャベツ 元肥45～60kg 結球が早く、微量要素の供給で病害虫が軽減した。
■キュウリ 元肥45～60kg 生育促進、病害軽減
■トマト 元肥30～60kg 生育促進、糖度アップ
■アスパラ 元肥30～60k 生育促進、糖度アップ、木が丈夫に、病害虫軽減
■果樹 元肥45～75kg 生育促進、肥大促進、病害虫軽減
■お茶 元肥45～70kg 20%減肥しても増収している。芽伸び、葉色が良い。

※法蓮草、大豆、唐辛子、長芋、白菜、スイカ、人参、生姜等でも成果が確認されています。

ミネラル ケイ酸+マグネシウム
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茎葉が固く丈夫になり、病害虫軽減!!



【医王ミネラル】 鉱物ミネラル 食味向上・病害虫対策・天候不順に!!

【有機JAS自信度◎】土壌改良剤（有機栽培・総合微量ミネラル）
■ NET-20kg 粒状／育苗用（粉状） 『生命活性微量ミネラル』

●医王石とは、石川と富山の県境の医王山から採取される良質なミネラルを豊富に含む天然鉱石（薬石）です。
●江戸時代、加賀前田藩は入山を禁止し、藩外不出の薬石として管理していました。
●海底火山が隆起した山で、陸・海・マグマ三種のミネラルを含有した奇石をバランスよく配合しています。
●ケイ酸を始めとする100種類近い良質なミネラルを含有しており、可溶性（水溶性）で吸収利用されやすく
効果が早く現れます。（発芽良好・毛細根の発育顕著・光合成の活性化・頑健に成育・開花時を早める・成熟促
進・着花数が多い・結実が良い・増産多収穫・冷害、干ばつに強い）
●土壌に施用すると微生物層を豊かにし、地温を高め、有害菌を抑制し、病害抵抗力を向上させ、病害虫を減ら
します。多孔質で表面積は1グラム当たり250㎡もあり、強い吸着性、保水性があります。

◆土壌の健康に作用し増産に導く
◆根が健康に育ち、病害虫が減少
◆節間を縮め、倒伏が減少
◆肥料効果がアップ
◆連作が可能に！
◆甘みを増し、鮮度良好
◆不良気象時の抵抗力強化
◆要素欠乏症状に有効！

■施用方法
水田 80〜100kg／10a当たり 60〜80kg全面散布し起耕する。 追肥20〜30kg施用する。
畑 80〜100kg／10a当たり 60〜80kg全面散布し起耕する。 追肥20〜30kg施用する。
果樹・その他 80〜120kg／10a当たり 樹木周り（枝の範囲）に施肥と同時に施用。
苗 覆土に20％混合して使用。

■含有成分
天然鉱石（海緑石、真珠岩、赤稗色御影石） 可溶性（水溶性）ミネラル 水溶性ケイ酸

ミネラル ケイ酸+微量要素

成分名 三種混合 成分名 三種混合 成分名 三種混合

珪酸 62.91％ 酸化カリウム 2.15％ クロム 0.01％

二酸化チタン 0.69％ 酸化マグネシウム 2.16％ スズ 0.01％

酸化アルミニウム 14.89％ 五酸化リン 0.16％ 同位性元素 微量含有

酸化鉄 （第一鉄）

（第二鉄）

0.85％ 有機ゲルマニウム 0.005％ 塩基置換容量 120.6me

5.79％ バナジウム 0.02％ pH（H2O） 7.4％

酸化マンガン 0.16％ モリブデン 0.13％ 含水率 3.14％

酸化カルシウム 2.98％ バリウム 0.06％ 化合水 4.68％

酸化ナトリウム 1.79％ コバルト 0.01％ 1g-Loss 5.13％

－18－

【粒状】 【粉状】 育苗用



【畑の鉄人】 鉱物ミネラル 天然の鉄ミネラル

【有機JAS自信度◎】 粒状20kg ／ 粉状20kg

■含有成分量 鉄Fe2O3 69.08% ケイ酸SiO2 13.7%
カルシウムCaO 1.49％ マグネシウム 0.51％など

■標準施用量 20～40kg／10a 20g／ブランタ－（10ℓ）
堆肥／0.2～0.3%（発酵促進）

酸素を運び、白根を増やします。土壌環境を浄化し、
有用微生物を増やします。土づくり、畑づくりは「鉄」にあった。

●天然褐鉄鉱を熟成させた土壌改良剤です。
●鉄やカルシウム、ケイ酸、マグネシウムなどマルチミネラルが含まれています。
●硫化水素・アンモニア（ガス）などの有害物を吸着し、土壌環境を浄化します。
●発根促進・濃度障害改善防止・根ぐされ防止・活着促進に働きます。
●酸素を土壌中へ供給するため微生物の活性や発酵促進します。
●藁などを分解促進します。（水田秋処理）
●水田やレンコンのアオコ対策や池や養殖池の水質改良に。
水田アオコ対策には「畑の鉄人（粉）」を散布します。
沈殿分解されますが、強還元層も分解されます。
特に水田のガス沸対策など、硫化水素の抑制、発根促進に効果的です。

＜使用事例＞

◆デコポン 20kg／10a(幹の周辺土壌に)  収穫時期が1カ月早まる。糖度、酸度も良好。裏年がなくなる。
◆イチゴ 20kg／10a 実の重量が重くなる。糖度、酸度の向上

イチゴ苗など鉢上げポットに5～8粒施用
◆にんにく 20kg／10a 4倍のカルシウム
◆青梗菜 20kg／10a 青みを増し丈が大きくなる。日持ちが良い。
◆トマト 20kg／10a 赤みが増す。
◆お米 20kg／10a    生育促進、品質向上、アオコの分解 全国食味金賞2回

年 栄養素 1952年 1982年 1997年 2012年

ほうれん草

ビタミンA 8000 1700 2900 350

ビタミンC 150 65 65 35

鉄分 13 3.7 3.7 2

にんじん

ビタミンA 13500 4100 4100 740

ビタミンC 10 0 6 2

鉄分 2 0.8 0.8 0.2

トマト

ビタミンA 400 220 220 45

鉄分 5 0.3 0.3 0.2

リン 52 18 18 26

みかん

ビタミンC 2000 65 35 35

カルシウム 29 22 22 11

鉄分 2 0.1 0.1 0.1

りんご

ビタミンA 10 0 0 2

ビタミンC 5 3 3 4

鉄分 2 0.1 0.1 微量

ミネラル 鉄

※科学技術庁 食品分析調査 2012女子栄養大学 －19－

※昔と比較すると各作物の栄養価が
同じ作物と思えない程減少していま
す。これは、有機物による土づくりが
減少し、化学肥料による栽培のもた
らした結果と受け止めています。

化学肥料により土壌の酸化が進み、
土の鉄分がサビて、吸収できなくなり
（2価鉄のみで吸収）、硝酸イオンの

吸収が多くなったため、ビタミンなど
の抗酸化物質が減少しています。

今の栽培ではポパイの様にほうれ
ん草を食べて力こぶはできませんし、
競走馬の様にニンジン食べて走れま
せん。 人を健康にする成分が減少
し、野菜や果物の価値が大きく後退
しています。何とか昔の品質を取り戻
したいです。

水溶性の2価鉄資材のGEFもあります。
本冊子P.79に記載しています。
ご参照ください。

「鉄の威力」

＊肥料 同じ
＊畑の鉄人

20kg／10a施用 施用ナシ



（水田・レンコン・池・養殖場）

水中の微生物の活性化／BOD・CODの低減／池の藻及び
アオコの除去

●水深1m未満の場合 30㎡当り10kg散布
●水深1m以上の場合 水量の0.06%散布

（水田やレンコンでのアオコ等の発生で、苗などに影響が出る
場合は水を落とさず「畑の鉄人(粉)」をパラパラとアオコに
散布ください。
アオコが沈殿します。その後、水はきれいに澄んできます。

「こつぶっこ」での還元状態が壊れる危険はありますが・・・)

●粉状は畜産飼料(A飼料)として利用されています。
飼料登録

豚／飼料の0.3～0.5%
鶏／飼料の0.3％

悪臭対策・予防・防止・発育・肉質・環境の改善・新陳代
謝・ストレス解消・抗病性・消化吸収率の向上・アンモニ
ア・硫化水素の吸収

※詳しくはご相談ください。

●畜産・養鶏への利用

●水質浄化への利用
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効果2 糖度・酸度が上がります。試験品種:いちご(あまおう)
イチゴやブドウでの試験を行った際、糖度・酸度が0.5～1上がった結果が出ています。
このことから、特に酸性土壌を好む植物に大きな効果をもたらす結果が分かります。

※植物によっては、上記のガス吸着による成長促進と、「畑の鉄人」に含まれる鉄分やカルシウム、マグネシウムなどのマルチミネラルの補給
で、植物が生き生きと育ちます。

効果1 「畑の鉄人」がガスの吸着の働きをします。

土壌中のガスが根はりを妨げ、
成長を妨げます。

畑の鉄人は土中ガス（硫化水素）を吸着する
働きがあります。
根は障害物が除かれ、伸びやすくなります。



イオウチェッカ－水田での硫化水素の発生度合の試験方法

秋落ちの予防対策に！使い方は簡単、土に挿すだけ！
硫化水素と反応し、黒く変色します。
本品は秋落ちの原因となる硫化水素を判定する診断ツールです。

＜試験時期＞
①中干し直前の1週間（土壌の硫化水素生成ポテンシャルを測定）
②出穂後の1週間 （水田の秋落ちを引き起こす硫化水素を測定）

＜試験方法＞
＊水田土壌に1週間突き刺す
＊圃場の3か所程度に突き刺す。
(水口・中央・水尻)

＜評価＞
小 (あまり変色が見られない)
中 (作土内に変色部分あり)
大 (作土上部に著しい変色)
甚大 (作土上部が著しい変色)

変色が激しい、硫化水素の発生が強い。
硫化水素が発生していると、根腐れが起きて生育状況が悪く成り
収量が少なくなる。

＜対策＞
①落水や水交換により酸素を供給する。（除草の効果が落ちる）
②稲わらの腐熟分解(秋処理)
PSBT発酵粒状油粕（2袋／10a）や「農産発酵プロバイオ・リキッド」

での秋処理
③貝化石などの土壌改良資材の施用
④鉄資材「畑の鉄人」(PH3.0)（有機JAS）の活用

⑤天地返しなど

■ 1枚
■ 3枚セット

① ② ③
①硫化水素が少ない(雑草も少ない)
土の表層部分だけが黒く、全体に変色
が少ない。根の位置は硫化水素が少な
く根が張れ、表層部は雑草対策で還元
状態で雑草が少なく、稲は旺盛な生育
をしていた。

②雑草と稲が同程度成長していた。
硫化水素の発生は中程度だが、全体的
に発生しており、雑草も稲も混在して
いた。

③雑草が繁茂していた。
全体的に黒く変色しており、深層まで
硫化水素が発生しています。
稲は活着が遅れ、養分を利用できなく、
その養分が雑草を育てる結果に。
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安価な鉱滓施用が普及しているがアルカリ分が高いため1％施用
（鉄で0.1～0.2%）で異常還元を助長すると考えられている。



ミネラル
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【鉱さいマンガン肥料】

ミネラル マンガン+ケイ酸+苦土+カルシウム

【有機JAS自信度×】 粒状 NET-20kg ビニ－ル袋 鉱さぃマンガン肥料 みのりゴ－ルド 生第44986号
■保証成分量（％） く溶性マンガン10.0
■含有成分量（％） けい酸：25～28% 苦土：3～5% カルシウム：30～35% ほう素：70～100pm

鉄：3～5% 亜鉛：30～50ppm モリブデン：2～5ppm
■使用例（10a当り） 水稲春基肥3～4袋、水稲中間追肥1～2袋、野菜基肥2～4袋、果樹基肥2～5袋

＊けい酸、苦土、石灰、鉄などに加え、供給量が減少しているマンガンを強化してあります。
＊マンガンは、作物の栄養生長を助け、生殖生長への円滑な移行を助ける微量要素です。
＊水稲では、秋落ちの抑制、イモチ症、ゴマハガレ症の防止に役立ちます。
麦では、斑点や萎黄の発生の防止に効果が期待できます。
トマト、ブドウなどの作物では、花を落とさず実をまとめて結実を促進します。

＜マンガン欠乏症＞

＊有機JAS適合のホウ素・マンガンの土壌施用肥料は難しく、次のペ－ジの有機JAS資材の葉面散
布、灌水利用をお勧めしています。

【48ほう酸塩肥料（ボレ－ト）】

ミネラル ホウ素

【有機JAS自信度×】 粉状 NET-1kg ビニ－ル袋
■保証成分量（％） 水溶性ホウ素 48.0 ※石灰と同時散布はしないでください。

作物の種類 ほう素欠乏のあらわれ方 10a当り
の施用量

葉菜類
白菜・キャベツ・セルリ－
・レタス・ホウレン草

芯ぐされしたり、葉柄内側に裂傷生じ褐色になる。
葉柄に亀裂生じ、褐色となり、もろくなる。 0.5～1.5kg

根菜類
大根・カブ・ニンジン・ゴボウ

肌に亀裂生じ、コルク化し「サメ肌」となる。
葉が赤紫色になり、中心葉が黄化萎縮する。 0.5～1.0kg

果菜類
トマト・ナス・キュウリ

主茎の生長点が黄化し、果実にクボミができる。
芯葉が止まり黄化萎縮し、茎の先端・葉柄がもろくなる。 0.5～1.5kg

いも類
ジャガイモ・サツマイモ

芯葉が黄化・萎縮し
空洞化したり、ひげ根が多くなり奇形する。 0.5～1.5kg

工芸・飼料作物
クロ－バ－
トウモロコシ
落花生

先端葉が黄化、ゆがみやシマができる。

葉先が縮れ、茎がもろくなり、先端部が黒変・枯死する。
芯葉黄化し、乾燥害を受けやすくなる。

0.5～1.5kg

1.0～1.5kg

果樹
リンゴ・みかん・ブドウ・桃

コルク化し、亀裂が入った果実奇形となる。（木化性シュクカ病)
「イシミカン」や「ヤニミカン」となる。
開花後花が落ちず、不完全小実となる。「アン入りブドウ」
枝が枯れ、花や果実が奇形となる。

1.0～1.5kg

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/syuppan/tomato/20.htm&psig=AOvVaw3vMOfL7AAKGOG7qM6CQNO3&ust=1582082873772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjmhf_j2ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.sc-engei.co.jp/fertilizer/working/Mn.html&psig=AOvVaw3vMOfL7AAKGOG7qM6CQNO3&ust=1582082873772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjmhf_j2ucCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.takii.co.jp/tsk/bugs/acu/seiri/mangan_ketsubou/&psig=AOvVaw3vMOfL7AAKGOG7qM6CQNO3&ust=1582082873772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjmhf_j2ucCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/faq/norin_kaju/2014031000906/&psig=AOvVaw3vMOfL7AAKGOG7qM6CQNO3&ust=1582082873772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjmhf_j2ucCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.sc-engei.co.jp/fertilizer/working/Mn.html&psig=AOvVaw3vMOfL7AAKGOG7qM6CQNO3&ust=1582082873772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjmhf_j2ucCFQAAAAAdAAAAABAa


【ホウ素・マンガンEDTAキレ－ト微量要素】

【有機JAS自信度〇】 混合微量要素肥料
完全水溶性粉末 登録番号 生第91302号

■保証成分量(%) 水溶性マンガン 4.0
水溶性ほう素 5.8

■材料の種類、名称及び使用量（使用されている効果発現促進剤）
EDTA鉄（鉄として） 9.31%
EDTA亜鉛（亜鉛として） 0.74%
EDTA銅（銅として） 0.32%
モリブデン酸ナトリウム（モリブデンとして） 0.19%

■1kg    1ケ－ス（1kg×20袋）
■標準施用量 葉面散布 1000～2000倍に希釈してご利用ください。 500リットル程度／1回

土壌灌水 500～1000倍に希釈してご利用ください。
※アルカリ農薬以外の併用は可。

マンガン欠乏

○葉が淡黄色あるいは褐色に変わる。
○葉脈を残し縞または斑状に黄化する。
○上葉や先端から変色する。
○根の発達が悪くなる。
○糖が少なく、品質が悪くなる。

●ジベ処理ブドウの着色不足
●菊菜の額縁症

マンガンは、鉄と同じく中量要素です。
酸化還元反応（酵素）など酵素の働きで
使われ、葉緑素の生成や発育に関わっ
ています。ビタミンCの合成や二酸化
炭素の吸収に関わっており、適切な施
肥で耐病性・耐寒性がUPします。
脂質代謝、膜形成に関わっています。

ホウ素欠乏

○生長点が侵され生育が止まる。
○葉柄、茎など割れ目ができ
黒褐色に変わりもろくなる。

○根の発達が悪くなる。
○開花が悪く実が落ち易くなる。
○不稔現象、縮果病、エビ病、心腐れなど。

●鬆入りのだいこんやカブ ●ブロッコリーの座屈
●トマトの茎の芯のコルク化●イチゴの炭そ病
●キュウリの曲果、表皮の溶け、鬆入り、根毛減少
●白菜のごまふり（ゴマ症）・芯枯れ

ホウ素の98%は細胞壁にあり、細胞と細胞をつなぎ合

わせる役割があります。新しい細胞を作るときにホウ素
が欠乏すると細胞同士をうまく結合することができずそ
こから腐ってきてしまいます。ホウ素欠乏は、石灰欠乏
と同様、成長点にでます。石灰を充分にいれていても症
状が出る場合はホウ素欠乏の疑いがあります。

ミネラル ホウ素・マンガン
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「停滞性元素」は植物体内を移動しにくいので、欠乏症は生長点、新葉から黄変します。
鉄、マンガン、亜鉛欠乏は新葉の葉脈が緑で、白黄色に変色します。芯腐れはカルシウム、
ホウ素欠乏症で、ヒビ、コルク、尻腐れなどもホウ素欠乏症が関係しています。

停滞性元素（ホウ素・マンガン
・鉄・亜鉛・カルシウム）は
葉面散布が早く効く!!

http://www.takii.co.jp/tsk/bugs/acu/seiri/mangan_ketsubou/
http://www.takii.co.jp/tsk/bugs/aha/seiri/houso_ketsubou/


ミネラル
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【発酵骨粉】生殖生長・食味向上

【有機JAS自信度◎】 粉・粒混合 NET-20kg ビニ－ル袋 特殊肥料 兵特肥第1052号
■分析成分量（％） 窒素全量 2.5 りん酸全量 19.0 加里全量0.5 炭素率6.7
■品質本位の付加価値農産物を作ります。
＊エネルギ－のりん酸とカルシウムの吸収は、農作物の品質に大きく影響します。
＊骨粉を堆積発酵させて、りん酸とカルシウムの吸収を高めています。
＊熟成発酵により腐植酸や有機酸が生成され、キレ－ト化が進むため土壌固定
されにくく、吸収されやすいです。
＊りん酸の吸収は植物のエネルギ－を高め、あらゆる生体反応を活性化します。
（光合成の向上・糖度アップ・品質向上・開花促進・成疲れ防止・樹勢回復）
＊畑土へ善玉菌を供給し、微生物的土壌改良を進めます。
＊白色の菌糸が発生することがありますが、品質には全く問題ありません。

ミネラル

ミネラル リン酸カルシウム

【蒸製骨粉】

【有機JAS自信度◎】 粉・粒混合 NET-20kg ビニ－ル袋
■保証成分量（％） 窒素全量 4.0 りん酸全量21.0
骨粉は昔より基本的な有機質肥料で、「りん酸の供給」や「糖度アップ」など品質向上の為に、
篤農家によって愛用されてきました。イチゴやメロン、みかんや果樹などの糖度アップには
欠かせない肥料です。
土壌固定が少なく、火山灰土や黒ボク土には特におすすめです。ご安心の上ご使用ください。

おいしさ追求

おいしさ追求ミネラル

ミネラル

リン酸カルシウム

【リンサングアノ】

ミネラル リン酸
■【有機JAS自信度◎】(粒状) 20kg 特殊肥料 神奈川県農振第9001号

リンサングアノ『堆積バットグアノ』はコウモリが昆虫、小動物、魚介類を食べた糞が洞窟内で千年もの長い間
堆積され、風化凝縮されたものです。長期間に及ぶ堆積風化で、窒素やカリウム成分は変質し、多くの腐植
（フミン酸）を含む純度の高いりん酸が凝縮されております。りん酸含量が25～28%と高濃度で含まれ、ゆっくり
とした肥効のく溶性のりん酸がその六割を占めます。土壌固定されにくく、吸収利用率がとても高い優れた「腐
植酸りん酸」です。特にりん酸が固定されやすい黒土、火山灰土などの土には有効です。りん酸はエネルギ－
源で、花や実を付ける生殖成長や食味、色、艶など特に品質に影響を与えます。

■分析成分表 りん酸27.60％ く溶性りん酸17.32％ 石灰37.16% 窒素0.07% 加里0.21% フミン酸6.35%

■標準施用量 畑作・ハウス作 葉菜類 60～120kg／10a 根茎菜類 80～140kg／10a
果菜類・果樹類 80～120kg／10a

園芸植物 花卉類 200～300g／土20リットル 観葉類 200～300g／土20リットル

●土壌が酸化しない。●濃度障害が少ない。●固定りん酸過剰土壌で肥効を発揮! 
●連作による地力の低下を防ぐ。●く溶性りん酸が多く、肥効が持続する。
●フミン酸の働きで土壌中の微生物を活発にし団粒化を促進する。●作物の生長、花付、実付を良くする。
●無臭だから、農作業者や周辺住民に不快感を与えない。●収量増加につながり、収穫後も鮮度、日持ちが良い。
●フミン酸機能でりん酸の作物吸収性が抜群。●根の新茎が増え、粘りが良くなるので、作物が丈夫に育つ。
●葉菜類に使うと葉緑素を増やし、色鮮やかになる。●芝や牧草では徒長を防ぎ、葉の茂りを密にする。
●根菜類、果菜類、果樹類、水稲に使うと糖度や食味が増す。



灰を上手に使って、「 抵抗力」「品質向上」「増灰を上手に使って、「抵抗力」「品質向上」「増収」 【有機ミネラル加里肥料】「灰」=「加里」+「微量要素」

■灰は再生の象徴!     
花咲爺さん、シンデレラ（灰かぶり姫）など、再生のシンボル。
強酸性で育たない山の土も、焼畑をすれば灰で物が良く育つようになる。
1000℃程度の高温で焼成すれば、不純物は無くなり、機能性を持つようになります。

■灰とは?            
有機物が燃えてミネラルが残った物。カリウム、カルシウム、マグネシウム・ホウソ・マンガン・リン・ケイ素・ナトリウム・鉄・亜鉛など
様々な微量要素を含み直ぐに利用できる形である。微量要素の吸収は生体反応を活性化し植物の生育を健全にする。

■抵抗力をつける。
特有のニオイと強アルカリで病原菌や害虫が軽減し、アルカリを好む放線菌や納豆菌などの有効菌の働きが盛んになる。
灰色カビ病やスリップス、ショウガの根茎腐敗病が止まった報告もある。

■作物を健康に
節間がつまり、茎、葉脈、花が太く硬くなる。草体が硬くしまり、病害虫予防となる。白根が多く発生し、生育が旺盛となる。

■収穫物の充実に
カリウムは果実の肥大期など生育後期に多く吸収され、ブドウ糖など光合成同化産物を転流させ収穫物を充実させます。
しかし、過剰になれば食味を落とす危険がありますのでほどほどに。

【パ－ムアッシュ】「ヤシガラ灰」

【JAS有機自信度◎】 ヤシガラ灰 粒状
NET２０Kg 輸第13173号 副産複合肥料
■保証成分量(%) く溶性加里30.0 内水溶性加里22.0 く溶性苦土3.0 く溶性りん酸2.0
■肥料成分・微量要素分析例 （%）
く溶性りん酸3.31     く溶性加里38.14 水溶性加里33.07 カルシウム全量5.01 く溶性苦土4.95   酸化鉄0.36%    銅全量0.01 
亜鉛全量0.04 イオウ全量0.90% けい酸全量18.96    く溶性ホウ素全量0.06 く溶性マンガン全量0.126    有機炭素1.59% 
硫黄分全量4.75 モリブデン0.0001> アルカリ分11.26% ＰＨ11.09

■肥料の内容
ヤシガラ焼却灰の粒状品。パ-ムアッシュは加里成分を30%以上、しかも22%以上が水溶性で、
即効性と緩効性肥効を合わせ持つミネラル豊富な有機由来の加里肥料です。
病害虫の忌避効果や抵抗性を作り、微量要素を補い、同化養分の転流をはかり、茎・葉・根を育て、収穫物を充実させます。
あらゆる農作物の有機減農薬・無農薬栽培の生育後期の肥培生育管理に欠かせない肥料です。

■標準施用量 発酵肥料を標準として、養分バランスを検討した数値。
畑作・果樹 元肥20～30kg／10a（加里成分6～9kｇ） 追肥20～30kg／10ａ分施（果実肥大期前に）
水田 元肥20～30kｇ／10a（加里成分6～9kｇ） 出穂の35～50日前（倒伏防止・稔実向上・耐病害虫）
根菜類 地上部がある程度成長し、根の肥大期前に施用
葉菜類 生育期間が短いため、元肥で施用。

■注意事項
PHが強アルカリ（11～12）なので、酸性肥料との混合は反応してアンモニア等が発生するため注意してください。
単独で追肥的に施用することが基本となる。加里成分や強アルカリは基本的に微生物に対して影響があります。
ボカシへの混合は発酵後に行い、標準としてボカシの全体量の5～10%が適当です。
粉状の物を葉に直接施用して病害虫を抑制する記述もありますが、葉に直接かかるとアルカリの作用で障害が
でることがあります。（葉菜類注意） 還元力が強いが、炭同様、抗酸化に近い還元です。

■使用事例
長年、ボカシのみを使用した圃場では、加里欠乏が見られ軟弱な生育の傾向があります。
加里の少しの施用で大きな成果が得られることが多いです。
加里成分は光合成を活性化し、窒素成分と拮抗作用があるため、トマトの節間が詰まったり、確りした葉菜類ができるようになります。
根菜類や果菜類の肥大や結球野菜の結球促進に効果が期待できます。
しかし、過剰は食味に影響を及ぼすので施用量に注意してください。

ミネラル 加 里
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http://www.illust-box.jp/sozai/10465/


【天然PKミネラル】

【JAS有機自信度◎】粒状 NET-20Kg
■保証成分量（%） く溶性りん酸 15.0 く溶性加里17.0 内水溶性加里 14.0 く溶性苦土5.0
■分析成分例（％）
燐酸全量19.71、く溶性燐酸16.64、加里全量20.08、く溶性加里20.06、水溶性加里16.18、ケイ酸全量5.75、
石灰全量28.07、苦土全量6.5、マンガン全量0.37、水溶性ホウ素384mg/kg、鉄全量0.17、硫黄全量8.99%、
アルカリ分37.14、PH：12～13 （日本穀物検定協会分析結果より抜粋）

■使用量（10a当たり）
根 菜類 ショウガ、サトイモ、カンショ、タマネギ、ニンニク 60～100kg
葉 菜類 レタス、ハクサイ、キャベツなど 60～100kg
果 菜類 トマト、スイカ、ピーマン、カボチャなど 40～80kg
豆 類 エンドウ、エダマメ、インゲン、ダイズなど 60～80kg
稲科作物 水稲、麦、飼料作物など 60～100kg
水稲倒伏防止は出穂40～45日前に施用 60kg

