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特許一覧 

◆国際特許 WO００/４２１６９号 バチルス・サブチルス・タケミ菌 
            （アメリカ・カナダ・ヨーロッパ＜ドイツ・フランス・イギリス＞） 
 

◆日本国特許 
 ・第３７８９３０３号 新種の微生物およびその利用法 
 
 <過去の特許取得実績に現在のバイオ技術が引き継がれています！> 
 ・第１７６１６１９号 土壌改良剤   
 ・第２０４２２３１号 遅効性肥料 
 ・第２０８７５８０号 葉面散布用肥料 
 ・第２１２４３３１号 植物の生理活性促進剤 
 ・第２８１１５１２号 樹木の病害虫駆除方法 
 ・第２９５４６９０号 水田等の土壌活性化方法 
 ・第３０９１７９６号 納豆菌を増殖させた製造方法 
 ・第３０９５５５１号 無農薬栽培方法 
 ・第３１５１２７９号 ハウス栽培用植物生理活性促進剤 
 ・第３１６１８２８号 大豆加工食品 
 ・第３４９３０９９号 成育材料と一体化した種子およびその製造方法 
 ・第３５３９６５０号 水処理用セラミックス  
 ・第３５３９６５１号 成育材料と一体化した種子の製造方法 
 ・第３６３３７４２号 植物栽培装置 
 ・第３６３８６５３号 汚水処理装置 
 ・第３７０３２０６号 堆肥製造装置 
 ・第３８２４０７３号 粉状食品および加工食品の製造方法 
 
 特許の数ほど安心・安全・健全性を確立します！ 

アメリカ合衆国特許証 日本国特許証 
Ｐ１ 



バイオ肥料コンセプト 

 長年にわたる農薬や化学肥料の過剰使用で土の栄養バランスが崩れ“土の破壊”が起きる！  
             →   連作障害の発生 ・ 体内溶存酸素欠乏や活性酸素発生による健康被害増加！ 

Ｐ２ 

国際特許 バチルス・サブチルス・タケミ菌 

安心・安全・健全性農作物 
の栽培が可能に！ 

独自の特許技術を活かしたバイオ技術 
Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）・核酸関連物質・アミノ酸 

肥料の流亡・流失なく肥効は最大１２０～１５０日持続！ 

ＢＳタケミ菌由来の有機態窒素・連作障害解消 
有害細菌の増殖阻止・植物の健全な生長促進・有機酸生成 

厳選された原材料 
最適な配合率でブレンド 

↓ 
独自の特許技術を添加 

長年の研究成果 
植物生育のメカニズム追及 
最新のバイオ先端技術確立 

↓ 
発芽・着花・根幹・支根・根毛 

品質向上・増収増益 



特許技術の集大成『安心・安全・健全性』バイオ肥料増収メカニズム 

Ｐ３ 

元気な植物はプラスの電荷を持つ！ 
 
弱った植物や窒素過多の場合、葉面はマイナス電荷になる！ 
                   ↓ 
太陽光と弱った植物は、磁石と同じようにマイナス電荷同士で 
反発しあうため、光合成が出来ない。また、病害虫・毒素系微 
生物はプラス電荷であるため、弱った植物と引き合い、病害虫 
が発生しやすくなる。 

アミノ酸（プロリン） 
花芽形成・着果・果実肥大促進 

うま味の向上 

核酸関連物質（ウラシル・シトシン） 
花芽形成・着果・果実肥大促進 
植物の細胞細胞密度を高める 

うま味の向上 

ＢＳタケミ菌 
有害微生物の増殖阻止 

連作障害を解消 
硝酸態窒素を捕食し有機態窒素に変換 

キチン・キトサン 
植物のワクチン的役割 
有害微生物の増殖阻止 

連作障害を解消 

フルボ酸（腐植酸） 
土壌改良・根の活性促進 
植物生理の活性促進 

還元尿素 
ＢＳタケミ菌由来の有機態窒素 

アンモニア態窒素＆硝酸態窒素抑制 
１５０日間均一に肥効を持続 

病害虫に対する 
抵抗力が強くなる 

植物老化抑制材強化 
日照りや寒さ、日照不足等の 

気候変動に強くなる 

窒素同化作用・ 
人工光合成・強化 

太陽の光・熱 
マイナス電荷エネルギー 

植物が元気だと病害虫と反発しあい寄せつけない 

＋ 

＋ ＋ 
＋ 

病害虫プラスの電荷 

ＢＳタケミ菌 
その他の有効微生物 

＋ 
＋ ＋ 

葉面：プラスの電荷で受電 
↓ 

光合成 

－ 
－ 

－ 
－ 

吸収 
光合成・炭酸同化作用 

↓ 
ブドウ糖生成 

ブドウ糖 

弊社のバイオ肥料には、微生物が土の中で生成する核酸関連
物質、アミノ酸、ミネラル、ビタミン、ホルモン、酵素、補酵素、耐
病性物質などをはじめから含有し、また低分子化しているので、
速効的に効果を発揮し、なおかつ微生物の働きを助ける成分を
も含有しているので持続性があります。 

窒素・カリ成分：根の太い部分から吸収 
リン酸・ミネラル：根毛の先端部分から吸収 

①植物は葉でブドウ糖を生成し、そのブドウ糖を根毛 
  から土に放出。 
②微生物はエサのブドウ糖を目当てに根に近寄る。 
③微生物はブドウ糖を食べると同時に、核酸、アミノ 
  酸、ミネラル、ビタミン、ホルモン、酵素、酵素、有機 
  酸、耐病性物質などを作り出す。 
④また、土壌中の鉱物を植物が吸収できるように微生 
  物が細かく分解する。 
⑤植物はこれらを根から吸収して生長する。 

磁場・磁気（特許） 
をかける 

Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン） 
酵素・補酵素の働きを促進 

農作物の 
鮮度保持 

酸素供給 
促進 

水の 
活性促進 

１７種のミネラルに磁場・磁気をかける事で、イオン化、電気伝導率、 
酸化・還元、陽イオン交換量を大幅に増大する！ 

根毛がバイオ肥料にからみつくように 
グルグル巻きになり、一般的な根毛よりも 

幾百倍も密度の多い根になる。 



特許技術の応用（ＢＳタケミ菌）① 

Ｐ４ 

１．バチルス・サブチルス・タケミ菌（ＢＳタケミ菌）の特徴Ⅰ 
  ◎シベリアの永久凍土から発見し、国際特許を取得しました。 
  ◎納豆菌