●パ－ムアッシュと1000℃で焼成した鶏糞灰を混合造粒した肥料です。
●鶏糞を1000℃で焼成している為、悪臭や腐敗因子の遺伝子組換蛋白質や腐敗菌などは完全に消滅してます。
●高温焼成なので、水溶性など可溶化が進んだ加里成分や各種ミネラルとリン酸が豊富に残っています。
●化学物質を含まないミネラルが豊富でリーズナブルな天然肥料です。
●リン酸、加里の吸収で増収・肥大促進、ミネラルの吸収で食味向上・品質向上が期待されます。
●カルシウムやケイ酸、ホウ素の吸収は細胞壁を硬く作り、倒伏防止や病害虫の侵入を防ぎます。
●有機栽培に不足しがちの硫黄分はタンパク質を作る重要要素で、香りに好影響を与えます。
また、最近は硫黄欠乏症も見られ、好硫黄作物の玉ねぎ、にんにく、ネギ、らっきょ、アスパラなどに
お使いください。

ミネラル りん酸加
里
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【海水由来塩化加里 K2O 60%】

【JAS有機自信度◎】粉状 NET-20kg
■保証成分量(%) 水溶性加里 60.0%
■分析値(％) Na 0.24%、Ca 0.23%、Mg 0.07%、SO4 0.6%、水溶性加里 60.33%

海水由来の塩化加里です。微量要素など含まれます。
固結しやすい物で、在庫はできなく、注文を受けてから包装出荷となります。
そのため、時間がかかりますので、前もってご予約ください。
完全水溶性のため、固まっていても水に入れれば簡単に溶けます。
潅水利用等でご検討ください。塩素が気になる場合は「糖蜜」などを塩化加里の半量程度混合すれば、
塩素は相殺され不活性となります。

ミネラル 加 里

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E6%B0%B4%E7%A8%B2&num=10&hl=ja&biw=1366&bih=514&tbm=isch&tbnid=Q7tiJTSOkeKF8M:&imgrefurl=http://www.kurosioitiba.com/blog/2010/11/post-398.html&docid=qo0HRe2HlY_UwM&imgurl=http://www.kurosioitiba.com/blog/files/5602010-10-08_14-44-36.jpg&w=560&h=414&ei=xqwtUPniGo7nmAWx3IGQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=556&vpy=147&dur=125&hovh=193&hovw=261&tx=113&ty=93&sig=114794899776624399887&page=2&tbnh=147&tbnw=212&start=11&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:11,i:130


【エスミン】 土壌PHを下げる。硫黄肥料
ミネラル Sulfur（硫黄）+Humic（フミン酸）+Silicic acid（ケイ酸）

【JAS有機自信度◎】 粒状 NET-20Kg 普通肥料 輸第1048636号

近年、硫黄欠乏が注目されています。昔からイネには極力硫黄を含まない無硫酸根肥料が推奨されて
きました。ところが硫黄を含む肥料を施用すると収量が改善した事例も見られた地域もあります。
＜施肥要領＞
・育苗培土１トンあたり7～10kg混和 または
・田植え前に５袋／反程度を全層施肥 ※土壌ｐHが既に低い場合は控えてください。

ブロッコリー、キャベツ、大根、カブなどアブラナ科作物
アブラナ科の作物の硫黄要求量は特に顕著です。1ヘクタールあたり30kg以上
を吸収するとのデータもあります。
＜施肥要領＞
・定植前に４～５袋施用し土壌とよく混和してください。土壌ｐHが低い場合は控える。

水稲

ネギ、にんにく、玉ねぎなどユリ科作物
健全な作物生育かどうかを示す指標に野菜本来のにおいや香りがあります。特にユリ科やネギ属の野
菜は独特のにおいを発します。その中心物質が硫黄です。
＜施肥要領＞
・定植前に４～５袋を目安に施用ください。 ※土壌ｐHが既に低い場合は控えてください。

メロン、きゅうりなどのウリ科作物
土壌中に不溶化・固定した微量要素が、適正なｐHに変化することによって
吸収されやすくなります。その結果、食味や収量の改善が期待されます。
＜施肥要領＞
・定植前に５袋／反程度を施用し混和してください。 ※土壌ｐHが既に低い場合は
控えてください。
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●好酸性作物
稲・お茶・芝・ねぎ・小松菜・カブ・大豆(枝豆)・蓮根・馬鈴薯
桃・栗・みかん・りんご・ブル－べリ－・パイナップル・バラ等

●好イオウ作物
玉ねぎ・にんにく・ねぎ・ニラ・らっきょ・アスパラガス
ブロッコリ－・トウモロコシ・稲・ワサビ

●硫黄の吸収量が多い作物
キャベツ・カブ・小麦・豆類

●ハウスなど施設園芸作物の土壌PH改良に
リン酸固定・微量要素欠乏症・土壌病害

野菜・花 果樹 馬鈴薯・茶樹

畝間・作条 全面・全層 樹冠 畝間・作条 全面・全層
施肥 施肥 施肥 施肥 施肥

壌土・埴壌土

砂壌土

クロボク土
火山灰土壌

３袋 4袋 4袋 4袋 5袋

4袋 5袋 4袋 4袋 5袋

4袋 5袋 5袋 5袋 5袋

作物・施肥法

土壌

✻土壌PHを現行より1下げる場合の目安です。

施肥量の目安 （10a当たり）

●土壌のPHを下げる。
エスミンに含まれる硫黄は、土壌中で硫黄酸化菌
の影響を受け土壌PHを下げ酸性に変化させます。

●ミネラルの吸収を助ける
マンガン、ホウ素、鉄、銅、亜鉛などの微量要素が可給態化し、
健全な作物栽培が可能となります。
また、作物の病害虫抵抗性を高めるケイ酸も含有しております。
さらに、エスミンに含まれる腐植酸（フミン酸）が土壌団粒化を促進し、
キレ－ト作用によって、土壌中のりん酸やミネラルの吸収が良くなります。

●必須元素としての硫黄の供給
硫黄はタンパク質、ビタミン、脂質等の作物生育に不可欠な物質に関わる養分です。
そのほかに香り成分、抗菌、駆虫にも関わる重要な要素であります。

O2   CO2

硫黄 硫黄酸化細菌

【エスミン】 硫酸 有機物
(PH低下)



有機栄養

【無機態窒素の吸収】 【アミノ酸の吸収】

光
合
成

化学肥料 有機肥料の腐敗

アンモニア（硝酸態窒素）の吸収

アミノ酸

タンパク質

有機肥料の発酵

アミノ酸の吸収

タンパク質

ブドウ糖 ブドウ糖

消耗

消耗

消耗

★炭酸同化作用（光合成）

6CO2 ＋ 12H2O ＋ 688Kal → C6H12O6 ＋ 6H2O ＋ 6O2

二酸化炭素 水 光エネルギ－ ブドウ糖 水 酸素

炭酸同化作用(光合成)とは植物が空気中の二酸化炭素と水と光エネルギーによって「ブドウ糖」を作出し、
水と酸素を放出する作用です。このブドウ糖が非常に重要で植物のエネルギーやタンパク質の原料となり、
植物の生長に著しく影響を与えます。

★窒素同化作用
硝酸態窒素 → 還元 → アンモニア ＋「ブドウ糖」→ アミノ酸

アミノ酸 ＋「ブドウ糖」→タンパク質
★アミノ酸の吸収は糖度をアップさせ増収をもたらせる。

ここで無機態窒素の吸収とアミノ酸の吸収の違いを見て行きたいと思います。
窒素成分は化学肥料の施用や有機質肥料の腐敗分解などもアンモニアや硝酸態窒素の無機態窒素の形で
根から吸収されます。植物はアンモニアなどの無機態窒素に光合成で作り上げたブドウ糖を結合して
アミノ酸を作り、そのアミノ酸にブドウ糖をまた結合してタンパク質に合成していきます。
無機態窒素をタンパク質にするには多くのブドウ糖が必要となります。
しかし、アミノ酸で吸収が行われた場合は、ひとつのブドウ糖でタンパク質を作ることができ、ブドウ糖の
消耗は少なくなります。
天気は同じ条件なので光合成で同じ量のブドウ糖が作られますが、アミノ酸で吸収された分だけ、ブドウ糖
の消耗が少なくブドウ糖は植物体内に蓄えられるわけです。これが貯蔵養分で、おいしさなどの品質や安定
した栽培の決め手となります。アミノ酸での吸収が糖度アップや多収穫に結びつくわけです。
有機質肥料の窒素成分はタンパク質で、微生物を利用して発酵すればアミノ酸が生成されます。
植物にアミノ酸の吸収を促進して、ブドウ糖を貯蔵し、CNバランスを取りながら成長させ、病害虫が
少なく、品質の高い農産物の生産を進めます。

★有機発酵肥料
有機質肥料の発酵技術は有機質肥料の中で有用な微生物が増殖し、アミノ酸だけでなくホルモンやビタミン、
酵素、補酵素、有機酸、核酸、抗酸化物質など様々なものを生成いたします。
発酵肥料を畑に施用することによって、畑土でも同じように有用微生物や小動物が活性化し、ミネラルなど
を吸収しやすくしたり、上記の有用な養分が畑土に徐々に蓄えられ、植物の健全な生育を促進します。
これらが地力窒素(可給態窒素)となり、炭素とバランスを取りながら、生産力の高い土壌が出来上がって
いきます。これらの微生物が作り出した機能性は人の健康にも大きく貢献します。
畑土の健康は農作物や人の健康にも繋がっており、自然生態系・食物連鎖の中で生物は育まれています。

弊社が発酵肥料を生産していく理由はここにあります。

アミノ酸の吸収が貯蔵養分を増やす。

貯蔵
養分

糖

糖糖

糖
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http://home.intercity.or.jp/users/s/mite/im2/(k)/aki/01/aki102_06.png


【安全・安心・おいしい農産物】【高品質・多収穫】の絶対条件

ブドウ糖 ＞ アンモニア 窒素と炭素の駆け引き

健全生育 (安心・安全・おいしい)

ブドウ糖

窒素

ブドウ糖＞窒素
光
合
成

ブドウ糖

おいしさ

糖度

窒素(肥料)+糖(光合成・天気)＝収穫＋糖度 おいしさ

ブドウ糖
収穫

健全生育 (安心・安全・おいしい)

ブドウ糖

窒素

ブドウ糖＞窒素
光
合
成

ブドウ糖

おいしさ

糖度

窒素(肥料)+糖(光合成・天気)＝収穫＋糖度 おいしさ

ブドウ糖

追肥

大玉
多収穫

不健全生育 (硝酸態窒素)

窒素

ブドウ糖

未消化窒素
(硝酸態窒素等)
まずい
虫・病気の原因

窒素＞ ブドウ糖

窒素 (肥料)+ 糖(光合成・天気)＝収穫+ 未消化窒素

未消化窒素

光
合
成

収穫

植物体内で「窒素」と「ブドウ糖」が結合し

て「タンパク質」となり、これが「収穫物」となり
ます。天候に恵まれ光合成が盛んに行われた
り、アミノ酸の吸収などで「ブドウ糖 ＞ アンモ
ニア」の状況が作られます。

このブドウ糖が多い状況が「糖度が高く」お
いしいということです。

尚且つブドウ糖が多い場合は、追肥すれば
余ったブドウ糖と追肥の窒素が結合し、多収
穫となります。ブドウ糖が沢山ある状況での追
肥が有効となります。

ブドウ糖 +追肥 (窒素)＝多収穫 (大玉)

勿論、追肥もアンモニアよりアミノ酸の方がブ
ド糖の消耗が少なくブドウ糖が多い農作物とな
ります。
悪天気のため光合成でのブドウ糖の生産が
少なかったり、肥料を多く施用しすぎた場合は、
ブドウ糖よりアンモニアや硝酸態窒素が多くな
ります。

窒素同化作用で「ブドウ糖」と「アンモニア」
が結合し、収穫 （タンパク質）はできますが、今
度は窒素が残ってしまいます。

この窒素が「未消化窒素」で、タンパク質に
なりきれなかったアマイド・アンモニア・硝酸態
窒素などで、発ガン物質の亜硝酸を体内で発
生させる原因となります。

この未消化窒素を狙って虫や病原菌がやっ
てきます。未消化窒素の多い植物の朝露には
窒素が含まれ、そこに病原菌が付けば、その
窒素で繁殖するのです。

アンモニア臭がするトイレなどハエや蚊が多
いのも、汗をかいたら蚊やブヨに刺されやすい
のも、害虫はこれらの物質を好むからです。

アンモニア＞ブドウ糖のバランスでは絶対
に安全で、おいしい農作物は収穫できません。
常にブドウ糖が多い、ブドウ糖＞アンモニアの
バランスを作って行くことが大切です。

アミノ酸での吸収はブドウ糖を貯蔵できるので、アミノ酸での吸収をできるだけ図りましょう。
そのために、アンモニアや硝酸態窒素での吸収の化学肥料は使わず、有機質肥料の施用をお勧めします。
しかし、有機質肥料が腐敗分解すればアンモニアが発生するので、腐敗しないように発酵させた有機質肥料 (発酵肥料)
を施用して、アミノ酸の吸収を図ることが大切です。
また、発酵肥料を畑に施用しても、土に腐敗菌が多い状態で、畑で腐敗すればアンモニアや硝酸態窒素が発生します。
土ごと微生物管理し、アミノ酸の吸収を図ることが大切です。窒素成分の供給は、必要な時期に必要量、過不足なく、
アミノ酸での吸収を図っていくことが大切です。そのために微生物管理された発酵肥料（アミノ酸）が重要となります。
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【農産発酵ス-パ-ネイチャ-プラス】

【粉状品】
【有機JAS自信度◎】 発酵有機肥料 NET 20kg /5kg / 1kg

●魚粉主体の発酵肥料
従来の製品と同じ魚粉主体の超熟成完全発酵肥料です。（短期好気発酵・長期嫌気発酵）

●発酵することで、魚粉の良質なアミノ酸の吸収をすすめ、おいしい作物を育てます。

●緩効性の肥料効果を実現。長く効果が持続します。「元肥向き」
従来品の緩効性の肥効を実現するよう、同じような製法（油を取り除かない工程）の魚肥などを採用して
います。また、油が多いと固結の原因となる為、別の緩効加工した魚粉原料を使用し固結を防いでいます。

●微生物的な土壌改良を行い、病害虫の少ない栽培を目指します。
「農産発酵ス－パ－ネイチャ－プラス」はPSBT（バチルス菌と光合成細菌）での一次発酵（好気性）工程
後に、乳酸菌・酵母菌・放線菌・光合成細菌などの有用微生物による二次発酵（嫌気発酵）工程を行い
生産しています。
多様な特性の生きた有用微生物群が多く含まれており、より病害虫の発生しにくい土壌を作っていきます。

＜主な成分の含有量＞ 窒素全量 4.8%  りん酸全量 2.5%  加里全量 0.8%
＜分析成分例＞ 窒素全量 5.1%  りん酸全量 3.5%  加里全量 0.8%

放射能検査（0.5Bq／kg）ND (株)同位体研究所測定
＜使い方＞

【元肥】植え付けの7～10日前に土壌に施用し、良く混ぜ込んでください。
【追肥】植えつけ後1ヵ月頃から、30日毎に株間表層に施用してください。

＜施用の目安＞
【畑 作】元肥 100～200kg 追肥 50～100kgずつ／10a

家庭菜園【花壇・野菜】元肥 100～200g 追肥 50～100gずつ／1㎡
【プランタ－】元肥 30～50g 追肥 10gずつ／65cmプランタ－
【庭木・果樹】枝張りの外側の土の位置に約100～200g程度／1㎡

年に3～4回溝肥してください。
＜アドバイス＞

微生物の活動が旺盛なため、土に施用・耕起し1週間してから定植してください。
ス-パ-ネイチャ-は吸収利用率(一般肥料の150～200%)が高いので、施肥量を守ってください。
ス－パ－ネイチャ－は生きている微生物が多数含まれ活動しています。密閉し、嫌気状態にする
ことで、乳酸菌などの嫌気性菌を優勢にして品質保全しています。空気が入ると好気性菌が一気に
活動を始めます。保存は空気を抜いて必ず密閉してください。
使い残りの保存は空気を押し出し、口を折り曲げ、紐で縛って密閉補完してください。
穴などはテ-プで密閉してください。ネズミなどが噛まないように大型容器に入れて保管ください。
食味向上などを狙って魚粉中心の内容となっております。
獣害の対策として全層施用で、鋤き込めば問題がなくなります。
特殊肥料 兵特肥第1297号

有機栄養 PSBT発酵→嫌気発酵特別推奨品
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有機栄養
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畑作 追肥

※粉が少なくなる工夫を
しています。

特別推奨品

【農産発酵こつぶっこ】『即効性・追肥』

【有機JAS自信度◎】 ペレット状 発酵有機肥料 NET 20kg / 5kg / 1kg

●魚粉主体の完全有機発酵肥料です。 【発酵有機】
●水に溶けてすばやく吸収されます。 【即 効 性】
●良質なアミノ酸の吸収で「おいしく」なります。 【食味向上】
●即効性なのに、根に優しい追肥に向く肥料です。 【追肥向き】
●粒状で撒きやすく、土の表面にパラパラ施用してください 【 粒 状 】
●即効性が「水田抑草対策」にも役立ちます。 【水田抑草】

＜保証成分量(%)＞ 窒素全量5.5   りん酸全量3.5   加里全量1.5
＜分析成分量(%)＞ 窒素全量6.0  りん酸全量4.2   加里全量2.0

＜使い方＞
【元肥】植え付けの7～10日前に畑や花壇全体に施用し良く混ぜ込んでください。
【追肥】植えつけ後1ヵ月頃から、30日毎に株間に施用してください。

＜施用の目安＞10aあたり

農 業【 水 田 】元肥 60kg(抑草対策)
追肥 20～40kg

【 畑 作 】元肥 200～250kg
追肥 50～100kgずつ

【温州みかん】春肥 120～200kg
秋肥 120～200kg

家庭菜園【花壇・野菜】元肥 200～250g
追肥 50～100gずつ／1㎡

【プランタ－】元肥 30～50g
追肥 10gずつ／65cmプランタ－

【庭木・果樹】枝張りの外側の土の位置に約100～200g程度／1㎡
年に3～4回溝肥してください。

※「農産発酵こつぶっこ」による水田抑草対策は有機発酵肥料の分解特性と水田の水管理に
よる農業技術です。除草抑草剤が含まれるわけではありません。

＜アドバイス＞
施用後に水をまいてください。微生物の働きで魚臭は瞬時に消え、鳥獣被害も少なくなり、
すぐに肥料が効き出します。ご家庭の花壇でも問題ありません。植物の様子を観察して時々追肥ください。

※水田抑草対策につきましては

パンフレットがございます。
ご参考にしてください。
パンフレットは大和肥料ホ－ムペ－ジ
の冊子一覧から
http://www.daiwa-ism.com/pdf/46.pdf
またはお申し付けください。

※こつぶっこに群がる小松菜の根 混合有機質肥料 兵庫県肥料登録1548号
－31－

水田抑草+元肥 追肥



発酵肥料【農産発酵こつぶっこ】による 水田抑草対策
安心・安全・美味しいお米づくり

1. 田植えをしてから直後に【農産発酵こつぶっこ】を施用する 60kg／10a 

「強還元層」を作るには、田植えをして7日～10日間の水管理が勝負！！
上記の期間は毎日水田に行き「溜水管理」をしっかり行う。

酸素

深植する
こつぶっこ

2.【農産発酵こつぶっこ】で強還元層を作る

酸欠
5cm以下にならない様に
水管理を徹底して行う。

強還元層

水管理は減った分だけ、そっと継ぎ足す水管理を行い、プ－ルの様に
「溜水管理」を行う。「こつぶっこ」の分解で水中の酸素が消耗し、
酸欠を起すことで「強還元層」ができあがります。
雑草種子の大半は土の表層5～10mmから発芽するため、「強還元層」

ができれば雑草は発芽できなく、もし発芽しても根が障害を受けるため
生育できない。稲の根は「強還元層」の下にあるので影響は受けない。
強還元層は雑草を抑草したのちは、良質な肥料として稲を育てます。

①こつぶっこ施用

②つぶっこ分解

③水が濁る。（酸欠）

④濁りが持続。ほぼ成功
強還元層の形成

⑤草が生えていない。

「PSBT発酵粒状油粕」で

も、水田抑草対策が可能
です。施用量は 40kg／
10a程度です。
詳しくはお尋ねください。
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「原理」 雑草の葉から株元に「食酢希釈液」を満遍なく散布し、付着させ、強い酸度で雑草に濃度障害

を起こさせ、ダメ－ジを与えて生育を遅らせる。稲に影響が出ない濃度や散布方法を行い、
選択的に除草する方法。雑草は根まで枯れないので再生する。2～3回の散布で雑草にダメ－ジ
を与え、生育を抑え込む。

「方法」 ※酸度2.0～2.5になるように希釈して散布する。

✻市販の食酢(酸度4.2%)・・・・ 2倍に希釈する。
✻業務用(酸度1０%)・・・・・・ 4～5倍希釈する。
✻高濃度タイプ(酸度15%)・・・・7倍前後に希釈する。

※希釈する水の温度は高い方が効果が出やすい。
※雑草の葉から株元に(地際まで)、食酢がしっかり付着するように散布する。(展着剤は不用)
※ノズルはドリフトの少ない広角霧ナシタイプを使用し、散布液が垂れない程度に充分散布する。

微細の霧までなると、濃度障害の効果が落ちるので、やや大きめの水滴が良い。

※日中の暑い時期に散布し、葉についた食酢を蒸散させて、濃度を高めると効果が出やすい。
※気温が高く、湿度が低いく、晴天で微風の天候の方が効果が出やすい。
※落水して、雑草の水分を減らした方が効果がでやすい。(落水は結構しっかり行う方が良い)

「利点」 ※有機栽培で使用できる。 ※雑草が発生した後で対処できる。
※適応草種が多い。 ※稲(イネ科)との選択的防除が可能。

「適応雑草」

食酢除草について 技術提供 佐々木農業研究会
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「注意点」 ※稲が大きくなると、食酢が雑草にうまくかからないケ－スが見られる。
※強風の時は、散布液が流れ、稲に付着すると、雑草への食酢の付着量が減る事がある。
散布位置を低くし、雑草に良くかかる様にする。

※稲に圧をかけて散布すると葉が白化する。
※稲の出穂期から開花期の散布は障害が発生するため、出穂始めから開花終了までは散布
しない。

※作用は地上部に限る。根まで枯らしているわけでは無いので再生する。
※食酢処理をすると、草の大きさが小さくなる。
※葉が再生したら、樹勢が回復しないうちに再散布する。(葉で光合成をさせない)
※タデ等の太い雑草は、再生が速い。
※稲の登熟がある程度進むと、圧をかけて散布しないかぎり障害はほとんど出ない。
※炭水化物やアミノ酸が多い食酢は効果が低い。
※散布の機械が腐食することがあるので、使用後は洗浄する。
※作業者の健康のため長時間の散布は避けて、風向きなど周辺に注意して散布してください。
※各自で試して、確証の元でご使用ください。

「条件」 ①晴天で気温が25℃を上回る午前10時から午後2時あたりで使用する。(湿度の低い時間帯を狙う)
朝夕の湿度の高い時は、散布後の食酢の濃度が上がらず濃度障害が起きない。
気温が高いほど、散布後の食酢が乾き濃度障害が出やすくなる。(微風条件が良い)

②食酢が対象植物に良くかかるように散布し、液が落ちない程度に最大限雑草に付着させる
ようにする。(こぼれ落ちた食酢は、濃度障害を起こすことは出来ない。)

③食酢の濃度を高めるため、雑草が根から水を多く吸収できないよう落水状態で散布する。
落水は結構しっかり行う方が良い。

「濃度障害 食酢」

■ 20L ■酸度13.41 ■有機JAS確認中

＊5倍程度に希釈して、葉に付着するように満遍なく散布ください。
＊良く晴れた日中に散布してください。
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【農産発酵プロバイオ・リキッド】
『PSBT発酵有機アミノ酸液肥』

有機栄養 有機物分解
【有機JAS自信度◎】 液体状 特殊肥料

NET20Kg
含有成分量)(%) 窒素全量 5.0%

低分子化した有機液肥は吸収利用率が高く、
10日程度で大きな差が現れます。

（含有アミノ酸）
リジン、バリン、アラニン、グリシン、ヒスチジン、ア
ルギニン、フェニルアラニン、プロリン、チロシン、
ロイシン、イソロイシン、メチオニン、グルタミン酸、
セリン、スレオニン、アスパラギン酸、トリプトファン、
シスチン

◆ゼラチンを有用微生物群で発酵させた低分子アミノ酸有機発酵液体肥料です。
◆グリシン、グルタミン酸、プロリン、アラニン、アルギニン、アスパラギン酸など良質なアミノ酸

が豊富に含まれます。
◆乳酸菌・酵母菌・放線菌・光合成細菌・発酵系糸状菌などを活用して、長期間熟成発酵させています。
◆PSBT(バチルス菌サブチルス・バチルス菌チュ－リンゲシス・光合成細菌)を活用して好気発酵し、

分解特性や予防特性などの機能性を持たせました。
◆ 低分子化された良質なアミノ酸と有用微生物の同時の供給は、アミノ酸の吸収を促し、農作物の

生育を促進し、品質収量の向上いたします。
◆微生物活性により、有機物の分解が進みます。

＊芝のサッチ層の分解 ＊稲わらの分解 ＊緑肥の鋤き込み
◆低分子化されていますので流れやすく、利用しやすい有機液肥です。
◆ 低分子化した有機液肥は水田への流し込みによる抑草対策など、多用途利用の可能性が

あります。今後、試験研究を進めていきます。

■含有成分量(%)  窒素全量 5.0％

■施用目的 育苗・定植活着・生育促進・肥大促進・ナリヅカレ防止・品質向上・寒害防止

■施用方法 ハウス・トンネル 200～500倍（灌水施肥・散水施肥 7～10日毎に）
露地栽培 100～500倍（灌水施肥・散水施肥 7～10日毎に）
葉面散布 1000倍（7～10日毎に3～4回散布）
水稲育苗 16g(約N0.8g)／箱あたり

育苗期間中 7～10日毎に施用(使い安い倍率に希釈してください)
稲わら分解 10a当たり20kg 稲わら、稲株に噴霧して鋤きこむ。

芝管理 500～1000倍希釈 散布水量0.5～1リットル／1㎡
サッチ層の分解
葉面散布・潅水量利用 月1～3回散布

特別推奨品
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プロバイオリキッド流し込みによる「水田抑草試験研究」
試験研究圃場 大分県中津市 宗像農園 宗像正光氏

2021年6月20日田植え／23日液肥流し込み

7月8日 田植えから18日後の写真

●水田の水は令和3年7月15日（田植えより23日後）も濁っており、雑草は抑草できています。
特に気になる匂いもなかった。水の濁りが1か月持続して水田抑草は成功しました。
寒い地域ではこつぶっことの併用が効果的かもしれません。
こつぶっこで抑草対策して、濁りが悪い場合はプロバイオの20ℓの流し込みが有効と思われます。
また、収穫後の稲わら分解に、藁に液肥を噴霧し、吸着させて鋤きこみました。
バチルス菌を増殖しているため藁の分解を試験しています。
元肥、追肥とも液肥の流し込みで栽培してみたが、
流亡した部分があったと考えられ、収量は少し減りました。
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【PSBT発酵粒状油粕】

【有機JAS自信度◎】 ペレット状 発酵有機肥料 NET 20kg

●PSBT微生物資材（バチルス菌＆光合成細菌）で非遺伝子組み換えの植物粕を
好気発酵させ、バチルス菌などを増殖させたペレット状の有機質肥料です。

●バチルス菌は納豆菌の仲間で、有機物の分解特性があります。
増殖力が大変強く、土壌に施用すれば有機物を分解しながら増殖して行きます。
落葉や堆肥、藁などの腐熟化を進め、有機肥料のタンパク質などの可溶化を促進し、
タンパク質からアミノ酸を生成し、植物へと有効な形で栄養を供給いたします。

●バチルス菌は抗菌物質を生成し、植物にとって有害なカビの繁殖を抑制します。
最近の研究では線虫の抑制にも効果があるとの発表もあります。

●バチルス菌を増殖した有機肥料なので、有機栄養を基に土壌でさらに増殖し、
害虫の少ない土づくりを進めます。

●バチルス菌や光合成細菌の増殖により、土壌の団粒化が促進されます。

●水田抑草対策としても使えます。施用量は40～50kg／10a程度です。
詳しくはお尋ねください。

●バチルス菌は稲藁、稲株の分解特性があります。40～50kg／10a程度施用して
荒く鋤き込むことによって、春までに分解を進め、コナギなど雑草の発生を減らします。

※PSBTはPSB(光合成細菌)とBT(バチルス菌)の造語です。姉妹品の微生物培養液（PSBT）があります。

有機栄養 水田抑草+元肥 水田畑作追肥

有機物分解 病害虫の少ない土づくり

大和肥料株式会
社

PSBT

有機質肥料

バチルス菌と光合成細菌 兵特肥第1288号
窒 素 全 量 8.0%未満
りん酸 全量 3.0%未満
加 里 全 量 1.0%未満
炭素窒素比 4

粉が少ないペレット

特別推奨品

水田秋処理
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コロナ禍で、原料が高騰して
しまいました。ご了承ください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Groene_savooiekool_schade_van_kooluil_(Mamestra_brassicae_damage).jpg
http://www.sc-engei.co.jp/navi/image/g11_10k.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kooluil_Mamestra_brassicae_op_boerenkool_(Curly_kale).jpg


【農産発酵おひさま凝縮粉末】

【有機JAS自信度◎】 粉状 特殊肥料 NET 20kg / 5kg / 1kg

●海藻を特殊発酵させた肥料です。 【発酵海藻】
●甘みとコクのあるおいしい農作物を育てます。 【甘みとコク】
●作物体に残っている硝酸イオン【未消化窒素】の消化を促します。 【安心安全】
●未消化窒素が消化し、病害虫を軽減し、有機栽培が可能となりす。 【無農薬有機栽培】
●なり疲れや樹勢回復に効果があります。 【樹勢回復】
●作物体中のCNバランス調節に使え、品質向上や増収を意のままに。【農業の可能性を広げる】

＜分析成分例(%)＞ 窒素全量 1.30 りん酸全量 1.70 加里全量 5.27

炭水化物・多 糖 類 （フコイダン・アルギン酸・ラミナミン・マンニットetc.）
ミネラル・微量要素（ヨウ素、鉄、マンガン、亜鉛、モリブデン・銅etc.）
アミノ酸 （アルギニン・ロイシン・プロリン・リジン・アラニン・バリンetc.）
植物成長ホルモン （サイトカイニン・オ-キシン・ジベレリンetc.）

＜使い方＞

葉菜類、果菜類、花、花木、果樹、水稲などあらゆる作物の
元肥・追肥に。

＜施用の目安＞

農 業【水 稲】 増収、品質食味向上 元肥または追肥 80～120kg／10a
【畑作・果樹】旨味増大、安全野菜 元肥または追肥 80～120kg／10a

家庭菜園【花壇・野菜】品質向上、旨味増大 元肥または追肥 80～120g ／1㎡
【プランタ－】品質向上、旨味増大 元肥または追肥 20～30g／65cmプランタ－
【庭木・果樹】枝張りの外側の土の位置に約80～120g程度／1㎡

＜アドバイス＞

「おひさま凝縮粉末」は硝酸イオンを半減させ、
甘みやコクあるおいしい農作物を作ります。
また、植物に元気がない時や日照不足の時にも
追肥すれば新芽が出て元気になります。
キュウリや秋ナスなど収穫を延長したい時、ハ
ンギングの花の切戻しの前などにも。(2週前に)
農作物へ糖の吸収を図るため、品質向上、無農薬
有機栽培、増収、悪天候からの回復など農業の幅
を広げる資材です。上手にご利用ください。
有機農業支援技術集P22～25を参照ください。

特殊肥料 兵特肥第1212号

おいしさ追求

 

OHISAMA
GYOSYUKU
MEAL

安心・安全・おいしい

ブドウ糖

窒素
収穫

ブドウ糖＞窒素

OHISAMA

GYOSYUKU
MEAL

おひさま凝縮パワ－

光
合
成

ブドウ糖

糖 度

おいしさ

硝酸イオン消化特別推奨品
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おいしさ追求!! おすすめ。
実績紹介
イチゴ24度、イチヂク24度(平均糖度20度)、
スイカ15度、ナシ15.8度など。



BOTANICAL
ORGANIC

【ボタニカル有機】
Net-20kg （全植物性有機肥料）

●放射能検査（0.5Bq／kg） ND （株）同位体研究所測定
●NON-GMO非遺伝子組み換え植物（マメ科植物種子主体）
●高蛋白質成分です。
●顆粒状
●サポニンが13%程度含有されています。
●水溶性食物繊維、多糖類が豊富に含まれています。【炭素供給】
●水溶性多糖類を活かす為に、微生物発酵酵素を利用しています。
●水溶性多糖類の根からの吸収で、農作物の生育を優位に導き、
光合成を補いCNバランスを整えます。

●水溶性多糖類の吸収で、品質収量に好影響が期待できます。

■ボタニカルブレンド 窒素全量6.0 りん酸全量4.0 加里全量 3.0  
く溶性苦土1.0

■ボタニカル有機 窒素全量8.0 りん酸全量1.0 加里全量 1.0

－39－

水溶性多糖類、サポニンが多く含有されているので、水田抑草対策に実験研究を行っています。

有機栄養 元肥 追肥

有機JAS自信度 ◎

https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=105181&ct=6&sw=


【種まき専用培養土】

【有機JAS自信度◎】
セルトレイ適応（細目）

●NET-50L

●1000L（フレコンバック対応）
受注生産します。

＊時間の余裕をもってご注文ください。
＊輸送手段をご検討ください。
＊フレコン対応では無肥料の培養土
も作ります。くわしくはお尋ねください。

●厳選した安全・安心の原材料で製造しています。
●農薬・化学肥料・化学物質・遺伝子組換えは一切使用していません。
●保水性・透水性・吸水性・通気性・保肥力(CEC)が高いので、栽培が容易です。
●元肥や微量要素を配合していますので、そのまま種まきをしてください。
●育苗期間の長い作物は生育に合わせて有機液肥にて追肥してください。
●おいしくなる成分を配合しています。
●土全体を有用微生物によって発酵させていますので、悪玉菌の繁殖がありません。
●作物の生育に必要な有用波動を有しており、元気な苗が作れます。
●界面活性剤を使用せず、吸水性の高い原料を使用して、撥水を防いでいます。
●密閉して保管ください。乾燥や好気性菌の繁殖(菌糸の発生)は撥水を促します。
●潅水してから播種・定植してください。
●水持ちが良いので、水管理が容易です。
●細かめに作っています。連結ポット使用可能。
●肥料は窒素成分では150mg／1Lしか入っていません。発芽後、育苗していくには液肥などで

追肥してください。

種まき培養土

種まき専用
培 養 土

種まき専用培養土

適用植物名 葉菜類、果菜類、草花全般、etc.

充填時容量 50リットル
主な配合原料 ココソイル LOW-EC、バ－ミキュライト、パーライト、ゼオライト、竹炭パウダ－、

各種有機質肥料、各種ミネラル（天然鉱石粉末）、有用微生物etc.

肥料配合の有無 有(即効性、緩効性有機質発酵肥料)
配合肥料の成分量 N150mg P300mg K200mg／リットル（計算値）

PH 製造時 5.0～6.0
EC 製造時 0.46 ms/cm(25℃)

■推奨液肥
農産発酵プロバイオ・リキッド
有機JAS◎ 有用微生物発酵有機液肥 参照 P35

※育苗期間の長い作物は上記の液肥で養分を補ってください。
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NET-50リットル

特別推奨品

主原料のス－パ－
ココがコロナ禍の影
響で輸入されなく、
代替原料のココソイ
ルLOW-ECを使用し
て生産します。



育苗専用培養土

適用植物名 葉菜類、果菜類、草花全般、etc.

充填時容量 50リットル

主な配合原料 ココソイルLOW-EC、バ--ミキュライト、パーライト、ゼオライト、竹パウダ－、
各種有機質肥料、各種ミネラル（天然鉱石粉末）、有用微生物etc.

肥料配合の有無 有（即効性、緩効性有機質発酵肥料）

配合肥料の成分 N250mg P500mg K340mg／リットル（計算値）
PH 製造時 5.0～6.0
EC 製造時 0.46 ms/cm(25℃)

●厳選した安全・安心の原材料で製造しています。
●農薬・化学肥料・化学物質・遺伝子組換えは一切使用していません。
●保水性・透水性・吸水性・通気性・保肥力(CEC)が高いので、栽培が容易です。
●元肥や微量要素を配合していますので、そのまま苗を植えてください。
●育苗期間の長い作物は生育に合わせて有機液肥で追肥してください。
●おいしくなる成分を配合しています。
●土全体を有用微生物によって発酵させていますので、悪玉菌の繁殖がありません。
●作物の生育に必要な有用波動を有しており、元気な苗が作れます。
●界面活性剤を使用せず、吸水性の高い原料を使用して、撥水を防いでいます。
●密閉して保管ください。乾燥や好気性菌の繁殖(菌糸の発生)は撥水を促します。
●潅水してから播種・定植してください。
●肥料は窒素成分では250mg／1Lしか入っていません。育苗期間が長い作物は液肥などで

追肥してください。

育苗専用
培養土

NET-50リットル

【育苗専用培養土】

育苗専用培養土
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【有機JAS自信度◎】
セルトレイ適応（細目）

●NET-50L

●1000L（フレコンバック対応）
受注生産します。
＊時間の余裕をもってご注文ください。
＊輸送手段をご検討ください。
＊フレコン対応では無肥料も
対応します。くわしくはお尋ね
ください。

■推奨液肥
農産発酵プロバイオ・リキッド
有機JAS◎ 有用微生物発酵有機液肥 参照 P35

※育苗期間の長い作物は上記の液肥で養分を補ってください。

特別推奨品

主原料のス－パ－
ココがコロナ禍の影
響で輸入されなく、
代替原料のココソイ
ルLOW-ECを使用し
て生産します。

苗半作 育苗がとても重要です。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1271jqdmh/EXP=1315367750;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUnczOEhPMlRpYkVtak40NFM1SXJ5eWw0QzhZN1RtNmRmSkhYX292clFJb1F4V09oSW9iZHhkbHJJBHADNlllTzZJLmM2SXVYBHBvcwM0MTgEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/saijo-ryokka.com/pic-labo/llimg/DSC_0818.jpg


【農産有機水稲育苗軽量培養土】

【有機JAS自信度◎】 ポット適合 ※箱数は詰め方によって増減いたします。

■肥料入り 約 80ℓ 苗箱 約 20箱分 ／（箱4ℓ換算）
■肥料入り 約1000ℓ 苗箱 約 250箱分／（箱4ℓ換算） フレコンバック再利用
■肥料なし 約1000ℓ 苗箱 約 250箱分／（箱4ℓ換算） フレコンバック再利用
※ポット育苗 約 80ℓ ポット 約 50箱分／（箱1.6ℓ換算）

約1000ℓ ポット 約625箱分／（箱1.6ℓ換算） フレコンバック再利用

水稲育苗培養土

●化学肥料や農薬など化学物質を一切含まない水稲育苗培養土です。
●保水性を向上しながら、透水性を高めていますので、土が流れにくくなっています。
●カサを高め、一袋で多くの箱が利用でき、1箱あたりのコストを軽減しました。
●比重が軽く、作業が楽ですが、吸水性が高く、水を含むと安定します。
●水持ちが良いため水管理が楽です。
●機械利用の場合、ホッパーの出口を調節すれば機械に適合します。
●ケイ酸や鉄分、各種鉱物ミネラル微量要素を配合しています。
●ポット育苗にも使えます。
●粒状培養土を覆土に使用すれば、水に流れたり、風に飛ばされにくく便利です。
●育苗期間中に必要な有機栄養分を配合しています。 N3g P3g K2.2g／苗箱あたり

苗半作！
※フレコンの場合はカサが高く、送料が別途必要となる場合があります。トラック単位の持ち込みが経済的です。
※20kg製品は弊社運送規定となり、1万円以上で送料弊社負担です。

■肥料成分について
育苗期間に必要な肥料成分を軽量培土に含有させておりますが、育苗の状況に応じて、液肥等で補ってください。
下記に弊社液肥の参考施肥量を載せておりますのでご確認ください。
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＜ご注意＞
●この培養土は乳酸菌などの有用菌による嫌気発酵により、
雑菌の繁殖を抑え、品質を保全しています。
開封後、好気条件で放置しますと好気発酵が始まり、微生物
菌糸の影響で撥水し、吸水性や排水性が損なわれるなどの
不具合が発生いたします。
開封後は直ぐに苗箱に施用いただき、しっかり散水ください。
播種後にもしっかり散水して、培養土に水分をしっかり吸着
してください。水分をしっかり吸収することで、物理的にも、
微生物的にも、生育もしっかり安定します。

●また、播種後に段積みでの苗箱の保管はしないでください。
培養土の温度の上昇があり、苗の生育に悪影響がある場合
があります。

●種籾微生物消毒剤は微生物の繁殖に影響を与え、発芽に影
響を与えることがありました。ご注意ください。

農産有機水稲育苗軽量培養土

＜試験結果・感想＞
・潅水は撥水せずに浸透しました。
・軽量なので持ち運び等の取り扱いが楽だった。
・カサが高い分、箱数がたくさん取れるため、コスト的にも納

得です。
・苗は、例年通り元気な苗ができた。
・ポット育苗も元気な苗ができた。

覆土

無肥料粒状培養土
【有機JAS自信度 ◎】
■20kg 約20L
■20箱分（箱1ℓ／1kg換算）
■肥料の無い粒状培養土です。
覆土に使えば、重みで軽量倍土を抑
えるため、土が流れない。

追肥①

農産発酵プロバイオ・リキッド
【有機JAS自信度◎】

■発酵アミノ酸有機液肥
■窒素全量5.0%

16cc／箱(1回の施用量)
育苗期間中 7～10日毎に施用

(使い安い倍率で)

特別推奨品

茎の太い良い苗ができた。

受注生産
水稲培養土は生産してすぐの物をお届けするようにしています。そのため、使用日時をお知らせいただいたうえで、
前もってご予約をお願いいたします。基本的に余分な在庫は持たないようにしています。「計画生産」

粒状培養土を配合し、重さを調節しています。
2mmの培養土と粉砕工程を経て生産し、機械
対応できるよう努力しています。
ココソイルLOIW-ECを代替原料にしています。



【ニ－ムケ－キパウダ－】
【ニ－ムケ－キペレット】

特殊肥料輸入届出書 兵特輸肥第１２５号

【畑作専用】 粉 状 【有機JAS自信度○】 NET 20kg / 5kg / 1kg 
【水田専用】 ペレット 【有機JAS自信度○】 NET 20kg 

●人畜無害のハ-ブ(植物種子)肥料です。 【人畜無害】
●有効菌による硝酸化成抑制効果があります。 【硝酸化成抑制】
●無農薬有機栽培への土づくり （予防効果） 【安心育土】
●抵抗力のある元気な農作物を作ります。 【元気抵抗力】
●効果が持続し、長い期間元気な植物を保ちます。 【遅効性持続性】
●肥料成分を含有しております。
●有効成分のアザディラクチンが1200ppm程度の最高濃度製品です。

＜含有成分量（%)＞ 窒素全量6.3%程度 りん酸全量0.9～1.2% 加里全量2.2～2.6%
アザディラクチン 1200ppm程度

＜使い方＞

【畑作元肥】植付けの7～10日前に根の位置に局所施用してください。
【畑作追肥】効果を持続させるために、20～30日毎に追肥する。株元(根の位置)に施用。

＜施用の目安＞

【 畑作 】元肥60～100kg／10a 追肥20kgずつ／10a
【 稲作 】ペレットを動噴などで畔から追肥施用 (出穂15～25日前)20kgずつ／10a

黒い点が無いきれいな米が収穫できます。

【花壇野菜】【プランタ－】果菜類 株元への施用(表層施用) 100～150g
【庭木果樹】枝張りの外側の土の位置に約500g程度／1株

年に3～4回溝肥してください。

＜アドバイス＞
植えつける根元付近に施用量を守って施用してください。
また、植えつけてからは1ヶ月毎に株元に追肥してください。
遅効性の為予防対策として使用します。
畑作は粉状、水田はペレット施用が効果的です。
抵抗力のある元気な農作物を作ります。
一度に多く施用すると(120kg以上／10a)、
植物の生殖成長にも影響を与える可能性があります。
鳥や益虫には影響がありません。
予防ができる肥料です。

土壌環境改善

－43－

Power Up!! 1200ppm



【椿油粕】『即効性』

【有機JAS自信度○】 粉末状 ペレット NET20kg /5kg(粉状) / 1kg(粉状)

●人畜無害のハ-ブ(植物種子)肥料です。 【人 畜 無 害】
●朝鮮人参の成分で有名な滋養強壮成分のサポニンが含まれます。 【滋養強壮】
●サポニンはシャボンの語源で、天然の界面活性力があります。 【界面活性力】
●このサポニンの泡立つ界面活性力が農業に活用できます。 【農業利用】
●無農薬有機栽培への土づくり。 【安心育土】
●抵抗力ある元気な農作物を作ります。 【元気抵抗力】
●椿油粕の有効成分は水溶性で即効的な効果があります。 【即 効 性】
●椿サポニンには毒性がなく、健康サプリとして利用されています。

＜使い方＞

【元肥】植え付けの7～10日前に畑や花壇全体に施用し、
良く混ぜ込んでください。

【追肥】土の表層へ施用したっぷり潅水してください。

＜施用の目安＞

農 業【 水 田 】水のある時に20kg／10a
【 畑 作 】元肥・追肥 100～200kg／10a

家庭菜園【花壇・野菜】元肥・追肥 100～200g ／1㎡
【プランタ－】元肥・追肥 20～50g ／65cmプランタ－
【庭木・果樹】枝張りの外側の土の位置に約100～200g程度／1㎡

年に3～4回溝肥してください。
＜アドバイス＞

サポニンは水溶性のため、畑作で早く効かせたい場合は、椿油粕を
施用してたっぷり潅水してください。
毎回施用していけば、土壌病害虫が徐々に減少し抵抗力ある元気な
農作物が栽培できます。
即効性を期待される場合、10Lの水に30gの椿油粕を入れて(300倍)、
上澄液(浸出液肥)をジョロや噴霧器でかけてください。
水田など水が豊富にある場所への椿油粕の施用は、サポニンが容易に
溶け出し、20Kg／10aの少量でも界面活性力で、魚類、おたまじゃくし、
タニシ、ゾウムシなどの水生動物、水生小動物のエラや呼吸器官に入込み、
窒息死させる場合があります。河川へ流出しないようご注意ください。
使用自粛を求められるケ－スがあります。サプリメントやスキンケア、椿シャンプ－に昔から活用されて
きたサポニンは天然の界面活性力があり、毒性は無く直ぐに分解されます。

＜分析成分量(%)＞ 窒素全量1.21 りん酸全量0.33 加里全量0.97 CN比38

特殊肥料輸入届出書 通産受理番号81号 (大阪府)
輸入事情により番号が変更なる場合があります。

※椿油粕より抽出した椿サポニンは本冊子のP.82 に記載しています。

土壌環境改
善

土壌環境改善

安心安全・有機栽培
Camellia Oily Meal

椿油粕
大和肥料株式会社
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【圧搾胡麻粕一番搾り】 『安心油粕』 愛知県第1660号 粉状 NET-20kg 

【有機JAS自信度◎】 保証成分量(%)  窒素全量6.5 りん酸全量2.2   加里全量 1.0

ごまは昔から健康食品として重宝されるなど、カルシウム、マグネシウム
などのミネラルや良質なアミノ酸、ビタミンE、アントシアニン、セサミンで
有名な抗酸化物質のゴマリグナンなどが含まれ肥料としても優れ物です。
ごまは世界中で遺伝子組換の心配がない植物質肥料です。

【カニガラ粉末】 インドネシア産 ※内容が変更になる場合がございます。

荒目 輸入原袋 ＰＰ袋 NET-20kg 標準施用量 120～200kg／10a
【有機JAS自信度〇】 保証成分量(%) 窒素全量 3.0  りん酸全量 2.0

●カニガラはキチン質を含んでおり、土壌に施用すればキチン質を分解する微生物が増殖します。
●フザリウムやリゾクトニアなどの病原菌の細胞壁はキチン質でできており、カニガラの施用で
キチン分解菌が増え、病原菌が住めない土壌環境を作ります。（キチナ－ゼ活性）

●カニガラはアスタキサンという色素も含有しており、色艶を良くします。

＜フザリウム・リゾクトニアに起因する病気＞

ソラマメ立枯病、ジャガイモ乾腐病・黒あざ病、ラッキョ乾腐病、つる割病、ミツバ株枯病、
ナガイモ褐色腐敗病、アスパラガス立枯病、黒はん病、タマネギ乾腐病、ネギ萎ちょう病、
キャベツ萎黄病、キュウリつる割病、イチゴ萎黄病・芽枯病、レタス根腐病、稲苗立枯病、
トマト萎ちょう病、ナス半枯根腐萎ちょう病、ゴボウ萎ちょう病、立枯病、ダイコン萎黄病・
横縞病、トウガラシ萎ちょう病、スイ－トコ－ン苗立枯病、サトイモ乾腐病、インゲン根腐病、
こんにゃく乾腐病、タバコ腰折病、カ－ネ－ション立枯病・萎ちょう病・葉茎腐病、白絹病
ハクサイ根こぶ病、サツマイモつる割病、エンドウ根腐病、シュンギク萎ちょう病、
コカブ根こぶ病、ホウレン草萎ちょう病、メロンつる割病、レンコン腐敗病、ショウガ立枯病
スイカ急性萎ちょう病etc.

【安心魚肥・即緩配合】
【有機JAS自信度◎】粉状 NET20kg 
指定配合肥料
保証成分量(%)  窒素全量6.0 りん酸全量 3.5 （加里全量 1.5－分析計算値%）

●骨が少なく、ボカシ作りにも最適です。 ●即効性と緩効性の魚肥をバランス良く配合しています。
●ガスの発生はありません。●酸化防止剤等は使用していません。
●糖質が多いため、有用な微生物の繁殖が旺盛で、本品のみで良質のボカシ肥料が作れます。

■アドバイス
＊お茶には秋肥20袋、春肥20袋／10aで栽培しており、良質なお茶で評価されている。
＊花へはガスの発生がないため安心して使用できる。＊甘いイチゴができ評価されている。

■安心魚肥でのボカシ肥料の簡単作り方
安心魚肥 20kg(40リットル)+ ＥＭ活性液( 5リットル)を混合し、密閉包装する。
20℃以上で30日(積算温度600℃)以上嫌気発酵させる。

通常の魚粉はボイルした魚荒から水分と油分を遠心分離器で取り除き加熱乾燥いたします。水分と油分を取り除く
と歩留りが15%程度の為、コスト高になっているのが魚粉です。この魚肥は魚粉の生産効率を上げるため、ボイルし
た魚荒に脱脂米ぬかを少量混合し、魚の油分を吸着させ乾燥した魚肥の2種混合品です。生産効率が向上し、比
較的低コストに生産されています。

単 肥
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【カツオ魚荒粕8.0-8.0】（粗粉状）
【有機JAS自信度 ? 】粗粉状 輸入原袋 NET-20kg
カツオ魚かす粉末 インドネシア産 （輸入物なので検疫上燻蒸を行っています）
保証成分量(%)  窒素全量8.0  りん酸全量8.0
＊荒目の魚粉です。粉・粕・骨が含まれます。
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緑肥の鋤きみに

魚粉について

魚粉は水揚げ量の減少により、世界的に高騰し、高値を維持しています。食糧以外では養魚用魚粉、飼料用魚粉の消費量が多く、
肥料用魚粉の生産が厳しくなっており、生産が減少しています
ご入用の場合は早めにお知らせください。時期によってはお渡しできない場合がございます。ご入用の際は前もってご相談ください。

【発酵魚肥】（wetタイプ粉状） 近日販売予定

【有機JAS自信度◎ 】粉状 NET-20kg 副産動植物質肥料

保証成分量(%) 窒素全量4.0 リン酸全量3.0
分析成分量(%) 窒素全量4.6  りん酸全量3.3

●細かく粉砕した鰹だし粕を乳酸菌、酵母菌、放線菌、発酵系糸状菌、光合成細菌にて長期熟成嫌気発酵
させています。

●熟成発酵させた100%魚肥なので、アミノ酸、酵素、補酵素、ビタミン、核酸などが豊富に含まれます。
●食味を問われる果樹や果菜類にご利用ください。
●米糠や骨粉を混合して、加水すれば発酵肥料が簡易に作れます。

【農産発酵ス－パ－ネイチャ－イ－ジ－】
SN-easy 近日販売予定

【有機JAS自信度◎】粉状 NET-20kg 施用者委託配合

分析成分量(%) 窒素全量3.6   りん酸全量4.2   加里全量1.1

●魚粉と米ぬかを主体とした発酵肥料です。
●乳酸菌、酵母菌、放線菌、発酵系糸状菌、光合成細菌にて長期熟成嫌気発酵させています。
●熟成発酵させた100%有機肥料なので、アミノ酸、酵素、補酵素、ビタミン、核酸などが豊富に含まれます。
●食味を問われる果樹や果菜類にご利用ください。
●米糠や骨粉を混合して、加水しれば発酵肥料が簡易に作れます。
●魚粉の未了資源の肥料化に挑戦しています。



【リサイクル発酵肥料】

【有機JAS自信度×】 粉状 発酵有機肥料 施用者委託配合 NET 20kg

●弊社の肥料工場は有機質肥料を主に生産しています。原料の魚粉や骨粉や油粕などの有機質肥料には細かい
粉塵が含まれ、工場の衛生管理の為に集塵機を利用して肥料の粉塵を回収しています。
この粉塵のことを昔から「荷粉」と呼んでいます。

●昔から弊社に近しい農家さんが「荷粉」が欲しいと取りに来られ、畑に利用されきました。
●「荷粉」は多種類の有機原料などの細かい粉であり、様々な微生物を増殖させる立派な肥料です。
●「荷粉」で発酵肥料を作る農家さんが、素晴らしい野菜を生産していることがありました。
●肥料の法律が改正され、「施用者委託配合」として「荷粉」を肥料として活かすことが可能となりました。
●「荷粉」に米糠を混合し、微生物で発酵させることで粉塵を抑え、「はっこう nico」として販売していく

ことにいたしました。
●農家さんにお安く提供するために、価格は抑えて生産しています。
●微生物を増殖させていますので、「緑肥の分解」や「堆肥の生産」や安価な発酵肥料としてご利用できます。
●緑肥の分解促進へのご利用は緑肥の種類や状態や栽培作物、土壌によっても施用量は異なりますが、

標準施用量としては「はっこうnico」 100～200kg／10ａです。詳しくはご相談くだい。
●緑肥の分解期間は夏場で水分が十分であれば、3～4週間で分解されます。

低温期には分解に時間がかかるため、分解期間を充分にとってください。
●発酵によってアミノ酸、有機酸、酵素、核酸などが生成されており、農作物の品質に好影響を及ぼします。
●「荷粉」の発生には限りがあるため、「はっこう nico」の生産にも限りがあります。

ご了承の程お願いいたします。

✻「施用者委託配合」・・ 「施用者（農家さん）」のご希望に答えるため、肥料の配合依頼書
と肥料の配合報告書を交わせば、肥料の法律から除外され、自由
に肥料を生産できる法律です。

発酵有機栄養

－47－

緑肥の分解 堆肥化促進

低価格 微生物供給

施用者委託配合
（分析例）
窒 素 全 量 4.1%
りん酸 全量 3.8%
加 里 全 量 4.4%

リサイクル発酵肥料

はっこうnico
施用者委託配合

「堆肥化促進材」が

はっこう nico
に変わりました。

緑肥の鋤き込みに

P11 ご参照ください。
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発酵肥料の作り
方①半分は米ぬかを使用する。残り半分はお好きな原料で。

油粕は遺伝子組換えの無い安全な「ゴマ油粕」をお勧めします。
魚粉は良く発酵する「安心魚肥」をお勧めしています。
リンサングアノや蒸製骨粉を混合する場合は全体重量の10%程度。

②カサを計って水分量の目安とする。

米 ぬ か 30kg 100リットル
ゴマ油粕 15kg 33リットル
安心魚肥 15kg 32リットル

合計 60kg   165リットル

原料全体のカサの1/10が水の量・・・・・・・・16.5リットル
水の1/100 EM－1の量・・・・・・・・・・・165cc    
水の1/100が糖蜜の量・・・・・・・・・・・・ 165cc 

※上記の代わりに新しいEM培養液を16.5リットルを使用しても良いボカシが作れます。

③上記を万遍無く攪拌し適度な水分状況とする。水分が足らない場合は少しずつ補給する。
水分が多めの方が発酵しやすい。玉はつぶしておく。密閉して嫌気発酵させる。
15℃以上ないと発酵しない。熟成が最も大切で長期間熟成発酵させる。空気が入ると酸化分解が
始まり、菌糸が張り、アンモニアや虫が発生したりします。穴が開かないようにしっかりした容器
で密閉してください。できるだけ長い時間をかけて、しっかり熟成させてください。
この割合の肥料成分量(%)（計算値）窒素全量3.0   りん酸全量2.8    加里全量 1.0

胡麻油粕

安心魚肥

米ぬか

原料混合
培養液

混合

密閉 （嫌
気性菌)

籾殻堆肥の作り
方

●籾殻を堆積する土間に散布し、その上に「はっこう nico」を下記の割合で散布する。
耕耘機などで撹拌する。（籾殻と交互に積んで行っても良い）

●堆積物を積み上げたら、堆積した山の上から水を染み込むようにかける。
満遍なく水分がいきわたるように散布する。水分は60%程度ですが、ビジョビジョになる程度
散布する方が良い。

●水分が逃げないように、雨水が入らないように、全体にビニ-ルシ-トをかける。
温度を60℃程度にキ-プする。温度が上がりすぎる場合は、シ-トをはずして、水分を飛ばし温度を
下げる。８０℃には滅多にならないが、なった場合は切り返しをする。

●切り返しは、温度が下がってきたら行う。中心部がよく発酵し、上部や表面が発酵しにくいので、
時々様子を見て攪拌する。

●切り返しをしても温度が上がらなくなれば完成です。おそらく、2～3回程度の切り返しで完成します。
●完成の目安は籾殻があめ色に変化し、指でつぶれる程度になります。

原料名 TC TN 配合割合 TC TN CN比

籾殻 45.4 0.60 80% 36.32 0.48 75.6

はっこう nico 12.0 4.1 20% 2.4 0.82 2.92

100% 38.72 1.30
※29.78

＜材料＞
籾殻(乾燥)
または落葉 750kg・・・75%
はっこう nico 250kg・・・25%
※CN比を30%程度になるように計算する。

籾殻堆肥の作り
方



EMシリ－ズ （有用微生物群）

●培養が簡単便利 →  コストが安い ●使用場所・条件を選ばない

微生物の農業利用は土壌に生息する無数の微生物に刺激を与えて活性化を促すことと、微生物の方向性を有用な方向に導くこと、
また発酵生成物にあると思います。EMは乳酸菌・酵母菌・放線菌・光合成細菌・発酵糸状菌などの複合菌を同時培養したもので、
長所は培養が簡単なため、コストが安くでき、水中（嫌気条件）でも、空気中（好気条件）でも条件づくりをしなくても成果を出せること
にあります。うまく活用すれば良いと思います。

EM-1号（基本複合菌） 1L         ■有機JAS自信度◎
EM-2号（放線菌など） 1L ■有機JAS自信度◎
EM-3号（光合成細菌など） 1L         ■有機JAS自信度◎
EM培養液（活性液） 20L ■有機JAS自信度◎
糖蜜 1 リットル 1L        ■有機JAS自信度◎
糖蜜 1斗缶 24kg 24kg       ■有機JAS自信度◎
光合成細菌培養液 10L   ■有機JAS自信度◎
PSBT 10L   ■有機JAS自信度◎
常温培養100倍粉末 1kg  ■有機JAS自信度〇
常温培養100倍粉末 5kg ■有機JAS自信度〇

●光合成細菌の役割
光合成細菌は、窒素、炭素、硫黄の循環に大きな役割りを果たしており、食料生産、エネルギー確保、公害問題の解決に大きく
貢献します。脱窒素作用→ 嫌気条件で硝酸、亜硝酸のような窒素酸化物を亜酸化窒素または窒素に変え放出することをいう。

NO3-→ NO2- → NO→ N2O → N2 また、土壌環境（硫化水素やメタンなど弊害）を改善していきます。

光合成細菌培養液の水田利用

＜流し込み施用＞ 6月下旬(出穂前) 5リットル／10a 「EM活性液10リットル／10a併用すると光合成細菌の水田への定着に
有利です」５～１０倍に希釈して増量させ水口から投入する。

＜葉面散布＞ 出穂前（7月中旬）、出穂後（8月中旬）、出穂後（9月中旬）300倍×300L×3回
光合成細菌培養液の畑作利用

100～500倍に希釈して土壌散布。（EM活性液と併用すれば効果的です。）

●常温培養100倍粉末 ■5kg ■1kg

EMをすこぶる活性する高栄養の粉末基質（微生物のエサ）です。常温（約15℃以上）でEMが培養できます。
培養タンクや加熱機器は使用しなくても良い活性液が作れます。
培養時の使用量・・・常温培養100倍粉末1.5%～3%、EM1号 1.0%、水 96～97.5%

密閉容器で1週間程度嫌気発酵させる。 培養完成目安 PH3.5以下。気温約30℃では3日程度でPH3.0～3.5に、
日中20℃、夜間10℃でも7日程度で完成いたします。冬場でも暖かい部屋では1週間で培養が可能です。

●簡易型EM培養タンク MASAMUNE-EMシリ－ズ 【二重サ－モで安全性強化】 【家庭電力100V】

「安全」「頑強」「低価格」「高品質」をコンセプトに開発しました。

MASAMUNE-EM20 一式セット117.000円（税別）
別売タンク 15.000円（税別）
別売ヒ-タ- 10.3000円（税別）

MASAMUNE-EM100 一式セット161.000円（税別）
別売タンク 30.000円（税別）
別売ヒ-タ- 132.000円（税別）

※送料実費がかかります。
※一式セットはヒ－タ－・タンク・コック・補助フタです。
※受注生産で、発送まで約45日程度かかります。
※修理等の対応もしています。お問い合わせください。

微生物・酵素
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※詳しくはパンフレットにて。
大和肥料HP http://www.daiwa-
ism.com/pdf/54.pdf

又はお申し付けください。

http://www.daiwa-ism.com/pdf/54.pdf


（種別）

（採取地）
日本国内 主として長野県

交配種 .固定種

在来種 自家採取

自然農法種子は、市販の収量性や耐病性を重視した種とは異なり、有機物の低投入草生栽培といった独自の環境で
選抜、育成された野性的な力強さと味の良さが特徴です。

果実は黒緑色のコマ形、
果重1.6kg前後、果肉色
が濃橙色の紛粘質で甘栗
のような食味。地力の低
い土壌でも栽培できます。

かちわり山形県の在来種
からの選抜育成。果重
1.2kg前後、肉質は緻密
強粉質で濃厚な食味。5
か月間の長期貯蔵でも食
味が落ちません。直売や
自家用に最適。

ケイセブン果重1.3kg前
後。肉質はホクホクして
粉質が極めて強く、収穫
直後でも甘味が強く、長
期貯蔵しても高品質が保
てます。作りやすく計画
出荷に最適。

ふゆうまか山形県在来種
の交配種。果重1.5kg前
後。果肉は厚く鮮橙色で、
粉質が強く、香りが良い
です。収穫後1～3か月
間の食味は最高。出荷用
に適した品種。

王ヶ頭（おうがとう）果
実は1.6kg前後。果肉色
は濃黄橙、粘質がかった
粉質で甘味が強く、収穫
後1か月程度粉質性が保
たれます。栽培が容易で、
形が良く出荷用に最適。

カンリー２号 かちわり ケイセブン ふゆうまか 王ヶ頭（おう
がとう）

長野在来ハッパード
長野県に土着した在来種。果
重1.8kg前後。やや粘質がか
る粉質で、収穫後2か月間が
可食期間。早生種で作りやす
いです。自家採種に最適。

長野在来ハッ
パード

タネ播き時の深さ 1～1.5cm程度
発芽までの日数 3～7日

発芽適温(地温） 25～30℃

花の色 黄色

収穫目安
開花後45～50日（果梗部が
コルク状になった頃）

■カボチャ
価格

小袋(10粒) 500円(税込)
中袋(100粒) 3600円(税込)

合計金額4000円以上で送料無料

果長15cm程度で収穫す
る甘トウガラシ。シシト
ウとピーマンとの交雑種
と考えられ、果肉厚く柔
らかで甘みあり。シシト
ウと同様の利用可。食用
には問題ありませんが、
黒アザ果が発生しやすく
出荷には不向きです。

自生えピーマン 自然生えから
選抜育成したベル形でツヤの
ある果実。収穫目安の大きさ
は約40gでボリュームがあり
ます。草勢が強く収穫始めは
やや遅いものの、スタミナが
あり長期露地栽培に適します。

色鮮やかな信州生まれの中形
ピーマン 固定種の夏秋用中
形ピーマン。草姿は半立性で
枝が垂れにくい。草勢は比較
的強く、黒あざ果の発生が少
なく、果実は濃緑色でツヤが
よい。露地栽培に向いていま
す。

甘とうがらし 自生えピーマン 信州みどり

信州みどりは
小袋400円(税別)のみ

価格 小袋(10粒) 300円(税込)

合計金額4000円
以上で送料無料

中袋(100粒) 2000円(税込)

大袋 －

タネ播き時の深さ 5mm～1cm程度

発芽適温(地温） 25～30℃

収穫目安
開花後20～25日程度（40g程
度になったら）

交配種 交配種交配種 交配種 交配種

.在来種

.固定種 自家採取

※大袋はカンリ－2号280粒 9000円、かちわり350粒
11000円、ケイセブン300粒10000円（税込）のみ

★おすすめマ－ク

★おすすめ ★おすすめ★おすすめ
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作りやすい完熟大玉トマ
ト。裂果に強く、玉質が
硬いので完熟収穫できま
す。甘み・酸味のバラン
スが良く、コクのある食
味。雨よけ、露地栽培に
適しています。

完熟収穫できる大玉トマ
ト。裂果に強く玉張りと
秀品率が高いです。甘味
と酸味が調和し、コクの
ある食味が楽しめます。

青臭さは少なく、強い酸
味。着果性に優れ作りや
すいです。雨よけ、施設
栽培に適しています。

病気に強く露地栽培に中
玉トマト。甘さと酸味が
ミックスしさっぱりした
味。耐裂果性が強く完熟
収穫できます。

ハート形中玉トマト。
裂果に強く、果皮柔らか。
着果性に優れ、過繁茂に
ならず作りやすい品種で
す。

妙紅 紅旬 南桜２号 メニーナ ハートハート
（みょうこう） （こうしゅん）

タネ播き時の深さ 5mm～1cm 発芽適温(地温） 20～30℃
発芽までの日数 4～6日 花の色 黄色
収穫目安 開花後45日程度（果実が真っ赤になったら）

価格 小袋(10粒) 500円(税込)

合計金額4000円
以上で送料無料

中袋(100粒) 3600円(税込)

大袋 約500粒 16000円（税込）

サンティオ赤色中玉トマ
ト。適度な甘さと酸味。
生食でもおいしく、加熱
調理するとコクが出ます。
収量性高く、露地、雨よ
け栽培に適します。

果色が濃く甘いミニトマ
ト。裂果に強くプラン
ター栽培から露地栽培ま
で幅広く適応する品種。
1房に10～20の果実が鈴
なりになります。
開花後35日程度で収穫

ブラジルの露地トマトか
ら育成。甘味酸味は穏や
か。果肉が多く、クッキ
ングトマトに最適です。6
開花後40日程度で収穫
大袋ナシ

ブラジルで自家採種され
てきた桃色ミニトマト。
夏を過ぎると甘みが増す
ので遅まきを。肉厚で裂
果が少ないです。
開花後35日程度で収穫
中袋2000円、大袋ナシ

肉質なめらかで、さわや
かな食味。着果性も良く、
初心者でも栽培できます。
耐病性がないので連作は
避けましょう。
大袋ナシ

サンティオ チャコ ブラジルクック ブラジルミニ 自生え大玉

交配種 交配種交配種 交配種

交配種 自家採取 在来種交配種
自家採取

★おすすめ

★おすすめ

★おすすめ

■トマト

結球レタスの早生種。草
勢強く、大球になります。
結球は締まりが緩く、内
部は淡黄色。葉肉厚く、
食味良好。初夏どりや秋
どり栽培に適しています。
小袋：0.5ml(約140粒､
400円)
中袋：10ml(約3,000粒､
5500円)
播種後75～90日程度（結
球部が硬くなったら）収
穫

環境に適応しやすく、作
りやすい赤ちりめんリー
フレタス。暖地・温暖地
の夏どりを除く各作型に
適します。半立性で株張
りが良く生育旺盛です。
播種後55～70日程度で収
穫

グリーンリーフレタス。
抽台遅く暖地の夏どりを
除く各作型に適します。
葉はちりめん状。中心部
は若干結球します。
播種後55～70日程で収穫
小袋（約200粒､300円）
中袋（約4000粒､4000円）

暑さ寒さに強いサラダ菜。
葉は明緑色の丸葉で厚く丈
夫。刻みやちぢみが少なく
甘みがあり、食味良し。

ロックウェル エルワン エルシー エルーゴ

タネ播き時の深さ 極薄く
発芽までの日数 2～5日

発芽適温(地温） 15～20℃
花の色 黄色

価格 小袋0.5ml(150粒) 300円(税込)
合計金額4000円以
上で送料無料

中袋10ml(3000粒) 4000円(税込)

収穫目安 播種後40～50日程度
－51－
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上高地の改良品種。 露地
の早まきから普通まき栽
培に適します。 果長はや
や長く、果揃いがよく、
初期からたくさん採れま
す。 うどんこ病、べと病
及び褐斑病に耐病性を持
つ品種です。
大袋ナシ

露地栽培に適する。果実
は24㎝の短形四葉。肉質
は歯切れがよく、浅漬け
に適する。葉は厚くやや
大葉、茎太で短側枝が発
生し草勢は極めて強い。
主枝雌花率が高く、果の
肥大がよい。うどんこ病、
べと病に強く強勢でツル
もちがよい。大袋ナシ

夏節成と中国四葉の交配
種。主枝雌花率は30％前
後、果実30cm前後、濃
緑で果肉厚く、漬物用に
適する。葉厚く短側枝で
すっきりした草姿になる。
うどんこ病に強い豊産種。
大袋ナシ

露地の早まきから普通ま
き栽培に適します。果長
はやや長く、果揃いがよ
く、初期からたくさん採
れます。うどんこ病、べ
と病に強く長期栽培がで
きます。

肥沃な土壌で、着果が早
い品種。初期収量が多く、
雨よけハウス、露地早ま
き栽培に適します。うど
んこ病に強く、風味に富
んだキュウリが採れます。

露地の普通まきから遅ま
き栽培に適します。長期
収穫ができ、うどんこ病、
べと病に強く、暑さにも
強いです。果実はやや短
めで、美味です。

露地の早まきから普通ま
きに適します。着果が良
く生育旺盛。褐斑病、う
どんこ病、べと病に強く、
丈夫で育てやすいです。
果実は鮮緑色、やや長め
で尻太りが少なく果揃い
も良い品種です。

露地普通まきで肥沃な土
に適します。うどんこ病、
べと病に強く、根張り良
く生育旺盛です。果長は
やや長く、光沢のある濃
緑色果です。大袋ナシ

キュウリと中国四葉の交
配種。中国四葉に比べ、
果長24cm前後で短くイ
ボもやや少ないです。う
どんこ病に強く、たくさ
ん採れます。歯切れが抜
群で浅漬けに最適です。

バングラディッシュの在
来種を素材に育成した黄
白色のキュウリ。果肉が
厚く、サラダや浅漬けに
すると色が映えます。果
実はやや短め。大きめで
収穫しても果皮柔らかく
甘味があり、キュウリ臭
さが少ないです。露地の
直まき栽培に適していま
す。大袋ナシ

上高地セブン 耐病四葉 夏イボ盛り 上高地 上高地５号

バテシラズ２号 バテシラズ３号 今井節成 イボ美人 白黄ウリ

果実は短め、肉厚で柔ら
かく、風味が強いです。
暑さに強く、遅まきの地
這いに適しています。
大袋ナシ

暑さや病気に強く育てや
すい品種。果実は鮮緑色
で曲がりが少なく、歯切
れが良く濃厚な味です。
盛夏から初秋に直播きし
て霜が降りるまで収穫で
きます。

耐病霜知らず 若緑地這 タネ播き時の深さ 1cm弱 発芽適温(地温） 25～30℃

発芽までの日数 4～6日 花の色 黄色

収穫目安 開花後7～10日程度、果実が18～25cm程度に伸びた時

価格 小袋(10粒) 500円(税込)

合計金額4000円以上で
送料無料

中袋(100粒) 3600円(税込)

大袋 約500粒 16000円（税込）

■キュ－ウリ

★おすすめ

★おすすめ ★おすすめ

交配種 交配種

交配種 交配種

.固定種

交配種 自家採取
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高温期の果皮の退色が紫
御前に比べ著しく少ない。
果形は長卵形で果皮のつ
やがよい。草勢強くたく
さん採れ、露地栽培に向
いています。

自農育成長ナスと中生中
長ナスとの交配種。果実
はつやのある黒紫色で、
やや長めの長卵形。草勢
強いので、長い期間たく
さん採れ、出荷用に適し
ています。

果肉が柔らかく、汁の実
や煮食に適しています。
草勢が極めて強く、作り
やすいです。大果で収穫
しても硬くなりにくく、
種子も気になりません。

果実は黒紫色。横広の巾
着形で皮が柔らかく多汁
質で甘味があり、浅漬け
や一夜漬けに最適。油で
炒めてもおいしいです。

果実は、光沢のある色の
濃い黒紫色の丸ナス。肉
質緻密で煮食や田楽、焼
ナスなどに適しています。
生育旺盛で大株に生育し
ます。

俵型小玉スイカ。果長
24cm前後、果重2.2kg前
後、果皮に弾力があり裂
果が少ないです。糖度は
11度前後で肉質がしまり、
皮際まで甘い品種です。
小袋：10粒(500円)
中袋：100粒(3000円)
播種 3月上～3月下旬

果皮が黒緑。果実は2.5
～3kgの小玉種。果皮が
しっかりして裂果に強い
品種。果肉は濃紅色で糖
度11度前後。着果性がよ
く、作りやすいです。
小袋：10粒(500円)
中袋：100粒(3000円)
播種 3月上～3月下旬

中国マクワウリより選抜し
た品種。果肉は淡緑色で水
分が多く、香気に富みサ
クッとした歯触りと爽やか
な風味。草勢が強くゴロゴ
ロと着果します。
小袋：10粒(300円)
中袋：100粒(2000円)
播種 3月上～3月下旬

草勢強くゴロゴロ着果
します。果実は卵形。
果肉は水分多く、強い
甘味。可食期間が短い
ので、適期収穫を行っ
てください。
小袋：10粒(300円)
中袋：100粒(2000円)
播種 3月上～3月下旬

少肥でも根がよく太りま
す。火山灰土壌に適し、
夏播きして晩秋から冬ど
りするのに適します。根
部はやや肩が張る円筒形
で甘みがあります。
小袋 約850粒､300円
中袋 約8500粒､2100円
大袋 約34,000 7500
円
播種 7月下～8月上旬

埼玉県の島村氏が自家採
種してきた平莢のつるあ
りインゲン。ウイルス病
に強く、着莢の早い早生
品種。莢長18cmが収穫
の目安。種子を完熟させ
て煮豆にしてもおいしい
です。
播種 5月上旬
小袋：20粒(500円)
中袋：100粒(1600円)

埼玉県越谷市で長年自家
採種されてきたつるあり
インゲン。莢長18cm、濃
緑色の丸平莢、肉厚で柔
らかく、食味よし。暑さ
に強く、秋口まで長期間
収穫できます。
播種 5月上旬
小袋：20粒(500円)
中袋：100粒(1600円)

モチットコーンハニ－バ
ンダムから選抜育成した
固定種。熟期は約95日で
ややバラツキあり。程良
い甘さとモチッとした食
感が特徴。
播種 4月中～5月上旬
小袋：約30粒 500円
中袋：約340粒 3600円
大袋：約3600粒

32000円

長野県木曽地方在来の木
曽カブから選抜育成。葉
は開張し、欠刻が多し。
カブは腰高で大きく濃紫
色に。甘酢漬けにすると
薄紫色に染まり、美味。
播種 8月下～9月中旬
小袋：約350粒 500円
中袋：約3,500粒 3400円

根部は純白でやや腰高の
偏円形で、ス入りは遅い
です。肉質はやや緻密で
甘みがあり、サラダ、漬
物、煮食にも使えます。
秋蒔きに適しています。
お一人様１シーズン１袋
までのご注文とさせてい
ただきます。
播種 8月下～9月中旬
小袋：約350粒 500円
中袋：約3,500粒 3400円

黒小町 紫御前 在来青ナス 信越水ナス 自農丸ナス

タネ播き時の深さ 5mm～1cm 発芽適温(地温） 25～30℃

発芽までの日数 5～12日 花の色 .紫色
収穫目安 開花後20～25日程度（90g程度になったら）

価格 小袋(10粒) 300円(税込)

合計金額4000円以上で送
料無料

中袋(100粒) 2000円(税込)

夢枕 黒小玉スイカ 甜掉牙 てんちょうは ナシウリ 筑摩野五寸

越谷インゲン 島村インゲン モチットコーン 木曽紫カブ 白の宝石

.固定種 .固定種 .固定種 .固定種 .固定種

在来種 在来種 在来種自家採取 .固定種

交配種 交配種 .固定種.固定種在来種

★おすすめ
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富士山麓の火山灰土壌で
選抜・採種を繰り返した
固定種。火山灰土壌に適
し、根長35cm前後。甘
さと香気に富み、煮くず
れしにくく、汁の実や煮
炊き、漬け物など
に適しています。
播種 8月下～9月中旬
小袋：約100粒 500円
中袋：約666粒 2100円

群馬県のお寺で自家採種
されてきた黒葉系コマツ
ナ。葉色は濃緑色で照り
があります。春まき、秋
まきができますが、秋ま
きの方が良品が収穫でき
ます。
播種 3月中～4月下旬
播種 8月下～9月下旬
小袋：約420粒 300円
中袋：約4200粒 2000円

株は大型、葉は濃紫で幅広
く肉厚。辛味と独特の風味
があり、漬物に好適。寒さ
に強く、株の生長後に寒気
にあたると味が凝縮されて
きます。
播種 8月上～9月中旬

小袋：約450粒 300円
中袋：約4500粒､2000円

韓国のエゴマ品種。生
育旺盛。晩生で開花期
が遅いため、長く葉を
摘むことができます。
韓国風焼肉や刺身の薬
味のほか、醤油漬けに
最適。
播種 4月中～
.
小袋：約750粒 500円

ルッコラ、ロケットとも
呼ばれ、ゴマの風味と辛
みのあるハーブ。大株に
育った後、若葉を掻き取
り収穫します。花茎やつ
ぼみ、花も食べられます。
播種 3月中～6月上旬
播種 8月中～10月上旬
小袋：約840粒 500円
中袋：8400粒 3400円

中国原産アオイ科の野
菜。間引きしながら収
穫し、トウ立ちしてき
たらわき芽を掻き取り
収穫します。耐暑性・
耐寒性が強く、旺盛に
生育します。
播種 3月下～10月上
旬
小袋：約360粒 500円

群馬県南部の川島家で自
家採種されてきた品種。
春先に菜の花の花茎を掻
きとり収穫します。葉は
淡緑色で、茎はアスパラ
ガスのような風味で美味。
温暖地に適しています。
播種 9月上～10月下旬
小袋 約420粒 300円
中袋 約4200粒 2000円

自然農法水田で自然交雑し
た自生株の中から、穂が大
きく草丈の高い偏穂重型の
系統を無肥料栽培条件で選
抜。出穂がやや遅いため、
近年頻発する高温登熟障害
による白未熟粒の発生が軽
減されます。
1kg袋 2500円
2kg袋 5000円

痩せ地に適し、倒伏に強
いです。お米に混ぜて炊
くと粘りがでて美味。
※数量が少ないため、お
一人様１シーズン１袋ま
でのご注文となります。
小袋：20ml(約5,200粒
､500円)

中国で栽培されている品
種。アワ粥にするとおい
しく、体が温まります。
※数量が少ないため、お
一人様１シーズン１袋ま
でのご注文となります。
となります。
小袋：20ml 約3,500

粒､500円）

ふじ宮重 新戒青菜 信州高菜 野菜エゴマ フックラ

（しんかいあおな） （しんしゅうたかな）

オカノリ 川島かき菜 はたはったん モチアワ ウルチアワ
（水稲うるち品種） （中国系）

中生、中桿、倒伏に強
い品種。穂は寄穂型で
長く穂数は多いです。

※数量が少ないため、
お一人様１シーズン１
袋までのご注文となり
ます。小袋：20ml
（約2,500粒､500円）

穂は先が鋭く細い円錐形。
痩せ地向きの品種で冷涼
地に適しています。

※数量が少ないため、お
一人様１シーズン１袋ま
でのご注文となります。
小袋：20ml（約2,000粒
､500円）

実はカルシウム、タンパク
質、ビタミン、植物繊維な
どを豊富に含有。

※数量が少ないため、お一
人様１シーズン１袋までの
ご注文となります。
小袋：10ml（約8,000粒､
500円）

表皮が薄く、こしあんが
できる。病害虫が少なく、
多収。

※数量が少ないため、お
一人様１シーズン１袋ま
でのご注文となります。
小袋：20ml（約130粒､
500円）

乾燥に強く栽培容易。赤
飯向き。煮豆、あんなど
でも食べられます。

※数量が少ないため、お
一人様１シーズン１袋ま
でのご注文となります。
小袋：20ml（約120粒､
500円）

モチキビ ヒエ ヤリコ アマランサス 黒アズキ 奈川ササゲ

（松本系） （立穂赤）
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暑さや乾燥に強い。種子
はアズキより小さい。赤
飯にして食べると美味。

※数量が少ないため、お
一人様１シーズン１袋ま
でのご注文となります。
小袋：20ml（約210粒､
500円）

秋作の前作緑肥向き。霜
に弱いため播種時期に注
意。
小袋：50ml（約700粒､
500円）

長野県白馬村の丸山家で
代々自家採種してきた品種。
黒イボで果皮は白黄色、や
や短く肉質は柔らかい早生
種です。
※数量が少ないため、お一
人様１シーズン１袋までの
ご注文となります。
小袋：10粒(500円)

大分県久柱町の須藤家
で代々自然農法により
自家採種してきた品種。
果実は短太で茶イボ。
肉質極上です。
※数量が少ないため、
お一人様１シーズン１
袋までのご注文となり
ます。
小袋：10粒(500円)

高知県大豊町の在来種。
果実は短太で白イボです。
お一人様１シーズン１袋
までのご注文となります。
小袋：10粒(500円)

宮崎県椎葉村の在来種。
果実は黒イボで短いです。
べと病、うどんこ病に強
い品種です。

※数量が少ないため、お
一人様１シーズン１袋ま
でのご注文となります。
小袋：10粒(500円)

高知県大正町の在来種。
白イボで短く太い。果肉
はもろく歯切れがよい。
地這い性の晩生種。べと
病、うどんこ病に強い。

※数量が少ないため、お
一人様１シーズン１袋ま
でのご注文となります。
小袋：10粒(500円)

ベビーリーフを和訳すると
赤ちゃんの葉っぱです。種
まきしてから15～30日程
度の若い葉っぱを収穫しま
す。ベビーリーフレタス
ミックスは3種類のレタス
をミックスしたもので、収
穫した物をそのままサラダ
として使用できます。
お試し:1ml(約400粒､250
円)
小袋:2ml(約900粒､500円)

種まきしてから15～30
日程度の若い葉っぱを
収穫します。3種類のア
ブラナ科野菜をミック
スしたもので、収穫し
た物をサラダにしたり、
みそ汁の具にする等し
てご使用いただけます。
お試し：1.2ml(約360
粒､200円）
小袋：3ml（約900粒､
500円）

鹿児島在来 緑肥用 しろうま 須藤胡瓜 大豊在来
ササゲ カウピー

椎葉村在来 下津井在来 ベビーリーフ ベビーリーフ
レタスミックス アブラナ科ミックス
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在来種 在来種

在来種在来種

【有機種子】
ORGANIC SEEDS

お申し込みは、大和肥料ホ－ム
ペ－ジよりご注文できます。
商品一覧 - Daiwa Organic Garden
～家庭菜園用有機肥料有機種子の販売ショップ～
(daiwa-hiryou.com)

※詳しくは有機種子カタログを
ご参照ください。
※有機種子カタログは大和肥料
ホ－ムペ－ジ
の冊子一覧から
http://www.daiwa-
ism.com/pdf/48.pdf
またはお申し付けください。

本年5月頃に有機苗の試験販売を開始します。

http://www.daiwa-hiryou.com/?ca=38
http://www.daiwa-hiryou.com/?ca=38
http://www.daiwa-hiryou.com/?ca=38


土づくり（鉱物ミネラル）
シリカケ－ト正四面体

天然岩石抽出ミネラル液
土壌調整・菌相制御 1000希釈 2～4リットル／10a 基本ミネラル
【有機JAS自信度◎】
●土壌のソフト化 （土壌のイオン化） ●耕盤破壊
●微生物活性・酵素活性 ●菌相制御
●水の機能化

地球農学の構想 日本農業の再生

「A液」は超微粒子「2ナノ（1ミリの100万分の1）」の鉱物ミネラルなので、シリカケ－ト正四面体の形状で、固有振動

しています。土壌散布により、土（粘土）、微生物、植物、水に振動エネルギ－を与え、共鳴し合い、粘土を分離し、
電荷を与え再結合を防ぎます（乾燥しても固まらない）。また、土壌で微生物活性が起こり、土壌のソフト化、土の
イオン化（水に溶ける）を促し、土がやわらかく、盛り上がり、地中の耕盤層を破壊します。菌相分布はキチナ－ゼ
活性などにより、病気を引き起こすカビ類は減少し、放線菌や一般細菌が増え、健全な土壌が蘇ります。

川田薫 川田肇 著
野草社 1600円(税別)

■土壌微生物に対するミネラルの影響

ミネラル区
対照区

糸状菌 放線
菌

一般

細菌

微生物

総数

細菌/

糸状菌（B/F）

対照区 11万

50.7%

7100

3.3％

9万9千

46.1%

22万

100%

1

ミネラル区 78万

16.3%

140万

28.5%

270万

55.2%

480万

100%

5

■土壌微生物に対するミネラルの影響（ミネラル区は菌相も良く安定している）

実験区
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4

3/
19
/0
4

乾
土
1
ｇ
当
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糸状菌

放線菌

一般細菌

総数

対象区（ミネラル無）

1.E+00

1.E+01
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3
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3
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/0
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24
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4

乾
土
1
g
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り

糸状菌

放線菌

一般細菌

総数

■ミネラル添加による水分
子の構造変化(超純水電子
顕微鏡写真)

ミネラル
添加

水にミネラルを添加すれば
クラスタ－がそろい秩序化する。

農業用Ａ液

■各種ミネラル価格
1ℓ 3,500円（税別）
10ℓ 30,000円（税別）
20ℓ 55,000円（税別）
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根菜類の生長促進 1～2リットル散布／10a

定植後、1週間以上の間隔で2～3回散布して下さい。栽培中からの使用の場合でも必ず「A液」
から散布し、1週間空けてからB液をご使用下さい。根菜の肥大に必要なミネラル分を補給します。

葉菜・果菜・果樹の生長促進 1 ～ 2リットル散布／10a

定植後、1週間以上の間隔で定期的に散布して下さい。B液と同様に必ずA液散布後に使用して
下さい。葉、茎の生長を正常にし、健康を維持します。

花芽の制御 1リットル散布／10a

花芽分化の起きる直前や花飛びが起きたときに使用して下さい。植物体内の酵素を活性化し、
ホルモンの分泌を促し、栄養生長から生殖生長への変換をスムーズにします。

糖度・酸度の向上 1リットル散布／10a

収穫直前に散布することにより糖度と酸度が上がることが期待できます。主に果樹に使用します。

根の活力向上 1リットル散布／10a

作物の発根を促し、開花・結実をよくして、品質向上に導きます。特に作物の根の動きが悪い時
（冬の寒い時期など）にお勧めです。

●ECの変化 ●硝酸態N アンモニアNの変化 ●PHの変化 ●石灰の変化

■ミネラル添加による変化

※ で耕盤層が抜けて、ECや硝酸態窒素が大きく改善している。

農業用ミネラル液は大陸を構成する代表的な岩石を組み合わせてミネラル分(鉱物) を抽出した水溶液です。土壌の

改善や、農作物の品質向上が期待できます。作物・土壌の状態により散布量・散布間隔などの使用方法が異なります。
葉面散布も可能ですが、土壌散布を基本として下さい。※各ミネラル液は、1000倍以上の希釈でご使用下さい。

＜施設栽培の方の使用法＞
１ 太陽熱消毒時にのみ使用 Ａ液を５～１０Ｌ／１０ａいれて大量に水を潅水。微生物相の変化を期待する
２ 定植前の施肥時にミネラルＡを４Ｌ／１０ａ散布。（できるだけ回数を多くやった方が結果が良い。
つまり一度に４Ｌ入れるのではなく１Ｌを４回、または２Ｌを２回など回数をたくさんやる）

３ 定植後は多い方で１週間から１０日に１Ｌ／１０ａ散布、土壌の状態をみながら１か月に１回の方もいる
樹の状態をみてＡなのかＣなのかそれともＤなのかを見極める。

４ 根の動きが悪い時にルートパワーに変える

農業用B液

農業用C液

農業用D液

農業用E液

農業用ルートパワー

ミネラル施用で耕盤が抜けて、サラ
サラ、フカフカの土になったイチゴ圃
場の土壌です。根が1年目には1.4m、
2年目は2.4mに達していた。イチゴ
の品質も良い物が獲れています。

◆フカフカの土に!!
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１．秋に堆肥投入時に「Ａ液」 １Ｌ／１０ａ散布後、よく耕うん、または春の代掻き時に「Ａ液」１Ｌ散布
２．分げつ期に「Ｃ液」１Ｌ／１０ａ散布
３．出穂１０日前ころに「Ｄ液」１Ｌ／１０ａ散布

分けつが旺盛になり放射状に葉が広がり、下部まで光が入り光合成が促進されます。
茎は真円になり、倒伏しにくい稲に育ちます。葉が硬くなり、葉のこすれる音が高くなります。葉色が淡
く、初期段階は育成が遅いように見えますが、途中から育成が一気に良くなり、収量・食味ともに格段
に良くなります。

１．根が動き出す２，３月頃に「Ａ液」１Ｌ／１０ａまたは１本の木に５００倍液１０Ｌ散布
２．その後は１か月１回の間隔でミネラル（Ａ，Ｃ，Ｄ、Ｅなど）を５００倍で散布。
樹勢を強くしたいときに「Ｃ液」、生殖成長を強めたいときに「Ｄ液」にする。（１Ｌ／１０ａ）

３．糖度と酸度を上げたい時に「Ｅ液」１Ｌ／１０ａ散布 「Ａ液」以外は他の液肥等と混合して散布しても可
伸びが良く、サイズが揃います。食味が良くなります。(糖度・酸度が上昇)
鮮度が保持されます。葉が肉厚になり、葉脈が発達します。
気温に左右されず、病気、特にモンパ病が減ります。

基本的に上に示した施設栽培の使用法を組み合わせる。
皮が薄くなります。皮まで甘くなります。玉のサイズが揃います。
生長点が上がります。背丈が揃います。葉色が淡くなります。

基本的に上に示した施設栽培の使用法を組み合わせる。
全体的に葉色は淡く、小ぶりで肉厚になります。葉やかんざしが立ちます。花が八分咲きになります。
果肉が硬くなり、完熟後の出荷が可能になります。耕盤が破壊され、根が地中深くまで入り（240cm）、
養分吸収が良くなり、果実の照りや艶がでます。

１．根が動き出す２，３月ころに「Ａ液」１Ｌ／１０ａまたは１本の木に５００倍液１０Ｌ散布
２．その後は１か月１回の間隔でミネラル（Ａ，Ｃ，Ｄ、Ｅなど）を５００倍で散布。
樹勢を強くしたいときにＣ液、生殖成長を強めたいときにＤ液にする。（１Ｌ／１０ａ）

３．糖度と酸度を上げたいときにＥ液１Ｌ／１０ａ散布 Ａ液以外は他の液肥などと混合して散布しても可
玉の肥大が良く、サイズが揃います。食味が良くなります。
棚もちが良くなります。葉が肉厚で小ぶりになります。病気が減ります。

基本的に上に示した施設栽培の使用法を組み合わせる。
2月中も生り疲れが起きないため、収穫が安定します。
空洞化がなくなり、葉は小ぶりで肉厚になり、花は八分咲きになります。

基本的に上に示した施設栽培の使用法を組み合わせる。
皮が薄くなり、割れにくくなります。茎が太くなります。
葉が肉厚になります。背丈が揃います。葉色が淡くなります。

１．施肥時にＡ液２～４Ｌ／１０ａ潅水
２．その後１か月に１回くらいの間隔でＡまたはルートパワーを散布
夏枯れ時に背丈が揃います。首の部分が硬くなり、全体がシャキッとなります。
根が真っ白になります。病気に強くなります。

■鉱物ミネラル 使用事例
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日本の農地の多くは連作に次ぐ連作で土壌は疲弊し、農作物は連
作障害を始め様々な病虫害に侵されています。農薬を施しても駆除
できない病虫害さえ発生してきている深刻な状況にあります。地球
温暖化による異常気象も農業に深刻な影響を与えています。
これらの問題を解決する手段として化学分析を行い、その結果に

もとづき欠乏したものを投入したり、発生した病虫害にはより強い
農薬を散布するという方法を用いていますが、連作障害や病虫害の
問題はいまだに解決されていないのが現状です。それどころか化学
分析にもとづき投入したはずの成分が土壌中に残留し、逆に農作物
に悪影響を及ぼすことさえあります。
植物は大地、水、光、微生物等の相互作用により成り立っていま

す。農業の抱える問題を解決するにはこれらの相互作用を理解しな
ければなりません。
そこで化学分析に加え、土壌硬度計による物理性の測定や土壌微

生物の菌相分布の測定を行うことにより、土壌や植物の状態を総合
的に評価します。またこれらの分析結果を一時期だけ考慮するので
はなく、継続的に分析することで根本的な解決方法が見つかるはず
です。
農薬や化学肥料の蓄積が問題視され、土壌の劣化が年を追うごと

に進行しています。野菜類の栄養素としてのミネラルは30年前に比
べて半分になっているとも言われています。
近年では野菜類からは十分なミネラルを摂取できないためにミネ

ラルやビタミンなどのサプリメントを服用する人達が急激に増えて
きています。このようなミネラル・ビタミン不足の野菜が出来るよ
うになったのは土壌に原因がある場合が多く、これらの土壌の問題
を分析を通じて多角的に捕らえ、問題を解決する方法が少しずつ明
らかになってきています。
現在の土壌の問題点を大きく3つに分類すると1化学性の問題、2

生物性の問題、3物理性の問題に集約できます。

土壌分析
のご案内

Soil-research

①土壌化学分析（化学性）・・・SPCA-6210 島津製作所／SFP-2 富士平工業

土壌中のNPKなどの化学成分の含有量を測定します。原子吸光法により微量要素の分析も行います。

●基本11項目セット 主に畑作土壌 6,000円(税別)

●+ 鉄・ケイ酸 2項目セット 主に水田土壌 +1,500円(税別)
●微量要素一斉セット +6,000円(税別)

●微量要素個別分析 SiO2, Fe, Mn , Cu, Zn， 各+1000円(税別)
●微量要素個別分析 B(ホウ素) +3000円(税別)

＊微量要素のみの分析は受け付けておりません。基本セットに追加ください。
＊土壌化学分析は土壌検体到着後2週間以内に行います。
但し、検体数が多い場合は2週間以上かかる場合もございますのでご連絡ください。

②可給態窒素(地力窒素)、全炭素、全窒素分析

今、可給態窒素（地力窒素）が作物の生産を左右し、新しい土づくりの指標として注目されています。
可給態窒素とは有機質のタンパク質を微生物が分解して、植物が利用できるか形の窒素です。
そのもととなる全窒素量、全炭素量とバランスを見ることで土づくりの方向性が見えてきます。（次ぺ－ジ参照）

●全炭素・全窒素分析（T-C,N)5,000円（税別） ●可給態窒素3000円（税別）

①EC ② PH ③ CEC（塩基置換容量） ④ CaO（交換性石灰） ⑤ MgO(交換性苦土) ⑥ K2O（交換性加里）
⑦ P2O5（可給態リン酸） ⑧ リン酸吸収係数 ⑨ NH4-N（アンモニア性窒素） ⑩ NO3-N（硝酸態窒素） ⑪ 腐植

⑫SiO2(有効態ケイ酸) ⑬ Fe(水田:遊離酸化鉄、畑:可給鉄) ⑭ Mn(交換性マンガン) ⑮ Cu(可給態銅)

⑯ Zn(可給態亜鉛) ⑰ B(ホウ素)

環境計量士
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畑土壌の可給態窒素、全炭素、全窒素分析について 株式会社川田研究所 川田 肇

１ はじめに

土壌分析は土壌の養分状態を知る上で、施肥の基本となる重要な物です。なかでも窒素成分の分析は作物の生育に重要な項目であ
り、これまで無機の窒素（硝酸、アンモニア）の分析が主流でしたが、近年の有機農業の普及に伴い有機物の施用による地力窒素（可
給態窒素）が作物の生産を左右する重要な項目として注目されています。
国では地力増進基本指針として畑土壌の可給態窒素について土100gあたり5mg以上を目標値として掲げています。
しかしこれまで可給態窒素の測定は4週間培養など手間が掛かり、操作も複雑で分析機関でも測定できないことが多い状態でした。

2018年に九州大学の上園氏1)が可給態窒素の簡易分析法を開発し、土壌を80℃で16時間水抽出したろ液の有機態炭素が従来の可

給態窒素と高い相関があることを示しました。窒素を測るのに何故炭素を測るのか疑問に思われるかもしれませんが、実は可給態窒素
の多くは低分子のたんぱく質であるため、溶け出した炭素量を測定しても窒素量を見積もることができるという理屈です。

２ 可給態窒素について

土壌中の可給態窒素は微生物の作用により無機化される窒素なので、大きなたんぱく質を小さくしていく微生物が多い環境を作ること
が重要になります。特別な微生物を投入することもその解になりますが、私たちは適切な土壌環境を作ることにより自動的に可給態窒
素を増やすような微生物が増える仕組みを見つけたいと考えています。

適切な土壌環境とはどのようなものか？ どのような条件が必要なのか？ 環境を変えるためにどのような資材を投入することが必要
なのか？ などを提案していきたいと思っています。それには現状を知ることが重要になります。従来の土壌分析の項目も必須になりま
すし、可給態窒素がどの程度あり、可給態窒素のもとになる全窒素量がどの程度あるのかも重要な分析項目になります。

つまり土壌中の窒素の形態がどのような割合になっているのかを調べることが重要になります。実は同時に炭素の形態を調べること
も重要になってきます。このように窒素と炭素の形態を調べることにより作物の品質や収量の安定に寄与することを願っています。

これまで施肥設計では窒素分に関しては硝酸とアンモニアの測定値から窒素施肥量を決めていくことが多かったのですが、今後は可
給態窒素も含めた施肥量へと変えていく必要があります。また土壌中の可給態窒素を増やしていくためにどのような有機物が有効なの
か、土壌中の窒素や炭素がどのように植物に利用できる形態に変わっていくのかも非常に面白いテーマになってきます。

３ 全炭素、全窒素分析について

有機物の形態変化を追うためには土壌中の全炭素・全窒素量の測定も重要になります。全炭素、全窒素は言葉の通り、すべての炭
素、窒素量を表し、全窒素量の内どのくらいの割合で可給態窒素や無機態窒素が占めているのかを調べることによって土の良し悪しの
指標になればと期待しています。
またこれまで50点ほどの土壌を調査したところ全炭素／全窒素（CN比）は10程度のところが多く（図１）、土壌の種類によって絶対値は

大きく変わってきます。黒ボク土などは数値が高くなり、砂壌土などは小さくなります。ベースとなる土壌を土壌改良により全炭素、全窒
素量を増やしていく必要があります。実際に緑肥のすき込みによる土壌改良によって高い全炭素、全窒素量を維持して、高品質な農産
物を生産しているところも現れています。また可給態窒素／全窒素は平均で僅か1.5％であり（図２）、可給態窒素の目標値5mg/100g以
上にするには全窒素で300、全炭素で3000（mg/100g）以上を目標にする必要がありそうです。

また可給態窒素に変換するのは土壌微生物であるので、微生物が持続的に増えやすい環境を如何に作るかも重要なテーマになって
きます。そのためには有機物つまり炭素源が必要であり、多くの炭素を土壌に供給する方法として、端境期の緑肥作物の土壌へのすき
込みは非常に有効な手段ではないかと思われます。緑肥作物のすき込みは、土壌の化学性だけでなく物理性の改善効果も非常に高い
ので、作物の根域拡大、土壌耕盤の消失など様々な効果が期待されます。

４ 最後に

有機物施用により土壌環境を整えて、農産物の品質や収量の安定を目指すことはとても重要なテーマでありますが、近年の地球温暖
化による環境変化は農業生産を不可能にしてしまうほどの切実な問題であります。毎年日本のどこかで、台風や大雨による大災害が起
きることが当たり前になっています。実は農業もその地球温暖化を促進している業界でもあります。空気中の炭素（二酸化炭素）の2倍

以上の炭素が土壌には蓄積されています。従来の農法では有機物施用量が少なく、土壌から排出される炭素量の方が多い状態でした。
これからは空気中の二酸化炭素を光合成により炭素化合物に変えた有機物を土壌に投入して、土壌から空気中に排出される炭素量よ
りも多くの炭素を土壌に入れて、地球温暖化を少しでも遅くらせて、持続可能な農業生産ができる仕組みを早く構築していかなければな
りません。この考えは高知の故山下一穂さんが提唱していた「畑まるごと堆肥化」を再構築したにすぎませんが、生前の山下さんと約束
した今後の農業に重要な指標づくりがさらに大きな地球規模の環境改善に役立つことを目指して、これから邁進していきたいと思ってい
ます。1） 生産現場で実施可能な畑土壌可給態窒素の簡易評価法と施肥診断システムの開発（https://catalog.lib.kyushu-
.ac.jp/opac_download_md/1932017/agr0181.pdf）

y = 0.0152x
R² = 0.9108
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土壌消毒区の微生物相 堆肥・ミネラル区の微生物層

土壌消毒区
の微生物相

糸状菌 放線菌 一般細菌 総数 全体的に菌体数が少なく、
糸状菌が圧倒的に多い。1.7×106 9.7×104 3.2×105 2.2×105

80.8% 4.5% 14.7% 100%

堆肥・ミネラル
区の微生物相

糸状菌 放線菌 一般細菌 総数 微生物数が多く、放線菌、
細菌が多い。8.6×104 3.8×106 5.9×106 9.7×106

0.9% 38.7% 60.4% 100%

③土壌物理性の測定(物理性)・・・デジタル入式硬度計（大起理化工業製）による検査

現代農業は生産性の向上などから、機械の大型化や大型施設栽培
などにより、工業型農業経営をしなければ生産者は生き残れない環境
になっています。
土壌は大型のトラクターに踏み固められ、耕うんすればするほど、表
層から15～20cmのところに耕盤層が形成されます。
耕盤層は土壌の通気性や排水性が低下し、作物の根の伸長を妨げる
だけでなく、干ばつや長雨の影響を非常に受けやすくなります。
硬度計の活用によって土壌の硬さを1cm刻みで60cmの深さまで測定
でき、耕盤層の形成が一目で分かり、物理性の改善ポイントが明確に
なります。

②土壌菌相分布の測定(生物性)

各生産者の畑の土壌から栄養分を取り出し、寒天培地を作ります。その培地に土壌の希釈液を塗り、菌を培養します。
培養された菌は一般細菌・放線菌・糸状菌の3つに分類し、さらに土壌1グラムあたりの総微生物数を計算します。
化学肥料を多投していたり、連作障害がでていることころは糸状菌の割合が高くなることが予想されます。

●土壌菌相分布の測定 15,000円(税別)            ＊菌相分布の測定には2～3週間かかります。

●現地に調査員を派遣するため交通費、人件費等が掛かりますので、別途お問い合わせください。

④放射能検査
8,000円(税別) 詳細はお問い合わせください。
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環境測量士(専門家)による正確な分析と、
長年の膨大な分析デ－タ－と経験を基にし
た研究者による土づくりのアドバイスを。

代表取締役 川田 肇
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静岡大学物理学科卒。
筑波大学大学院物理工学修了。
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有限会社川田研究所に入社。
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計量証明書
平成 年 月 日 環境計量士 〇〇〇〇

＊〇〇mg／100g =〇〇kg／10a (作土10cmとした場合)
CaO190mg／100gは10a当り石灰成分が190kg含まれ
ていること。

＊PH・EC
高PH／低EC・・・石灰が多い。
高PH／高EC・・・肥料過多。
低PH／低EC・・・肥料不足。
低PH／高EC・・・窒素肥料過多。

＊ECは窒素肥料の残留量と密接な関係があります。
ECが1mS/cmの場合には硝酸態窒素が20mg／100g
残留がある言われます。

＊CEC(陽イオン交換容量)
CECは土が石灰などの塩基類やアンモニアなどの陽イ

オンを保持する力を表しています。この数値が大き
い程、土が塩基類などを多く保持できます。

＊鉄(Fe2O3)、ケイ酸(SiO2)

鉄は欠乏はあまり起こりませんが、塩類が集積し、
PHが高くなった時には吸収が阻害される事がありま
す。(酸化) また、稲の場合は遊離酸化鉄が0.8%以下

の場合酸素不足になり、硫化水素が発生しやすくな
ります。ケイ酸は10mg／100g以下になると欠乏し、
稲の場合では倒伏などが起こりやすくなります。

＊マンガン(Mn)、ホウ素(B)

マンガンは葉緑素生成や光合成に関係します。欠乏すると
光合成速度が低下し、イネ科植物やみかんでは新葉が黄
化壊死します。ホウ素は窒素の代謝、カルシウムの吸収、
糖分の移行に関係しています。欠乏すると生長点が止まり
壊死します。逆に有効態ホウ素が6ppm以上になると発芽
障害が起こりやすくなります。

＊腐植
腐植の適正値は3%以上です。堆肥やボカシ、稲藁などを施すと増えますが、土の深さ方向にも充分に施す事が重要となります。

＊塩基類と飽和度
火山灰土壌での塩基類の適正値(果菜類)は大まかに次のようになっています。石灰(CaO)300～450mg／100g 苦土(MgO)30～50mg／
100mg 加里(K2O) 15～25mg／100g しかし、実際には圃場にはそれぞれ差があるために、より圃場の土に合わせた肥料の残留量を知
る必要があります。塩基飽和度はその圃場のCECに対してどの程度塩基類が入っているか求めたものです。石灰飽和度、苦土飽和度、
加里飽和度は石灰、苦土、加里がCECに対して何%入っているかを表し、それぞれの合計を塩基飽和度といい、塩基飽和度が100%を超
えている場合には土が保持できない程の量の肥料分が入っていることになります。CECが20以上ある圃場の場合塩基飽和度は80%が良
いとされ、CECが15未満では作物が必要とする量の塩基類などを保持できないために塩基飽和度を100%以上にした方が良いといわれて
います。

＊リン酸（P2O5）、リン酸吸収係数
リン酸は大よそ50～100mg／100g程度入っているのが良いとされますが、やはり圃場毎に土が違うために土に合わせたリン酸施用量を
求めるためにリン酸吸収係数があります。リン酸はリン酸吸収係数の5～10%を施すのが良いとされます。例えばリン酸吸収係数が1000
の圃場ではその5～10%、50～100mg／100gがその圃場のリン酸施用量の適正値となります。しかし、リン酸は多くの圃場で過剰になっ
ているのが現状です。また、最近ではリン酸過剰がアブラナ科の根こぶ病を発生しやすくすることがわかってきました。

＊窒素類
アンモニア態窒素(NH4-N)が多い時には未熟な肥料を入れた場合が多く、アンモニアガスが発生するなどの害がでる場合があります。ア
ンモニア態窒素は5mg／100g以下が良いとされています。硝酸態窒素(NO3-N)が多い時は肥料過多の場合が多く、多量に残留すると作
物が苦土や鉄などの成分を吸収できないことがあります。また、ECが2ｍS／cmを超えると作物の生育が阻害されるとも言われています。
硝酸態窒素は水に流れやすいので、多い場合には灌水量を増やす等の対策が有効です。
通常硝酸態窒素は15mg／100g以下が良いとされています。
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土壌菌相分布の測定例 *B/F：放線菌を含む細菌から糸状菌を割った数値
*A/F：放線菌から糸状菌を割った数値

キュウリ有機栽培農家(図1)
糸状菌 放線菌 一般細菌 微生物総数

細菌/糸状菌
（B/F*）

放線菌/糸状菌
(A/F*）

各菌数／乾土1g当り 10万 430万 5500万 5900万 593 43
割合（％） 0.2 7.2 92.6 100

キュウリ慣行 栽培農家(図2)
糸状菌 放線菌 一般細菌 微生物総数

細菌/糸状菌
（B/F*）

放線菌/糸状菌
(A/F*）

各菌数／乾土1g当り 3万5千 21万 140万 160万 46 6

割合（％） 2.1 12.8 85.1 100

土壌菌相は、左記のように糸状菌（カビ：黄色丸）、放線
菌（赤丸）及び一般細菌（青丸）と大きく3つに分類して計

数します。寒天培地はそれぞれの圃場から土壌浸出液を取
り出して作ります。この培地は個々の土壌の栄養分を反映
しており、それぞれの土壌で生息している微生物が現れや
すい環境と言えます。土壌病原菌の80％が糸状菌で、糸状

菌の割合を減らすことは、土壌病害にかかりにくくするこ
とになります。

図１：9年間の有機農業の土壌で多種多様な菌相で、土壌病原菌への抵抗力が非常に強い。
図２：化学肥料及び未熟堆肥を多用した慣行農業で菌数が少なく、糸状菌の割合も高く、土壌病害のリスクが高い。

図１ 図２
10万倍希釈 1000倍希釈

土壌物理性の測定
この表はイチゴの施設栽培の
土壌を硬度計で1cmきざみの
圧力(土の硬さ)を表したもので
す。この圃場は20cmと40cmの

ところに硬盤ができている事が
分かります。これまで感覚で硬
いとか柔らかいとかいっていた
ものが、どの様にどれだけ硬
い層があるか、一目で分かる
ようになり、物理性の改善ポイ
ントが明確になります。

▼耕盤 ▼耕盤

土壌の取り方

イチゴハウス土壌

1.採取場所及び採取量
図のように圃場の５箇所から土壌を同量採取し、
それらを良く混合したものを１検体とし、その
中の３００ｇを送付してください。

2.採取部位および方法
表土の２～３ｃｍを払い除け、その下の深さ２０
ｃｍまでの土壌全体を採取します。採取するとき
に図のようにV字に２０ｃｍ程掘り下げ、斜線の
部分を移植ごて等で一定の厚さになるように掘り取ります。

3.果樹、茶園などの場合
平均的な樹5,6本について樹冠から30ｃｍ内側の2,3か所を採取します。
永年生作物の活性根は20から40cmに多く分布するので作土部だけでなく、この部位も採取してください。
＊採土はステンレス、プラスチックなど土壌分析に影響のない物を用い、サビたスコップなどは使用しないで下さい。
＊正確な測定結果が得られなくなるため、肥料の粒が採取土壌に混入しないようにしてください。
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分析のお申込み

「分析申込書」に記載いただき、大和肥料株式会社にご連絡ください。
左の土壌の取り方をご参考にしていただき、「検体」を充分な量をご準備ください。
検体(分析依頼土壌)・・・化学分析の場合（300g） 菌相分布の場合・・・(1kg)
土壌はビニール袋(できたらジッパー付）に入れ、油性マジックで名前･圃場名を記入してください。
「分析申込書」と「検体」を大和肥料にご送付ください。送料はご負担ください。
土壌化学分析、土壌の菌相分布は2～3週間かかります。土壌物理性の測定はご連絡申し上げます。
結果が分かり次第、「分析結果報告書」をご郵送いたします。その際に請求書と郵便局振込用紙をご案内申し上げます。
問題点が解決するように取組んでいきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
＜連絡先・検体送付先＞
大和肥料株式会社 〒661-0967 兵庫県尼崎市浜1-2-30 TEL06-6499-6826 FAX06-6499-6829
E-MAIL  info@daiwa-ism.com www.daiwa-ism.com
協力 株式会社川田研究所

氏名または会社・団体名 住所
〒

連絡先 請求先 (上記と異なる場合はご記入ください)

TEL FAX

携帯 e-mail

〒

圃場名 作付面積 作付品目 速報を希望

a ※FAXで希望 ※メ－ルで希望

希望分析項目に〇をしてください。（微量要素分析のみの受付けはしておりません。基本セットに追加ください。）

1.基本セット項目・・・・・・・6000円(税別)

2.水田用(鉄・ケイ酸)・・・・+1500円(税別)

3.微量要素全項目・・・・・・+6000円(税別) (鉄・ケイ酸・マンガン・銅・亜鉛・ホウ素)

微量要素個別分析・・・各1000円(税別) 4.鉄 5.ケイ酸 6.マンガン 7.銅 8.亜鉛 9.ホウ素

10.全炭素・全窒素分析（T-C,N)・・・5,000円（税別）

11.可給態窒素・・・3000円（税別）

12.菌相分布・・・・・・・・・・・15000円(税別) (一般細菌・放線菌・糸状菌・1gあたりの総微生物数)

13.土壌物理性の測定・・・・8000円(税別)

土壌の種類はどれですか?
1.砂質土 2.沖積土 3.火山灰土 4.粘質土 5.その他( )

その圃場で連作をしていますか?
1.はい 2.いいえ(前作の品目名 )

その圃場への散水にはどのような水を使用されていますか?
1.井戸水 2.水道水 3.用水 4.その他( )

その圃場の水はけは良いですか?
1.良い 2.普通 3.悪い

施肥内容はどのようなものですか?
1.化学肥料主体 2.化学肥料と有機肥料が半分ずつ 3.有機質肥料主体

圃場では土壌消毒をしていますか?
1.していない。 2.している。(太陽熱消毒法・薬剤・ )

その圃場は露地ですか、ハウスですか? 1.露地 2.ハウス

現在の圃場の土壌と作物に問題がありますか?
1.ある (病気、害虫名など具体的に ) 2.ない

申込日 令和 年 月 日

分析申込書
※土壌を送付される際、この分析申込書に必要事項を記入し、必ず添付してください。

(注1) 土壌分析の基本セット11項目はEC・PH・CEC・石灰・苦土・加里・リン酸・リン酸吸収係数・アンモニア
態窒素・硝酸態窒素・腐植です。この他に石灰飽和度・苦土飽和度・加里飽和度・塩基飽和度を計算して求めます。
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オ－ダ－メイド オリジナル 配合肥料

Order-Made Original Ｂlend

「近未来の土づくりはオ－ダメイド肥料」

肥料や土壌改良材は各々のメ－カ－が汎用的に生産した資材を、生産者は経験と勘だけを頼りにして別々に施用してき
ました。そのため畑土は必要の無い成分が溜まって行き過剰になったり、逆に成分が不足して農作物の生育に悪影響を及
ぼし、品質や収量、病害虫にも苦労している場面が見受けられます。
本来の「土づくり」は土壌の状態(物理性・生物性・化学性)を知り、作物に合わせて適切に改善維持していくことが大切で

す。肥料法改正により農家の要望に応えるためであれば、自由に配合できる「施用者委託配合」という制度ができました。
アイデアを活かした肥料の生産が自由にできる時代となっています。
大和肥料は肥料の近未来は畑土や生産者の思いに合わせた「オ－ダメイドオリジナル配合肥料」の時代になると思います。
生産農家の目標達成のため、70年の有機肥料の生産実績のある大和肥料と、つくば市に所在する土壌分析(物理性・生

物性・化学性)の専門研究機関である株式会社川田研究所と協力の上、生産農家と相談しながら肥料づくり、土づくりを目
指していきます。

「3者で相談しながら目標を達成していく」

＊施肥動力の合理化(石灰・腐植・ミネラル(マグネシウム・微量要素等)・元肥など)・・・・・・・・施肥回数の軽減
＊土壌分析に基づいた適切な肥培管理(不要な成分を省き、必要な成分を効かせる)
＊品質向上へ向けた検討。 ＊肥料コスト軽減へ向けた検討。
＊安定生産・増収への検討 ＊病害虫対策への土づくり。 etc .

生産農家
農業法人

目標達成・相談・協力・連携

(株)川田研究所
土壌分析の

スペシャリスト

大和肥料(株)
有機栽培の
専門メ－カ－

■Plan計画 営農相談や土壌分析により現状把握。目標を設定・オ－ダ－メイドオリジナル配合肥料を設計・お見積り。

■実施 オ－ダ－メイドオリジナル配合肥料を製造・施用する。

■評価 取り組んだ結果を評価。問題点や課題を明確にする。

■改善 振り返り軌道修正をして次に生かしよりよくしていく。

「オ－ダ－メイドオリジナル配合肥料の受注・生産・納品までの流れ」

ご連絡➡土壌分析(希望者)➡3者相談➡肥料設計➡お見積り➡配合依頼書➡製造(製造報告書)➡出荷
大和肥料株式会社 TEL06-6499-6826 FAX06-6499-6829 メ－ルアドレス info@daiwa-ism.com
※合計の数量が1000kg(20kg×50袋)からの対応となります。

Plan
計画

Do
実施

Check
評価

Action
改善

土壌
分析
資料
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作物に・畑に・土壌分析に・作業性に・コストに合わせて

オリジナル有機肥料を作ろう!!
肥料の法律改正で自由に肥料が作れるようになりました。
土壌改良剤(腐植)+ミネラル（カルシウム・マグネシウ
ム・微量要素etc.)＋元肥etc.  20kg×50袋から

この機会にオリジナル肥料を検討しませんか？ ご相談に応じます。

●粒状配合でも粉状配合でも自由に作れます。
●土壌改良剤、腐植、各種ミネラル、有機肥料など豊富な原料をそろえています。
●配合製法なので、小ロット生産が可能で、納期が速い。

「粒状」貝化石200kg+マグネシウム120kg+腐植280kg+元肥400kg=1000kg／20a分

肥料の法律が改正され、様々なご要望に応える肥料づくりが
可能になってきました。
肥料づくりの方向性がオリジナルへと変わってきます。
生産農家の考える希望の肥料を共に作っていきたいと思って
います。是非、理想を聞かせてください。

★山畑（果樹園）なので、施肥を1～2回に簡略したい。
★土壌分析に基づいて、肥料を作りたい。
★味や品質を重視したオリジナルの肥料が欲しい。

★肥効調節型で、肥料を相談したい。
★土づくりと施肥を一緒にできないか？
★特別栽培に対応できる肥料がつくれる？
★有機JAS対応でも作れる？
★ご要望をご相談ください。

鉄粒 鉱石粒 腐植粒 貝化石粒 竹炭粒 海粒 コ－ト粒
(有機JAS) (有機JAS) (有機JAS) (有機JAS) (有機JAS) (有機JAS) （特栽）

光合成UP 光合成UP 土づくり カルシウム やわらか土 光合成UP 肥効調整

魚粒 豆粒 アミノ粒 骨粒 ＰＫ灰粒 Ｋ灰粒 発酵植物粒

(有機JAS) （有機100%） 10-0-4.5 (有機100%) (有機JAS) (有機JAS) (有機JAS)

おいしさ おいしさ 茎や葉を 花や実を 根を作る。 根を作る 生長促進

特別推奨品
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葉面散布で健康な作物を!!
作物の養分が不足すると、葉にさまざまな欠乏症状が現れます。こんな時は即効的な葉面散布が有効です。

作物の養分吸収は最小養分率といって、最も不足している養分の量によって左右されます。微量要素は100万分の1単位で必要な要素ゆえに大切
で、葉面散布でのコントロ－ルは有効な手段です。葉は光合成を行うエネルギーの生産工場です。微量要素の多くはマグネシウムと共に葉緑素、

酵素を構成して光合成をおこないますが、この工場に原料を直送する方法が微量要素の葉面散布です。葉面で充分に補給が可能で、非常に効率
が良い方法です。異常気象などの自然災害時に樹勢を回復させ、耐寒性を強め作物を強くするのに効果があります。微量要素の成分は土壌pH、
乾燥、根痛みなど、様々な条件で潜在欠乏をおこしますが、葉面散布により即効的かつ効率良く施用補給できます。
またマルチ等で追肥が難しい場合にも、葉面散布が有効です。栄養周期にあったタイミングで適期散布が可能なため、収量を確保しながら高品質
な作物生産が可能です。散布は朝つゆのない午前中と夕方が良く、雨の日や風の強いときは中止します。最適温度は15～26℃です。

葉面散布剤は気孔の多い葉の裏側に散布するのが効果的です。トマトなどは茎からも吸収します。若い葉の方が吸収力があるので、果樹では展
葉期からの散布が果実の細胞分裂期や生理落果時期と重なるので非常に効果的です。
Mg、Ca、Kは「土壌塩基バランス」と言われ互いに拮抗します。たとえ土壌中に充分あっても他の要素が過剰の場合、バランスが崩れ欠乏症が現れ
ます。こんな時は葉面散布が有効です。土壌の乾燥時や高温時には土壌にカルシウムが充分あっても欠乏症が現れます。酸性化土壌ではMg、Ca、
Moが不溶化し、アルカリ性土壌ではZn、Cu、Fe、Mn、Bが不溶化し、根では吸収できなくなります。葉面散布が有効です。
果菜類では生育の後半に収量が増加しますが、着果数が増えるほど老化ホルモンも増加し、根痛みを起こしてゆきます。葉面散布が有効です。
地温が１４度以下になると、根の活動が鈍り肥料が吸収されにくくなります。接木をした場合、穂木との組合せによっては、吸収されにくい成分がで
てきます。台木の養分吸収が必ずしも地上部の穂木に都合の良いものとは限らないためです。梅雨期前後のケアは酸性雨などによる養分の溶脱
も多く、果樹などでは生理落果の時期と重なります。

高機能葉面散布剤／有機液肥／バイオトラブル

●鉱物ミネラル ケイ酸マグネシウム系 葉面散布剤

ケイ酸（鉱物ミネラル）は光合成能力を向上し、病害虫に対する抵抗性（ファイトアレキシン）や、品質向上、登熟促進を進めます。

葉面散布において、ケイ酸のレンズ効果はマグネシウムの光合成機能において相乗効果を発揮し、病害虫軽減や抑制など、高品質の農作物生産に必要
不可欠で効率的な技術です。
＊みかん・柑橘類への着色、品質向上、連年結果性の緩和 ＊落葉果樹への応用 ＊野菜の品質向上、病虫害抑制、増収技術
＊お米の品質向上、増収と病害虫対策、高温障害に対する効果、倒伏軽減、不稔実の減少、登熟促進
＊ケイ酸植物であるトウモロコシや芝への応用 ＊花卉の色を濃くする。茎を強くする。病害虫抑制
＊茶樹への病害虫対策（カイガラムシ・ダニ）、粉茶の抑制 ＊稲（いもち病・葉鞘褐変病・紋枯病・ごま葉枯病・小粒菌核病）
大麦、小麦、メロン、南瓜、苺、バラ、ブドウなどのうどん粉病、キュウリ（うどん粉病・つる割病・褐斑病・根腐病）、ジャガイモ（そうか病）などの病害が
ケイ酸施用により軽減されています。

P69～P71ヒ－ロ－3号／紅丸／サンフル／鉄筋／稲穂豊穣ミネラル／ P75 ミネラルガ－ド ※赤色はJAS自信度◎

●カルシウム系 葉面散布剤

カルシウム濃度の高い細胞壁（ペクチン）は病原菌の侵入を防ぎ、病害虫に対する抵抗性や品質向上、登熟促進を進めます。

カルシウムの葉面散布は柑橘類（体質強化・日持ち向上・果皮強化「浮皮軽減」）、梨（徒長防止・蜜症対策）、柿（乾果防止）、桃（乾果防止）、りんご
（ビタ－ピット・コルクスポット・徒長防止・日持ち向上）、トマト・ミニトマト（尻腐れ・窓あき果・芯どまり・葉の縁枯れ）、ピ－マン・ししとう（尻腐れ）、ナス
（日焼け・ボケ果）、メロン（発酵果・日持ち向上）、スイカ（日持ち向上）、青ネギ・ニラ（葉先枯防止・トロケ・弾力性）、白菜・キャベツ・レタス・春菊（芯腐れ
・縁ぐされ）、ブロッコリ－（Ca欠乏）、アスパラガス（トロケ・日持ち）、サヤインゲン、サヤエンドウ（芯焼け・芯止まり・収穫期延長）、そら豆（しみ症）、
枝豆（肥大促進・品質向上）、大根・カブ（赤芯症）、ジャガイモ（Ca欠乏・肥大促進）、ゴボウ（初期成育・肥大促進）、イチゴ（チップバ－ン）、花き（葉先
枯防止・日持ち向上）などに有効な技術です。
P75 カルシュ－ト ※赤色はJAS自信度◎

●多糖類系 葉面散布剤

植物の生育は窒素と炭素の駆け引きと言っても過言でないと思います。根から吸収した窒素と葉の光合成で生産した糖を結合して、タンパク質（収穫物）を
作ります。天候不順で光合成が減少し、糖の生産が少なくなり、生育不良や窒素過多、病害虫の発生とつながります。そんな時に「多糖類」の葉面散布
で「糖」を供給し、生育を回復する方法があります。また、積極的に葉面散布することで直接的に「糖」を供給し、品質や増収を図ることも可能です。

P76～P77 ヒカリ1号／水溶性海藻エキス粉末／おひさま濃縮エキス ※赤色はJAS自信度◎

●アミノ酸系 葉面散布剤・有機液肥

良質のアミノ酸の吸収は作物の生育に欠かせない物で、生育や食味に大きく影響します。特に葉面散布や有機液肥は吸収同化も良く、即効的に効果が
表れます。生育調整に是非お使いください。

P78 コラ－ゲンペプチド100／コラ－ゲンペプチッド050／P35～36 農産発酵プロバイオ・リキッド ※赤色はJAS自信度
◎

●ミネラル系 粉末液肥・葉面散布剤

果菜類などの長期どりの作物はミネラルバランスが大切です。異常気象に伴う天候不順時などの樹勢回復に即効的に対処できる資材

が必要です。P79～81 GEF／ミネラルエナジィリキッド／大和濃縮にがり／P75ミネラルガ－ド／P23 ホウ素・マンガンEDTAキレ－ト微量要素

●バイオトラブル系 資材

農業には生育不良や病害虫がつきものです。土づくり、肥培管理をしっかり行うことが根本ですが、異常気象が日常になってきており、なかなか難しく
なってきているのが現状です。しっかり観察し、いざという時の対処を整えなくてはなりません。
P782～P84 彩葉コ－ト／椿サポニン／PSBT／はっぱいきいき／ホタテ超高温焼成ナノパウダ－／P81 フロ－ラルフロ－ラ ※赤色はJAS自信度◎
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天然鉱石ミネラル【葉面散布剤】「ヒ－ロ－3号」「カルシュ－ト」などの好事例。
★評価されています。

柑橘最優秀

天然鉱石ミネラル「稲穂豊穣ミネラル」 奈良県山口農園
「農産発酵こつぶっこ」にて水田雑草の抑草を15年実践されている山口農園さんが、3年前より「稲穂豊穣ミネ
ラネル」の葉面散布をEMと併用して出穂前後と登熟期に行っています。今まで収穫量が平均480kg／10a
だったが、2年連続540kg／10aが穫れました。
2017年は大型台風に見舞われ河川が決壊、稲穂が水没し、稲に泥がのり、収穫をあきらめていました。
ところが、葉面散布の稲は泥を跳ねのけ立ち上がってきて、収穫してみれば570kg／10a収穫でき、「稲穂豊穣
ミネラネル」はすごいと山口さんより評価をしていただきました。
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葉面散布剤 「 ヒーロー 3号」 有機JAS自信度〇

【主成分】 鉱石ミネラル ケイ酸マグネシウム／多糖類 微粉末状
【 梱 包 】 1kg×10袋／1ケ－ス
【 目 的 】 柑橘・果樹 （樹勢回復・品質向上）

ケイ酸作物 （ケイ酸植物のバイオトラブルに強い体質に育ちます。)

■光合成促進 ■耐病性の向上（ファイトアレキシン） ■木の強化（貯蔵養分の増加）
■緑化促進 ■着色向上（登熟促進） ■肥大促進
■食味向上 ■耐倒伏性の向上

＊ヒ－ロ－を葉面散布すると葉色が濃くなり、葉身の厚い、硬い立葉が数多く発生します。
その結果、光合成が活性化し、おいしい作物が生産できます。

＊ケイ酸植物・・・稲・小麦・大麦・ブドウ・キュウリ・マスクメロン・南瓜・イチゴ・バラetc.

【 苗木の生育比較】 試験品種 : デコポン

他社製品区

ヒーロー区

他社製品に比べ葉が大
きく厚い。緑が濃い。

葉が薄い
色も薄い

【 幼木生育比較】 試験品種 : デコポン
散布回数 ４回 (７/８、７/２０、８/９、９/２)

他社製品区 ヒーロー区

樹の大きさ
が倍以上に！

斜め45度に立ち、ぶ厚く、濃い色の
「葉」を沢山つけたみかんは確実に
おいしくなる。
ヒ－ロ－3号の葉面散布で樹勢が強まり、
そんな葉が実現します。
窒素では濃くなるが、葉が垂れます。

※着果の向上・隔年結果の波を小さくす
る技術は次ベ－ジに記載しています。

エチクロゼート乳剤のみ
(フィロガン)

エチクロゼート乳剤
＋ヒーロー
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【 ヒーローの使い方】 温州みかん 連年結果性の向上!!

散布適期 目的 詳細 10a当り

収穫後～3月下旬 樹勢回復 ヒ－ロ－1000倍 + 液肥か尿素 ５００ℓ／1～2回

開花期（花が少ない時) 花芽充実・新芽充実 ヒ－ロ－1000倍 + 液肥か尿素 ５００ℓ／1～2回

裏年
5月上旬～5月中旬（開花期）
★2~3分咲きから満開前までに

緑化促進・着果向上
★隔年結果対策

ヒ－ロ－1000倍 + 展着剤 ５００ℓ／1回
裏年は新芽が多く、新芽に栄養価がとられ花が落ちる。

緑化を早めれば、栄養が取られなくなり、着果率が向上
する。早めの散布がポイントです。

上記より15～20日後に 早期肥大促進 ヒ－ロ－1000倍 + 展着剤 ５００ℓ／1回

表年
★満開を過ぎた頃から一次落下
開始頃 「着花過多園」

花負けしない樹勢の
維持 （緑化促進）

ヒ－ロ－1000倍 + 液肥か尿素 ５００ℓ展着剤／1回
満開を過ぎてから散布。

上記より15～20日後に 早期肥大促進 ヒ－ロ－1000倍 + 液肥か尿素 ５００ℓ展着剤／1回

6月中下旬～8月上中旬
エチクロゼ－ト乳剤を使うころ

早期着色、着色濃度
向上、食味の向上、樹
勢の維持

ヒ－ロ－1000倍 ５００ℓ／１０a
エチクロゼ－ト乳剤を使用時には混用をお勧めします。

【 ヒーローの使い方】 高糖度系温州みかん （青島など） 隔年結果の波を小さくします。

散布適期 目的 詳細 10a当り

収穫直後～１月中旬 樹勢回復 ヒ－ロ－1000倍 + 液肥か尿素 ５００ℓ／1回

開花期（花が少ない時） 着果率の向上 2～3分咲きから満開前までに
ヒ－ロ－1000倍 + 液肥か尿素 ５００ℓ／1回

6月上旬～8月下旬 生理落下を少なく ヒ－ロ－または「サンフル」を1000倍 ５００ℓ／１０a
※「サンフル」は微量要素配合の葉面散布剤です。

【 ヒーローの使い方】 晩柑類 （商品価値の高い大玉果を作ろう!） 確実に肥大を促進します。

散布適期 目的 詳細

収穫後～3月下旬 樹勢回復・耐寒性の強化 ヒ－ロ－1000倍 + 液肥か尿素 ５００ℓ／2回

開花後～9月下旬 緑化促進・果実の肥大促進 毎月1回の定期散布
ヒ－ロ－1000倍 + 液肥か尿素 ５００ℓ／4～5回

【 サンフルの使い方】 キレ－ト剤（亜鉛・鉄・銅)・ホウ素・ケイ酸マグネシウム

散布適期 目的 詳細

5～6月 緑化促進 サンフル1000倍 ５００ℓ／１０a ／1～2回

7月（つゆあけ） ミネラル補給・糖度向上促進 サンフル1000倍 ５００ℓ／１０a ／1回

※上記の混用の液肥の濃度 尿素の場合 500倍 1kg／500ℓ コラ－ゲンペプチッド100 600g～1kg ／500ℓ
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収穫後の散布 １週間程度で葉色が濃くなる。厳寒期の落葉が少ない。

２～３月の散布 芽数が多くなる。（単年度では現れない）

満開期の散布 新葉の緑化が早い。着果率の向上。(裏年)

満開から１カ月後の散布 着果率の向上。果実の肥大が早い。

収穫期 紅色の濃いミカンに仕上がる。

その他 葉肉が厚くなり、葉色の濃くなる。立葉が多く見られる。

展着剤加用で防ぐことが出来ます。
(例) クミテン ５０００～１０,０００倍

【 ヒーローによる薬害】

新葉のみ薬害が出る可能性があります。

【葉面散布 優良事例】
三ケ日Ｓさん

糖度 １２度以上４５%
１１度以上８０%

浜松のみかんで常に上位
味が濃く甘くおいしいみかん。
いつも120点以上で100点を下回っ
たことは一度もない。

① 裏年園の５月上旬～５月中
≪２、３分咲～満開までに！≫
ヒーロー１０００倍 + 展着剤

② ２、３週目にもう１回
ヒーロー１０００倍＋展着剤

※裏年は新芽が多く出て、栄養分がとられて
しまうので、花が落ちる。
ヒーローを２～３分咲きと早めに散布すると、
緑化が早まり養分がとられることがなくなること
で着花率が向上する。

観察ポイント 【 ヒーロー散布後観察できる点】

【着果向上のポイント 】 「裏年」は新葉の緑化を早めることが大事です！
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葉面散布剤「 紅丸 」
有機JAS自信度 × 微粉末状

発色・味のせ登熟
葉面散布剤 !!

★登熟促進・食味向上へのポイント散布
★収穫の約２カ月前 １～２回

【目 的 】 ■早い着色
■濃い紅色
■登熟促進

【梱包 】 1kg×10袋／1ケ－ス

みかんの種類 散布適期 散布濃度 回数

極早生 7月中下旬～8月上旬 1000～1500倍 5～600ℓ／10a 1～2回

早生 8月中下旬～9月上旬 1000～1500倍 5～600ℓ／10a 1～2回

中生・普通 9月中下旬～10月上旬 1000～1500倍 5～600ℓ／10a 1～2回

不知火・清見 10月下旬～11月上旬 1000～1500倍 5～600ℓ／10a 1～2回

＜注意と効果的使用法＞
①カルシウムの混用は不可
②水分ストレスを強く受けているか、エチクロゼト乳剤を1回でも使用した後に散布すると効果的です。
③2回散布の時は10～15日間隔としてください。 ④ほとんどの農薬と混用できます。
⑤着果量が少ないと効果が現れにくい。 ⑥不知火ではエチクロゼ－ト乳剤は不要です。

散布濃度 1000倍 500～600ℓ／10a

散布適期
①収穫後の樹勢回復×1～2回
②新葉の緑化促進（展着剤加用）×1～2回
③糖度向上目的（7月上旬～8月上旬）×1回

農薬との
混用

ほとんどの農薬と混用できます。新葉又は
混用事例のない物はテスト散布してください。

ご注意
◎新葉への散布には展着剤を必ず加えてください。
◎本剤は子供の手の届かない所へ保管してください。
◎万一目に入った時は洗浄水で洗眼してください。

微量要素 ミネラル配合
ケイ酸マグネシウム(粘土鉱物)・・・・50%
キレ－ト鉄・・・・・・・・・・・・・・・・・2.5～3%
キレ－ト銅・・・・・・・・・・・・・・・・・2.5～3%
キレ－ト亜鉛・・・・・・・・・・・・・・・2.5～3%
水溶性ホウ素・・・・・・・・・・・・・・1.5～2%
水溶性モリブデン・・・・・・・・・・・・・0.04%

葉面散布剤 サンフル 微量要素配合
【有機JAS協議中】1kg×10袋／1ケ－ス 微粉末状
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花の種類 散布回数 茎が硬くなる以外の変化
カ－ネ－ション 3～4回／月 2～4日で葉色が濃くなる／花の色が濃く鮮明になる

バラ 2～3回／月 花の色が濃く鮮明になる
ユリ 蕾が見えた頃から出荷前まで7日間隔

スタ－チス 2～3回／月 高温期でも花の色が濃い （シニュア－タ）

かすみ草 3～4回／月

ガ－ベラ 2～3回／月 花の色が濃く鮮明になる
トルコキキョウ 生育中期～後期2～3回／月 葉先の枯れ症状が出にくい
スイ－トピ－ 2回／月 日照不足による花落ち抑制／散布回数が多いとステムが

太く短くなる

フリ－ジャ－ 花芽が見えてから出荷前まで2～3回

輪 菊 草丈30cm頃から花芽が見える頃まで
7～10日間隔

葉が厚く、葉色が濃い（花首から下の葉15枚が厚くできる）
生花重量15～20%重くなる／白サビ病に対し抵抗性が増す

シクラメン 2～3回／月 葉が厚く硬い。花色が濃く鮮明／ウドンコ病の発生少ない
デルフィニュ－ム 2～4回／月 急速に固くするには1000

倍液を2～3日間隔で2回散布
花の色が濃く鮮明になる

■ケイ酸マグネシウム
■水溶性カルシウム
■多糖類
■微粉末状

●茎を強くする。●花の色を濃くする。●病気に強くなる。 ■通常使用濃度 1000～2000倍

【 梱包 】
500g×12袋／1ケ－ス

効果が
出やす
い時

生育がゆっくりの時（秋～冬など） 散布量が多い時（1000倍で250ℓ／10a以上）または散布回数が
3回／月以上の時には、茎が折れやすくなったりすることがあり
ます。この時には鉄筋の濃度を1500～2000倍と薄くするか、散
布回数を減らしてください。または潅水を多めにしてください。

水はけがよい土（砂質土など）

潅水を少なくしている時

効果が
鈍くな
る時

生育が旺盛な時(春～夏など) 散布回数を増やす。3回以上／月
散布濃度を100～1500倍で散布量を増やす。
葉が多く茂っている圃場では、内側まで丁寧に散布してください。潅水が多い時

作物が込合って全体に散布しにくい時

早く硬
くした
い時

日照が短い時 1000倍液を2～3日間隔で2回散布
葉の汚れを防ぐのに展着剤を加用する。

曇天や雨が多い時

有機JAS自信度◎

1. 鉄筋を使用するときは必ず展着剤を混合してください。例、クミテン 4000～5000倍（上澄液の時は不要） 「混合順序」水→展着剤
→本剤→液肥（農薬）
2.展着剤を加え攪拌機で撹拌しながら散布してください。葉の汚れ(白班)を防ぐと共に最も効果的な使い方です。
3.浸透性の強い展着剤は使用しないでください。(薬害の事例あり)
4.少しの汚れでも気になる作物には「鉄筋」の上澄液を作って散布してください。

(展着剤は不要) (例) 鉄筋500gを溶かした上澄液は500リットルの水へ混合する。
5.新薬及び複数の農薬との混用は事前に薬害の有無を確認してください。
薬害事例があった農薬『ダイセンステンレス』

6.水槽の沈殿物は散布しないでください。
7.散布間隔は7～15日で、硬さの状況により間隔を加減する。
8.異常高温及び乾燥の強い時、葉が萎れている時は散布を避けてください。
9.鉄筋を散布できない花 『日々草』
10.高温期では花色の退色が抑えられます。
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■品種
オオツル（約12町）

■施用時期
①花前 鉄筋1000倍
②花期 鉄筋1000倍

●今年は天候の都合
で播種が遅れて全体
的に樹が小さい。

●樹が小さいが例年
より明らかに鞘が多
い。→結莢率の向上



葉面散布剤 稲穂豊穣ミネラル
＜使用方法＞

散布濃度・・・・・・1000倍
散布適期・散布回数
★出穂前(2週間くらい) 1回
★出穂直前または直後 1回
★登熟期 1回

散布量150～250ℓ/10a 10aで約1袋
殆どの農薬と混用可
500g×12袋／ケ－ス (微粉末状)
(注意)花の時期の散布は控えてください。

★特殊鉱石微粉末で波動エネルギ－
を高めています。

●ケイ酸の吸収は特に幼穂形成期以降が多く吸収されます。（生育後期が勝負です。）
●ケイ酸は茎葉に大半が含まれ、茎葉を頑強にし、下葉まで立ち上がります。
●葉の色も濃くなり、葉の厚みや幅、茎の太さ、長さも勝ります。
●葉身のケイ酸は蒸散を低下させる作用があり、しおれなど水ストレスを防ぎます。
●太陽光が地面まで届き、群落の光環境が改善され、同化養分が増え増収いたします。
●ケイ酸はガラス質でレンズ効果で10倍の光を集め、マグネシウムは葉緑素の中心成分で、
相互の作用で光合成を促進し、同化養分を作ります。

●ケイ酸はファイトアレキシンを誘発し、いもちやごま枯病、ニカメイ虫などに抵抗力をつけます。
●稲にはケイ酸成分95kg／10a必要ですが、根からの吸収は地温が30℃以上で疎外されます。
●生育後期のケイ酸の葉面散布は最も低コストで成果の上がりやすい技術です。
●特殊鉱石ミネラルで有用波動を高めています。

2015.10.20(火)収穫調査
【お米に葉面散布剤（稲穂豊穣ミネラル） 】
奈良県 山口農園（除草剤・農薬不使用）

対象区

試験区

試験区の方が緑が濃いのがわかります。

＜成果＞
葉の色が濃い。
葉の幅が広く、
厚みがありしっかり
している。硬い。
光が土底まで届き、
受光態勢が良い。
未熟米が減る。
粒が大きくなり
収量が増える。
９俵→１０俵超え

有機JAS自信度◎
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光合成促進

根への光合成産物
の供給の増加

根の活力増大

根の酸化力の促進

根圏の還元性
物質の解毒

葉身・稈・
籾殻に沈殿

アンモニア態
窒素同化促進

耐病性の向上

養水分吸収
の促進

耐窒素性の向上

ケイ酸

ケイ酸

細胞壁構成
成分の供給促進

稈の機械的
強度の向上

耐倒伏性の向上

過剰蒸酸の抑制

受光態勢の改善

群落の光環境
の好転

多量に吸収

稲における
ケイ酸の働き
概念図

「対照区」

「試験区」

試験区の方が緑が濃いのがわかります。

■育苗への葉面散布

稲穂豊穣ミネラル苗+元気くん
剣山のような立葉、緑濃い、固い葉
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【成 分】 ■カルシウム (Ｃaとして11.9%)
【梱 包】 ■ 1kg×10袋／1ケ－ス 250g×20袋／1ケ－ス

【目 的】 ■( み か ん )果皮の強化・浮皮軽減
■（作物全般）カルシウム補給
■カルシウム欠乏症

【施 用】 .■ 野菜・みかん 3000倍 500～600ℓ／10a
【用 途】 ■トマト・ピーマンの尻腐れ果、イチゴのチップバーン、
ハクサイ・キャベツ・セルリー・タマネギ、レタスの心腐れ、キャベツの縁
腐れ、ニンジンのキャビディスポット、サトイモの芽つぶれ症、りんごの
ビタ－ピット・果肉の軟化防止、西洋梨の尻腐れ果・果肉褐色防止など

有機JAS自信度◎ ★完全水溶性カルシウム

■カルシウムは植物体内を移動しにくい成分で、葉面散布が有効です。
■吸収率が高いカルシウムで、3000～4000倍で効果があります。
■薄い濃度で使えるため農薬との混用に便利です。カルシュ－トを溶かしてから農薬を混合して
ください。念のため、事前に薬害の有無を確認してください。

■お湯で溶かすと溶解度が上がり、より肥効が良くなります。(完全水溶性で無色透明に溶けます)
■りん酸を含む液肥との混用はカルシウムと結合し効果が低下します。

【みかんの浮皮とカルシウムの関係】
みかんの皮100gを乾燥させて、カルシウム含量を図ってみた。
カルシウム含有量が ■700mgを下がると 浮皮になっていた。

■800mg以上だと まず浮かない、味が濃くおいしい。
カルシウムが多すぎると肥大が鈍り、石の様な硬いみかんになる！

みかんの果皮強化、浮皮軽減に効果的な使い方

＜注意＞⑴新葉の展開期に2000倍前後の濃度で使うと、緑化の遅れ、小葉化、着色の遅れなどが現れることがあります。
⑵水分が少ない栽培または干ばつが強い時には小玉傾向となることがあります。

＜カルシュトの溶かし方＞

散布適期 散布濃度 散布量／10a 散布回数

6月上旬～6月下旬 3000倍 500～600ℓ 1回 （たっぷり散布がポイント!!）

水または
お湯15～20L

水にカルシュトを入れる

カルシュ－ト

＊細胞組織を強化して、病害虫に負けない植物を作ります。
＊光合成機能を向上し、品質収量を向上します。

■ 天然鉱石粉末・活性ケイ酸マグシウム・水溶性カルシウム配合
■高波動石微粉末 ■ NET-1000g
「細胞壁・細胞組織の強化」「茎の強化」「光合成の活性化」「登熟促進」「（稲）倒伏防止」「花色着色」
「鮮度保持」「抵抗性誘導現象（ファイトアレキシンの生成）」

一般作物・・・1000～2000倍希釈で葉面散布(7～10日に1回程度) 100～300L／10a

早く硬くしたい場合は2～3日間隔で2回散布する。10～15日効果は持続します。
稲作・・・・・・出穂2週間前、出穂直前、登熟期 各1回 1000倍希釈 250L／10a

柑橘・・・・・・着果の向上・品質向上・樹勢回復・隔年結果の波を小さくする。
使用方法はヒ－ロ－3号に準ずる。

※本材は完全水溶性ではありませんが、主成分は溶出します。 攪拌機を利用してください。
※白色の斑点が気になる作物には少量の水で良く溶かした上澄液を希釈してご利用ください。

有機JAS自信度◎ミネラルガ－ド
活性ケイサンマグネシウム・水溶性カルシウム

『葉面散布剤』
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植物活性資材（葉面散布
用）

ヒカリ1号
「多糖類」の供給

作物名 散布回数 観察点（例）

キュウリ、ナス、スイカ、カ
ボチャ、トマト、ピーマン

農薬、液肥等の散布時に混用 食味向上（糖度向上）、色ツヤが良い、実のしまりが良い、
強い草勢、途長をおさえ茎が太い

イチゴ １０日間隔で収穫完了まで 一番果のなり疲れがなく二番果の花が多く確実に増収と
なる、色ツヤが良い
日持ちが良い、食味向上(糖度向上)

レタス、ハクサイ、キャベツ、
ホウレンソ草、コマツ菜、
ター菜、チンゲン菜

農薬、液肥等の散布時に混用
散布

葉肉は厚くなる、結球が良い、収穫期が前進する(3～7日)、
葉柄が太い、葉色が濃い、中心部の腐敗が少ない

セロリ―、アスパラガス、ブ
ロッコリー、パセリ

農薬、液肥等の散布時に混用
散布

茎が太く葉色が濃い（パセリ）、外葉が大きくなる（ブロッコ
リー）、強い草勢（増収）、食味向上

ジャガイモ、人参、大根、
里芋、ヤマイモ、ラッキョ、
ゴボウ

農薬、液肥等の散布時に混用
散布

春ジャガは一作2～3回の散布が標準、澱粉含量の向上
（ジャガイモ他）

充実した根部で重量がある（空洞がない）、生育がそろい
収穫期が前進（大根）

茎が硬く締まり葉色が濃い（ラッキョ）、貯蔵性が良い（日
持ちが良くしおれない） 食味向上

絹さやエンドウ、サヤエン
ドウ、インゲン、大豆

収穫期間が長くなる（エンドウ）、食味向上、大粒となる（大
豆）

茶 （☆がポイント） 初秋～晩秋２.３回
☆春整枝後１回
☆一茶前(15～20日)１回
☆二茶前(15日)１回
霜害の時１回

葉色が濃い（水色が良い）、葉肉が厚い（製品歩留が良
い）、茎が柔らかく手摘作業がしやすい、芽のびが早い
（摘採の前進3～4日）、収穫量が増える（山間地で効果

大）、耐寒力が強くなる、霜害の回復が早い、ダニ、カイガ
ラ虫が寄付きにくい。（カイガラムシ活動期に葉面散布す
る）

菊、バラ、カーネーション、
スターチス、ガーベラ、ス
トック 、トルコキキョ―、
シャクヤク、ミヤコワスレ

農薬、液肥等の散布時に混用
散布

葉肉厚くテリ葉となる（菊）、茎が太く硬い、ボリュームが出
る（トルコキキョ―）

花が大きい（シャクヤク）、水あげが良く日持ちが良い、花
の色が鮮明
バラのウドンコ病・菊の白サビ病、農薬との混用が良い。

稀釈濃度 標準 １，０００倍～１，５００倍

溶かし方

水槽へヒカリ1号を少しずつ入れ攪拌しながら溶かしてください。
又は水を汲みながら少しずつ溶かすと簡単に早く稀釈液ができます。
1度に入れると固まりが出来溶かすのにかえって手間をかけることになります。
※湯を使えばすぐ溶けます。

農薬との混合

ほとんどの農薬と混用できます。
ヒカリ1号は粘着力が強く薬効を助長することがありますので
農薬は適正な濃度を守ってください。

混用順序 ①ヒカリ１号→②農薬又は液肥

生育を著しく促進し、葉色・葉の肉厚・
太身・食味等を向上します。
◎日照不足時の対策に。
■野菜・茶・花卉 1000～1500倍葉面散布
【梱包】 NET-500g×12袋／1ケ－ス

NET-250g×20袋／1ケ－ス
複合多糖類と水溶性カルシウム

有機JAS自信度◎
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おひさま濃縮エキス 『栄養補給と病虫害予防』

■NET-20kg   ■NET-1kg
海藻のネバネバ成分のフコイダン（多糖類）の吸収

海藻にはネバネバのフコイダンと言う特殊な多糖類があることが知られています。
このネバネバ成分は医療分野でも病原菌から身を守る「防御機能」「バリア機能」、
傷ついた部分を修復する機能があることが研究され、着目されています。
農業利用においては、葉面吸収や潅水による根からの養分吸収や窒素同化の促進による食味・品質向上が
期待でき、葉面散布によるバリア保護機能により、病害虫の侵入の防御機能や傷ついた部分の修復機能、
樹勢回復など多方面に機能いたします。

品質向上! 食味アップ!
生育促進! 修復機能!
病害虫予防! 展着機能!  
樹勢回復!             霜・冷害予防!
土壌微生物活性! 鮮度保持!!
ワックス効果!      着色登熟促進!!
バリア保護機能（防御機能）!

＜注意点＞
※ネバネバしたゲル状の液体ですが、「完全水溶性」で噴霧器から散布できます。
※まずは少ない水で溶かしてから、薄めていくのが楽に希釈できます。
※冬場溶けにくい場合はお湯をお使いください。
※1週間毎など定期的に利用することで成果が際立ちます。
※葉やけの発生懸念から日中の葉面散布は避けてください。
※20倍の濃度では、虫の気口を閉塞して窒息死することがあり、受粉用の蜂や天敵にはご注意ください。
ハダニ、アブラムシ、スリップスなどの微細昆虫、青虫（１０㎜程度まで）、毛虫（２０㎜程度まで）などにも影響があり
ますのでご注意ください。（特に活動が鈍い朝夜散布）
カイガラムシは１０倍以下の濃いめの液を散布又は、刷毛塗等は影響が出る場合があります。

※お茶の霜害対策については、新芽に葉面散布する事により薄い皮膜ができ霜の害から身を守ります。
葉面散布にて、皮膜となった成分は７日～１０日くらいかけて分解吸収されます。
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天然素材

＜使用目的と希釈倍率＞
樹勢回復・・・・・・・・10～20倍液を全体にたっぷり散布
健全生育・・・・・・・・50～100倍液を葉面散布、かん注
食味向上、品質向上・・・30～100倍を葉面散布、かん注

展着効果がありますので他の資材と併用すると効果的
です。

水溶性海藻エキス粉末
天然の海藻からエキスを抽出し、粉末にした水溶性海藻粉末です。水で希釈し、定期的に葉面散布や土壌潅水をすることで
細胞分裂を促進させ、新陳代謝を活性化させます。作物の活性と免疫力そして、品質を高める効果があり、花卉の花芽の付
き方、果実のつき方がより良く改善できます。また、作物の発根と発芽を促進させ、作物の抵抗力を強める効果があります。

＜使用方法＞
■葉面散布 3000～10000倍希釈 2～4回／月 （育苗・幼苗は10000倍希釈）
■潅水・潅注 50～200g／10a 2～4回／月
■種子の浸水 0.5～1g／使用種子1kg
■根の浸水 4000倍稀釈した後根を浸ける。

＜使用効果＞
■生長促進 直接葉に養分が吸収され、発根・発芽・生育が促進されます。
■栄養バランスの改善

微量要素や多糖類の吸収により、栄養バランスが整えられ、
生育が改善され、生理障害や病害虫被害が軽減されます。

■品質の向上 糖度や食味向上、着色、収穫量の向上等の効果が期待されます。
■抵抗力向上 未消化窒素が消化され、病害虫の原因の窒素過多が軽減され

るため秀品率の向上が期待されます。

天然素材



アミノ酸粉末 葉面散布剤 コラ－ゲンペプチド100
完全水溶性

■副産動物質肥料 ■保証成分量 窒素全量15% ■有機率100% ■1kg×10袋／ケ－ス

●低分子コラ－ゲンペプチッドで、水に簡易に溶け、吸収率が高く、特に葉面からはアミノ酸の形で
一週間以内に70%程度吸収されます。（PH 5.0～7.0 ）

●特に注目すべき点は、花や実の品質に好影響を与えるプロリンが13.3%と多く含まれています。
●プロリンは「花芽形成」「着花」「果実の肥大」「耐寒耐暑」「貯蔵性の向上」「成疲れ防止」「糖度・旨み向上」
などに働くアミノ酸です。

◆果菜類（イチゴ・トマト・ナス・キュウリ・ピ－マン・メロン・スイカ・カボチャ等）

育苗期の生育促進と花芽形成に2000倍で7～10日毎に葉面散布
定植後の生殖成長期（花芽分化期・開花期・果実肥大期）に「動噴の場合は1000～2000倍
／ミスト散布500～1000倍」7～10日毎に葉面散布

◆果樹類（ミカン・柑橘類・りんご・梨・梅・桃・ブドウ・ビワ・サクランボ等）

開花前、落花後、幼果期、摘果後、果実肥大期、収穫前、収穫後の各節目に1000～2000倍

◆根菜類（ジャガイモ・サツマイモ・レンコンなど）

定植後から収穫前まで 1000～2000倍で1～2回程度／月 葉面散布

◆葉菜類(ほうれん草・ネギ・白菜・キャベツ・小松菜など)

定植後から収穫前まで 2000倍で1～2回程度／月 葉面散布

◆花卉類(キク・バラ・ガ－ベラ・カネション・・・など)

花芽形成期・収穫前・収穫後等2000倍で葉面散布

＜含有アミノ酸＞
グリシン32.9%、プロリン13.3%、アラニ
ン11.6%、スレオニン1.6%、バリン2.0%、
ロイシン2.2%、メチオニン0.5%、アルギ
ニン4.4%、イソロイシン1.2%、セリン
3.4%、ヒスチジン0.3%、ヒドロキシプロ
リン10.2%、リジン3.3%、フェニルアラニ
ン1.4%、ヒドロキシリジン0.7％、チロシ
ン0.1%、アスパラギン酸4.1%、グルタミ
ン酸6.9%

アミノ酸粉末液肥 コラ－ゲンペプチド050 完全水溶性
■保証成分量(%) 窒素全量 10.0 内アンモニア性窒素 2.0 水溶性りん酸 15.0   水溶性加里 10.0
■指定配合肥料 ■有機率60%  ■1kg×10袋

●動物由来のアミノ酸(コラ－ゲンペプチド)を主原料に、りん酸、加里成分を調整した完全水溶性アミノ酸液肥です。
●水にすぐ溶け、潅水時など便利に使え、即効的にアミノ酸など栄養分を供給できます。
●窒素成分の大半は分子量のアミノ酸(コラ－ゲンペプチド)で浸透力が高く、栄養分がスム－ズに吸収利用されます。
●アミノ酸の吸収で同化作用が合理的に進み、糖度アップなど品質向上に役立つ贅沢な粉末液肥です。
●特にプロリン含量が高く、糖度アップなどの効果が期待できます。
●有機主体で植物や生き物、土にやさしく、おいしさを作るエネルギ－を供給いたします。

＜施用目的＞育苗、定植活着、生育促進、肥大促進、成り疲れ防止、品質向上、寒害防止
＜使用方法＞通常施用(追肥) 500～600倍 育苗 500～1,000倍

水耕栽培 1,000～2,000倍
水稲育苗 8g(約N0.8g)／箱 ７～１０日毎に施用(使いやすい倍率で) 

○上記の倍率で希釈して施用してください。
○あらかじめ少ない水量で溶かしてから、タンクへ投入してください。
○作物の生育を見ながら7～10日毎に施用してください。
○保管は湿りやすいためご注意ください。開封後は完全密閉保存してください。

天然素材
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GEF
■NET－1Kg 5,000円（税別）
■NET－10kg 35,000円（税別）
■NET－25kg 50,000円（税別）
■二価鉄 天然鉱物ミネラル PH約4.0
二価鉄75%  微量要素25% 

■完全水溶性（溶解限度35%まで）

＜特徴＞ 天然鉱石より高温高圧で抽出 硫酸処理されてない天然由来の鉄資材です。
＊完全水溶性 ＊二価鉄高濃度含有 ＊微量要素含有

★土壌改良メカニズム

GEF
★脱臭メカニズム

GEF

＜農業・畜産への活用＞
■土壌中の酸欠改善 ■発根・樹勢回復 ■光合成促進 ■ミネラル補給 ■有害ガス除去
■ECの高い土壌の濃度障害の軽減 ■土壌の団粒化 ■強力イオン交換 ■水の浄化(汚泥沈殿)
■有機物発酵促進 ■糞尿の強力脱臭 ■畜舎内外の環境浄化 ■病害虫の発生予防抑制

①連作障害の改善と団粒化した柔らかい土壌を作ります。
②ガス害・湿害・濃度障害を改善します。
③土壌中の酸素濃度を高め、発根促進・樹勢が回復します。
④肥料の吸収力を高めます。
⑤作物を病害虫に強い体質に改善します。
⑥作物の生長促進・着色促進・糖度アップ・花粉増加
⑦鮮度保持・品質アップ・成り疲れ予防
⑧有機質の早期発酵・良質堆肥化・悪臭の脱臭をします。
⑨悪臭の元であるアンモニア・硫化水素を硫酸アンモニア・硫化鉄に変えて、消臭し、環境を改善します。
⑩定期散布によりハエや蚊の発生が少なくなります。

根に酸素→根を活性化→発根促進
土壌中の有害ガスを分解(イオン交換)
微生物の増殖→有機物の分解→土の団粒化・酵素活性

自浄作用活性化
濃度障害解消
塩基類減少
硝酸態窒素減少（半減）

アンモニア→硫酸アンモニア→アミノ酸
糞尿の脱臭／堆肥の早期分解／酸素供給／有害ガス除去
硫化水素→有益な硫化鉄+水
強力イオン交換+酸素の供給→微生物の増殖（生合成）

畜舎内外の環境浄化
健康な家畜

＜使用方法＞ 10a （葉面への散布は避けてください）
苗床作り 350～500g 苗土全体によく混合する。（土1トン当たり）
育苗ポット仮植前 5～10g 水に溶き仮植前灌水施用（育苗箱30cm×60cm当り）
土づくり 元肥 5～10kg 圃場全面散布耕耘（連作障害圃場増量）
土づくり 追肥 1～2kg 灌水利用／露地は降雨前後に畝間に（20～30日間隔）
水稲 3～5kg 代かき前全面散布。有機質多用田、秋落田ガス発生田増量
有害ガス発生時 3～5kg 畝全体に溶かし灌水又は散布後灌水
根腐れ発生時 3～5kg 即全面施用
果樹 5～10kg         春肥・秋礼肥・植え替え時に施用
芝 1～2kg 年数回水に溶かして散布
造園 3～5kg 植え替え時に弱った樹の樹勢回復として粉を施用又は水に溶かして散布
観葉植物・盆栽 3000倍に薄め根元にたっぷり施用する。
畜舎内脱臭 100gを200ℓの水に溶かして臭発生源に300～1500ml／坪
糞尿脱臭・土壌還元 1kg／1トン 水に溶かして散布
良質堆肥作り 350～500g／1トン 水に溶かして散布

有機JAS自信度◎
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※植物のしおれ（しばらく水没し、急に照ると
しおれる現象）やネギなどの苗が消えていく
現象は、根の酸欠が原因の場合があります。
その場合、GEFを10000倍で灌水すれば効果
的です。



ミネラルエナジィリキッド
『生命活性微量ミネラル液』

■液体微量要素複合肥料
■保証成分量（%）水溶性マンガン0.25 水溶性ホウ素0.10

硫酸第一鉄（鉄として）0.20%    硫酸銅（銅として）0.01%   硫酸亜鉛（亜鉛として）0.91%
モリブデン酸アンモニウム（モリブデンとして）0.060%

■NET-1000cc 3,200円（税別） ■NET-10L 27,000円（税別）

ミネラルエナジィリキッドは全ての生命を活性化する生命活性総合微量ミネラル液です。
生体は全て酵素反応で動いており、多種多様なミネラルは触媒としてあらゆる酵素に働きかけます。
植物では光合成機能が20～40%高まり、窒素同化も促進し、健全生育、高品質多収穫を実現します。
土壌施用は微生物や小動物を活性化し、連作障害や土壌病害、病害虫の軽減予防に働きます。
ミネラル含有率が高い野菜は機能的健康野菜で、美味しいことはもちろん、私たちの生命も活性化いたします。

●総合微量ミネラル （完全水溶性ミネラル）

数億年前に海から隆起した黒雲母花崗斑岩を食用酸でイオン化抽出した総合ミネラル水です。
リン酸（P）、カリウム(Ｋ)、マグネシウム（Mg）、カルシウム（Ca）、マンガン（Mn）、ホウ素（B）、亜鉛（Zn）、
銅(Cu)、鉄(Fe)、モリブデン(Mo)、硫黄(S)、パナジウム(V)、アルミニウム（Al）、チタン(TI)、ケイ素(SI)、
ナトリウムNa）・・等36種類以上 総合ミネラルのアプロ－チはバランス良くミネラルの吸収を進め、
今までにない成果を生み出します。

●超微粒子・速攻吸収
ミネラルエナジィリキッドは各要素が完全に水溶化（錯イオン）で、0.1～0.2ナノの超微粒子であるため、
土壌潅水や葉面散布で施用すれば作物の茎根及び葉面の吸収がすばやく、１～２日で吸収されます。
葉緑素の生成、光合成（糖の合成）など反応が直ちに表れます。
反応の速さが成果を生みだす鍵と言っても過言でありません。

●不足を補い、過剰を排出するバランス調整型ミネラル
ミネラルの吸収は拮抗作用や相乗効果がつきもので、一つのミネラルを効かせると、効かなくなる成分が
表れるなどバランスを取ることが容易でありませんでした。しかし、この生命活性総合ミネラル液は「不足
を補い、過剰を排出する」バランス調整型ミネラルです。

＜施用方法＞

【定植前施用】 100～200倍希釈液 200～400L／10a
【 葉面散布】 1000～2000倍希釈液 100～200L／10a
【 土壌潅水】 1000～2000倍希釈液 200～600L／10a

＜標準施用量1作／10a＞

トマト6～10L イチゴ9L ナス・キュ－リ・ピ－マン5～8L ブドウ3.8L いも・豆類2.5～3L
ミカン・イチヂク4～5L メロン・スイカ・カボチャ3～3.5L 小松菜・ホウレン草1.4～2.8Ｌ
大根・キャベツ3～3.2Ｌ 梅・桃・洋梨・リンゴ・柿3.8L 茶3.5Ｌ バラ・菊1Ｌ

※詳しくは使用マニュアルをご参照ください。
大和肥料のホ－ムペ－ジの冊子一覧から入手、またはお申し付けください。

http://www.daiwa-ism.com/pdf/44.pdf 使用マニュアル

有機JAS自信度◎

－80－
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大和濃縮にがり
■海洋ミネラル ■NET-20リットル ■NET- 1リットル
■分析成分例(%) 塩化マグネシウム 21.38% 硫酸マグネシウム4.19%  塩化加里3.3%   （株）赤穂化成分析
■使用方法 葉面散布・土壌灌水 1000～5000倍希釈
■使用時期 育苗から収穫まで 開花期は控えてください。

〇「大和濃縮にがり」は清らかな日本海の海水を丁寧に煮込み、生成分離した液体濃縮ミネラルです。
〇海水の酸化物や汚染物質を丁寧に中和除去したエネルギ－の高いにがりで、80種類以上にも及ぶ
ミネラルがバランスよく含まれています。

〇マグネシウムやミネラルの補給により光合成や窒素同化作用などの植物の生態反応を活発とします。
〇植物本来が持っている抵抗力・免疫力を高め、植物自身が強くなることで食害被害を抑えます。
〇食味向上、糖度アップ、果実肥大など収穫物の品質向上に働きます。
〇施肥や連作によって生じた土壌のミネラルバランスの偏りを改善し、土壌微生物を活性化します。
〇発芽・発根を促進し、根張りを向上させ、徒長を防ぎ、健全な株を作ります。

有機JAS自信度◎

フロ－ラルフロ－ラ（芳香液)
■本剤は農薬・肥料ではありません。 ■NET-1L ■500倍希釈
■沖縄などの南方地方に「月桃」と言う植物が生息しています。独特な香りを持つ葉には防虫、
抗菌、防菌、防カビの効果があり、お餅をくるんだり（保存）、葉をお茶にして飲用しています。

■蛾やカメムシは匂いに敏感で、果実等が熟してきたら飛んできます。
■フロ－ラルフロ－ラの芳香は蛾やカメムシを攪乱するようです。 アワノメイガ（トウモロコシ）
■フロ－ラルフロ－ラの芳香は人にとって良い香りで、芳香がある限り効果は持続します。
■水に溶けるように天然技術で乳化しておりますが、雨が降っても匂い直ぐには取れなく持続する。
■予防対策でご活用ください。

天然素材 有機JAS自信度×

日本から“農薬”が消える日
ｍｏｎｔ・ｂｅｌｌ ＢＯＯＫＳ
天野礼子著 定価1200円(税別)
ミツバチの大量死や、人間の脳への悪影響
を引き起こす危険な「農薬」。無農薬や有機
農法で作る安全な食品を増やすには、
どうすればいいのか。日本を代表する知識
人や学者、有機農業の実践者たちとともに、
日本の 「食の未来」について考える。
大和肥料でも販売しています。

推薦図書
推薦 野菜が糖尿病をひきおこす!?   
著者 河野武平 宝島社新書
定価 700円(税別)
野菜は体にいいものと普通は思いますね。
ところが野菜の質によっては、逆に体にとても
悪いことがある、との解説本です。ビニール
ハウスで作られたり、必要以上の窒素肥料を
与えられ、肥料の質によっては肥料を十分に
消化できないまま硝酸塩の形で野菜の中に
蓄えてしまいます。硝酸塩は人間には有害で
あり、それがさまざまな疾病を引き起こす
健康への常識を覆す、盲点をついた良書です。

自殺する種子 アグロバイオ企業が
食を支配する 平凡社新書
安田節子著 定価720 円（税別）
実った二世代目の種に毒ができ自殺する
種子が開発された。これを売れば、農家
の自家採種は無意味になり、毎年種子を
買わざるを得ない。そんな「自殺する種子」を
一握りの巨大アグロバイオ企業が遺伝子
組換え技術を使って開発し、生命特許という
手法で世界の「種子と食」を独占支配しよう
としている。

悪魔の新･農薬「ネオニコチノイド」
ミツバチが消えた「沈黙の夏」
三五館 1400円(税別)
著者 環境ジャーナリスト 船瀬俊介
本書で告発する農薬「ネオニコチノイド」は、
すでに農業大国フランスをはじめヨーロッパ
各国で相次いで使用中止命令が出され

ているにもかかわらず、日本で一番使用さ
れています。使用量も中国のなんと100倍！

－81－



農薬を散布したくない人に!!

彩葉コ－ト（いろはコ－ト）

植物保護液

■原 材 料 天然植物油脂（カヤ、クトウシ、パ－ム、セイコウ、ソヨコ等）
農薬的成分、毒性はありません。

■散布方法 葉の裏を中心に滴り落ちるほど散布ください。
■散布濃度 基本濃度 2000倍 新葉は2500倍 （散布濃度厳守）

椿サポニン500倍と併用ください。（効果も薬害の危険も高まるのでご注意ください。）
■使用注意 濃度障害注意（散布濃度厳守）

みつばちへの直接散布は注意（巣箱をハウス外に）
花期の散布はご注意ください。
夏場の日中散布は不可です。
育苗期、定植期、新葉期はご注意ください。
すもも、ブドウなどのブル－ムを溶かすことがあります。

■500ml ■60ml 

「彩葉コ－ト」はハ－ブや薬木等、植物から抽出した油脂などを配合して作られた植物保護液です。
この彩葉コ－トを散布することにより、天然植物由来の油脂膜が植物のバイオトラブルを解決し、
植物を保護します。本剤は農薬ではありません。

■残留農薬分析結果報告書「一般社団法人 雑賀技術研究所」
（360項目不検出）

■雌マウスを用いる急性経口毒性試験「日本食品分析センタ－」
(異常や死亡例は認められなかった)

■使用事例
いちご、ハクサイ、りんご、桃、トマト、ナス、大豆などの無農薬有機栽培
アブラムシは油ではじきますので、椿サポニンを併用してください。

椿サポニン
■保証成分 サポニン65% PH5.5～6.5 粉末状
■NET-500g ■NET-10kg
■製品用途 天然の界面活性剤（水抽出）

天然物で化学成分や毒性はありません。
強い界面活性力で土中のバイオトラブルに対抗します。

■灌水利用 100～400倍
■水田 1kg／10a 流出水を川、湖に流さない。3日以上保留してください。
■ゴルフ場 1000倍希釈液散布
■注 意 微粉末で吸い込むと呼吸が苦しくなります。

水に溶かして施用してください。
大変湿りやすい物です。
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天然素材

天然素材

※詳しくはパンフレッ
トをご参照ください。
弊社HPまたはお申し
付けください。
http://www.daiwa-
ism.com/pdf/56.pdf

※作物の気孔も塞ぎ、薬害が出
る場合があります。

作物によって、その濃度は様々
です。小区画で試験しながら、施
用ください。



PSBT

■微生物土壌改良剤
■散布濃度 300～500倍
■NET-1L
■NET-10L
■葉面散布
■対象作物
アブラナ科
（キャベツ・ブロッコリー・カリフラワー・メキャベツ・カブ・コールラビ・コマツナ・青梗菜など)

有機JAS自信度◎

シンクイガの被害が
少なくなった。
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キトサン植物成育栄養剤 「葉っぱいきいき」

■有機JAS自信度 ×
■20Ｌ ■ 10L ■ 1L
■使用方法 土壌散布・・・1000倍～1500倍

葉面散布・・・1000倍～2000倍
■キトサンについて
カニガラから生成されるキチン質は、果樹・花・野菜・芝・鉢植等の根元への土壌潅水、葉面散布で植物全体（土壌も含め）イキイキ
させます。キトサンは、昆虫や糸状菌（カビ）などの体に含まれている成分で、自然界では主にキチン質として植物の生育環境中に
豊富に存在していた物です。植物は昆虫や微生物との接触により、溶菌酵素キチナーゼなどを活性化し、病害虫が近寄りづらい体
を作り、自らの体を守っています。現在では農薬などの多様により、昆虫や微生物が激減し、キチン質の循環が失われています。
多くの土壌でキチン質が不足していることが植物の抵抗性の低下につながり、病気に侵されやすくなっている原因の一つと考えられ
ています。

■キトサンの効果
土壌にキトサンが増えると、それをエサに放線菌などの有用菌が増え、有害な糸状菌を抑制し、土壌環境を改善することが期待で
きます。また、葉面散布により発芽、発根の促進、徒長の抑制など植物の生長を促進すること、植物自身のキチナーゼ活性による
病害虫抵抗性の向上が図れます。

■キトサン効果のまとめ
●植物免疫の向上 ●土壌微生物叢の改善 ●病原性微生物の抑制 ●土壌の団粒化 ●根張りの促進 ●活着の促進
●徒長抑制 ●傷の修復 ●害虫の忌避効果 ●栄養生長と生殖生長の調整 ●各種植物ホルモンの活性

■使用例

光合成細菌PSBとバチルス菌BTで病害虫
被害の少ない土づくり!!
光合成細菌PSBとバチルス菌BTを共生培養した液で、
生きた微生物と微生物が作り出したカロチノイドなど
の有効成分が、植物の生育を旺盛にし、甘みや色づ
きを良くします。
300～500倍に薄め、葉面や茎に散布してください。
特に、葉や茎の食害が発生すると予測される時期に
集中して散布することで、植物の生育を旺盛にし、
食害に負けない生育を手助けします。
病害虫被害の少ない土づくりをお勧めします。

きれいな肌の大根
が採れた。

■芝生の育成

時期 倍率 潅注量（10ａ当り)

通年 800～1000倍 1000ℓ

※月３回ほど

■ランなどの高級花の施設

時期 倍率 潅注量（10ａ当り）

開花期迄 1000～1500倍 1000ℓ

※5～７日毎■カーネイション・菊・バラなどの施設

時期 倍率 潅注量（10ａ当り）

定植前 1000～1500倍 500ℓ～1000ℓ

定植後 1000～1500倍 500ℓ

※月２回ほど

■果菜類の栽培

時期 倍率 潅注量（10ａ当り）

定植前 1000～1500倍 1000ℓ

活着後 1000～1500倍 500ℓ

その後月1回 1000～1500倍 200ℓ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Groene_savooiekool_schade_van_kooluil_(Mamestra_brassicae_damage).jpg


ホタテ超高温焼成ナノパウダ－

ホタテ貝殻粉末は抗菌性や吸湿性に優れ、防虫効果・消臭効果などがあります。このホタテ貝殻
粉末を1000℃で焼成して、ナノレベルに粉砕したものがホタテ超高温焼成ナノパウダ－です。
超高温焼成することによって機能性が高まり、次世代の環境改善材と期待されています。

■特殊肥料 ■10kg ■1kg ■微粉末
■強アルカリ性 PH12.8～13.2抗菌力のある貝殻焼成カルシウム（水酸化カルシウム）
■使用方法 本品を水に1.0%～2.0%程度溶解させ、強アルカリ性の水溶液を作ります。
■機能性 ＊有害な細菌を殺菌除菌することができる。

＊有機汚染物質を洗浄分解でき、細菌の増殖を抑制する抗菌力がある。
＊農薬除去（化学物質分解軽減機能）
＊抗菌、除菌、殺菌効果（大腸菌、レジオネラ菌、サルモネラ菌、O-157、

黄色ぶどう球菌等悪玉菌）
＊消臭効果（腐敗臭、アンモニア、ホルムアルデヒド臭等）
＊食品添加剤 コンニャクの凝固剤、中華麺類（規水の代替）（食品衛生法第52条）

★野菜洗浄・鮮度保持の場合 小さじ1杯(2g)/2リットル
約5～10分漬置きする。汚れや残留農薬などが溶け出し浮きあがります。水洗いして、お召し上がりください。
除菌され3倍程度鮮度保持されます。炊飯は小さじ1/4程度入れて5分ほど漬け置きしてからお米を研ぎます。
残留農薬を除去し、ふっくら炊きあがります。（水分を少なめに） 肉や魚は小さじ1/4程度ふりかけなじませ、
5分してから洗浄してください。くさみがなくなり、旨味成分が引き出され、美味しくなります。
※溶液の変色（玉葱、牛蒡、トマト、法蓮草、紫蘇など)や食材表面が変色（牛蒡、人参）する場合があります。
※殺菌剤などで野菜の細胞が傷ついている場合、その箇所が溶けたり、剥離する場合があります。

★調理器具・包丁・流しの除菌・スポンジ・歯ブラシ・布巾・消臭 小さじ1.5～2g/2リットル
水溶液に10分程度漬け置きするか、スプレ－し10分ほど放置した後洗い流します。

★洗濯物の除菌・消臭。（使用量/20リットルに対し、大さじ1～2杯）
洗濯物と洗濯槽の除菌が一度に可能。洗剤は控えめでも良く洗浄でき、部屋干しの嫌な臭いもありません。
手もみ洗いは手袋着用。色落の恐れがありますので、浸け置き洗いは不可。

★お風呂 アルカリ温泉効果 代謝アップ 体臭予防 大さじ1～2杯
温泉効果で代謝をサポ－トします。お肌すべすべ、美肌効果。汗の臭いなど体臭予防にもなります。
歯周病予防、水虫白癬菌の殺菌、アトピー性皮膚炎の改善、院内感染防止など様々な分野に。

★お部屋・下駄箱・トイレなどの除菌、消臭いたします。小さじ1.5～2g/2リットル
水溶液の上澄み液をスプレ－してください。スプレ－後、液体が付着した箇所に白く浮き出ることがあります。
布製のものなど、色が濃い物へのご使用はお避け下さい。

★家庭菜園1.0～2.0% の水溶液を作り活用する。 （抗菌・除菌）
強アルカリ殺菌消毒とカルシウム吸収をはかり細胞壁を頑強に／水溶液の上澄液を噴霧器で噴霧する。
葉の予防防除／株もとにジョウロなどで流し込む。青枯れ・土壌病原菌／つる割れ部分に塗布する。

有機JAS自信度◎

菌種／脱臭試験結果 初期菌数(efu/ml) 除菌時間 結果菌数

細菌

大腸菌／緑膿菌 2.3×１０ 5 3分後

検出0

サルモネラ菌 2.1×１０ 5

血清型O-157 4.0×１０ 5 5分後
腸炎ビブリオ菌 1.2×１０ 5

黄色ブドウ球菌 1.6×１０ 5 15分後
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA 2.5×１０5 3時間後

ウイルス ノロウイルス 7.0(log teld50/ml) 10分後
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＜施用事例＞
①八朔の色づきが早くなり、甘い果汁が多くなりました。
②光合成なくして実はならないをテ－マに取組み、きゅうりの収穫量が約2割増加。
③ミニトマトの収穫開始が3日も早まり、糖度も0.4度高くなりました。
④高級小ネギが33℃以上の高温でも栽培でき、収穫開始が3日間短縮できました。
⑤かいわれ大根の葉の色が良くなり、サイズの均一化が実現できました。
⑥梨の色づきを早めることができ、糖度も0.8度高くなりました。
⑦ぶどうの実が大きく、果汁たっぷりで糖度も2.3度向上しました。
⑧トマトの色づきが良くなり、果汁が多くなりました。
★良い事例が増えており、利用される生産者が増えてきています。 詳しくは資料請求ください。

SpectralX
製品ラインナップ

■50m品
幅3.6m×長さ50m
定価 72,000－（税別）

■10m品
幅3.6m×長さ10m
定価 15,000－ （税別）

●30％遮光して、光合成機能を
高めます。

●光合成機能が向上することで、
品質が向上いたします。

●水稲育苗にも効果が確認され
ています。

●長期間栽培される果菜類など、
差異が見えやすいです。

●生育安定に導きます。

●小面積でテストされ、採用され
る生産者が増えてきています。
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夏の異常高温に対抗する一つの方法

遮光して、
光合成を
促進する。



ExpertPH 定価 ￥15,000（税別）

測定機器
類

ｐHと温度を同時に表示します。標準液を
自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単
に校正できます。安定マークを表示、測定
値の読み取りや校正のタイミングをお知ら
せします。

ExpertCTS 定価 ￥15,000（税別）

EC（導電率）/TDS/塩分濃度を温度と同時
に表示します。 標準液を自動認識、ワンプ
ッシュボタン操作で簡単に校正できます。
（校正範囲内） 測定物に合わせてTDS 係数
の設定が可能です。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正
のタイミングをお知らせします。

測定範囲 0.00～20.00mS/cm

分解能
2.00ｍS/cm以下 10μS/cm
2.0mS/cm以上 0.1mS/cm

精度 ±2％F.S ±1LSD

自動校正範囲 84μS､1413μS､12.88ｍS

測定範囲 0.0～14.0pH

分解能 0.1pH

精度 ±0.1pH

校正点 1～3点（自動認識）

比色式ｐH検定器 DM-2   定価 ￥3,200（税別）

●色で見るpH試薬検定器です(測定範囲pH4.0～pH10.0)
●ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です
●サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です
●土壌管理、水管理に最適です。

PH試験紙 (PH3.2～5.6)    定価 3300円(税別)
●液体のPH測定に便利です。EM活性液作りにお使いください。
●10冊 200シ-ト／1セット

葉色カラースケール 定価 ￥4,200（税別）

●稲の生育時期に合わせて葉色を見て窒素の効きを判断するものさし。７色

コンパクト硝酸イオンメータ 】＜LAQUAtwin＞
B-741 【作物用】 定価39,800円（税別）★交換センサ－ 定価11,000円（税別）

B-742 【土壌用】 定価45,000円（税別）★交換センサ－ 定価11,000円（税別）
少量（0.3mL～）のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イ
オンメータです。

MASTER-TM      定価 ￥13,000（税別）

野菜などサンプル汁が微量なものに最適。葉汁、茎汁、根汁などを搾る、搾汁器、
ミニビーカーなど、必要なものをセットにして提供。通常の糖度計としても使用できます。
「生育診断」 適正糖度（先端より4～5枚目の葉の糖度）
ナス4～5度・キュウリ3～4度・トマト3.5～4.5度。ミニトマト4～5度・イチゴ6～7度
ニンジン7～8度・キャベツ8～10度
数値より糖度が低ければ窒素過多傾向、高ければ追肥をすれば多収穫となります。

－86－

※価格が変更になる場合もあります。ご了承ください。



創業 昭和27年 70期
目

終戦後の昭和27年有機配合肥料のメ－カ－

として、安保春夫が尼崎市にて創業し、先代
安保謙作、安保英樹と引き継がれ、今年で70

期目を迎える。北は青森のリンゴから、南は
鹿児島のお茶まで、味を問われる農作物の
有機質配合肥料を生産し続けてきた。

肥料の生産を通して、日本の農業の変遷を
感じながら、海外のコスト重視の農業でなく、
消費者に評価される品質の高い農作物の生
産を進めるべきと「安全でおいしく、健康に役
立つ農作物の生産を進めている。

日本の農業の方向を変えていきたい!!
「日本農業再生」

戦後の日本の農業は昔より培われてきた「土づくり」から遠ざかり、化学肥料農薬中心の農業が展開されてきました。
コストや利便性などにより、その傾向は今もますます強くなっています。そして、土は疲弊し、病害虫に悩まされ、
土壌消毒や農薬施用などが切り離せなくなました。
日本の単位面積当たりの農薬使用量は韓国に引き続き世界2位で、発達障害者数も韓国1位、日本2位となっています。
そのように生産された農作物は、栄養価が激減しており、おいしくないのか消費が低迷しています。農業の後継者が少
なくなり、高齢化が深刻です。自給率も38%と減り続け、アトピ－やガンなどの病気が増えているのが現状です。
一方では有機農業推進法が制定され、安全でおいしい農産物を作ろうと、有機栽培に取組む生産者も増えています。
農業は食べ物を生産する仕事で、消費者が評価するおいしい農産物を生産することが基本と思います。日本の農業
が国民の健康を守る産業になることで国民に支えられ、永年に発展していくことと思います。私どもは誰もが安全でおい
しい農産物を生産できるように、努力を続ける所存です。日本は優れた品質の農産物が生産できる適地と考えていま
す。きれいな水が豊富で、土が肥沃で、東西南北に長く、標高差があり、海や火山により豊富なミネラルが供給され、
四季があり、几帳面な国民性で、実にバラエティに富んだ優れた農作物が生産されています。
広大な農地で飛行機で肥料を撒いたり、海外でよく見る土埃のする赤茶けた土壌や人件費が安い労働力を駆使する
農業と競争すれば、コストでは負けると思います。しかし、そんな農業では品質の高い農産物はできません。日本に適
した優れた農産物を生産し、国民の健康を守りながら、発展を続けているアジアの富裕層をタ－ゲットにして行けば、
日本農業は一人勝ちできるチャンスもあると思います。

年 栄養素 1952年 1982年 1997年 2012年

ほうれん草

ビタミンA 8000 1700 2900 350

ビタミンC 150 65 65 35

鉄分 13 3.7 3.7 2

にんじん

ビタミンA 13500 4100 4100 740

ビタミンC 10 0 6 2

鉄分 2 0.8 0.8 0.2

トマト

ビタミンA 400 220 220 45

鉄分 5 0.3 0.3 0.2

リン 52 18 18 26

みかん

ビタミンC 2000 65 35 35

カルシウ
ム

29 22 22 11

鉄分 2 0.1 0.1 0.1

－87－



有機野菜の価値を伝えたい!!

Open 水木金10：00～18：00 Close
土日 10：00～17：00       月・火・祝日

兵庫県尼崎市浜2－15－18
TEL06-6430-9223 FAX06-6430-9226

★皆さんが育てた安全・安心・おいしいを
販売しています。

－88－



A M A G A S A K I

FESTA
ORGANIC

～みんなでつくろう
幸せな暮らし～
第4回

オ－ガニックエコフェスタ
●大和肥料の倉庫をかたずけて、「有機農家」や「オ－ガニック飲食店」に出店いただき、有機野菜の
おいしさを伝えています。

●収穫体験や音楽ライブなど様々な催しが行われ、前回は2000人を超える参加があります。

－89－

Organic Gallery 肥料倉庫を改装し、natural marche Hare Bareの別館として、今春オ－プン!!

やりたいこと盛りだくさん!! 『イベント広場』 仲間と共に農業と食を伝えよう!!

●ファ－マ－ズマケット・・・このギャラリ－で有機農産物の販売を足掛かりに、阪神間での販路拡大に挑戦してみて
はいかがでしょうか？

●有機農業技術の紹介／有機肥料資材 (農業生産資材・家庭菜園資材)の展示販売
●優良事例の展示紹介
●有機肥料工場見学／施肥技術のご相談／営農相談
●有機農業技術セミナ－／有機家庭菜園セミナ－／農と食講演会
●オ－ガニックフイルムフェスタ
●有機種子・有機苗販売(日本の気候で栽培できる熱帯果樹苗「凍結活性法」を含む)
●モデル菜園／モデル果樹園／モデルガ－デニング
●モンベルフィ－ルドウェア－（農家ファッション）展示販売予定
●ペレットスト－ブ(林業支援)／ピザ窯etc.



大和肥料工場見学と営農相談

AM10:30～ 11:30～ 12:00～

＊有機肥料のお話を聞く。 ＊肥料の製造工程をみる。 ＊旬の有機栽培のお野菜を味わえます。
＊有機肥料を知る。 ＊旬の野菜などを販売しています。
＊日頃の疑問を質問する。

肥料説明会 30分
オ-ガニックギャラリ－
展示販売 30分

有機肥料工場の
ご案内(見学)

30分

natural marche

Hare Bare
有機を味わう60分

ご予約方法 工場見学・営農相談は完全予約制です。水曜日～金曜日の平日

午前 10:30～12:00

大和肥料株式会社 見学・営農相談係

TEL06-6499-6826 FAX06-6499-6829（お問い合わせください）

見学御希望日の2週間前までに、お申込みください。

昼食はnatural marche HareBareをご利用いただけます。

要予約 メニュ－ ①旬野菜と塩麴漬け豚せいろ蒸し 1100円(税込)
②旬のお野菜カレ－ 990円(税込)
その他、スム－ジィ・ドリンクメニュ－多数ご用意しています。

https://harebareshop.com

予約確認後、お電話させていただくことがございます。

※日程が合わない場合はご容赦お願いします。

※午後からご希望の場合はご相談ください。

所要時間 約90分(人数によって変動があります)

料金 無料 (飲食を除く)

定員 最大20名前後

対象 生産農家個人、団体様・家庭菜園個人、団体様・農業法人個人、団体様

注意事項 ✻予約後の内容変更(人数、時間、予約内容)は必ずお電話にてお知らせください。
✻外国の方は通訳のご同行をお願いします。(日本語のみでご案内)
✻肥料工場は汚れる可能性があります。適切な服装でお願いします。
✻開始時刻10分前まで到着をお願いします。
✻早くご到着の場合はオ-ガニックギャラリ－で開始時間までお待ちください。

✻遅れてご到着の場合は、見学コースを一部短縮、またはご予約を取り消しさせて

いただく場合がございます。

✻工場生産状況によってラインが休止している場合は、見学内容が一部変更となる

場合もございます。

✻酒気帯びた方の見学はお断りしております。

－90－

https://harebareshop.com/


ご注文 大和肥料株式会社
〒661-0967 兵庫県尼崎市浜1-2-30

TEL06-6499-6826 代表

TEL06-6499-6827 営農相談

TEL06-6499-6842 環境事業部

FAX06-6499-6829

お届け 送料無料配達
＊商品代金の合計が10.000円（税別）以上の場合は送料弊社負担で対応いたします。

＊下記の特別地域は別途送料がかかります。ご了承ください。

（北海道・青森・岩手・秋田・宮城・福島・山形・茨城・栃木・群馬・宮崎・鹿児島・熊本・長崎・佐賀・大分・沖縄
・離島など）

＊条件以下の発送は発送単位ごとに送料を請求させていただきます。

＊20kg肥料は1袋ごとに送料がかかります。

＊商品のお届けはお申し込みから2～7日後の到着となります。早めにご注文ください。

＊翌日必着や時間指定の場合は通常運賃に別途料金が加算されます。

離島やその他の地域は翌日必着ができません。ご了解ください。

ご予約

＊商品は常に在庫しておりますが、一時に集中した場合不足する場合がございます。

前もってのご予約が確実です。何卒よろしくお願い申し上げます。

＊数量をおまとめいただくと、配送の工夫でき、割引できる場合があります。
トラック配送（180～500袋） よろしくお願い申し上げます。

お支払
＜郵便振替＞
＊商品発送後に請求書並びに郵便振込用紙(口座番号01110-6-88506)を同送させていただきます。

振込手数料はお客様負担となりました。ご了承ください。

＊届きました商品と請求書とをご照合いただき、万が一過不足、破損などがございましたら、誠に恐れ入り
ますが、商品到着後2日以内弊社宛にご連絡ください。
＊商品到着後、10日以内にお近くの郵便局にてお振込みください。

＊郵便局振込用紙の受領書を持って領収とさせてください。

＜代金引換＞

＊代引き手数料はお客様負担とさせていただきます。

(1万円未満 300円(税別)、1万円以上～3万円以下 400円(税別)、10万円以下 600円(税別))

＊届きました商品をご照合いただき、万が一過不足、破損などがございましたら、誠に恐れ入りますが、
商品到着後、2日以内に弊社宛にご連絡ください。

＜銀行振込＞

＊銀行振込の場合は振込人名はご注文者のお名前でお願い申し上げます。

＊振込手数料はお客様ご負担でお願いします。

三菱UFJ銀行尼崎支店 当座0728955 ジャパンネット銀行 店番号002 口座番号2937387

サ－ビス

＊領収書が必要な場合はお申し付けくださいませ。

＊肥料生産工場なので、記載以外にも多数肥料等の資材がございます。お尋ねください。
＊工場見学も随時受け付けています。肥料原材料や製造設備も見ていただけます。ご予約を。

＊ご質問・ご要望はお電話・FAXにてお尋ねくださいませ。随時受け付けます。

＊営農・家庭菜園・施肥のご相談などもお気軽にお尋ねくださいませ。

＊肥料説明会などの開催も受け付けます。お申し付けくださいませ。

お引取り
＊弊社工場に肥料資材をお引取りいただく場合は場合に割引価格を適応させていただきます。

ただし、お引取りが集中いたしますと、在庫がなくなる場合も考えられ、
前もってご予約いただきますよう、お願いいたします。


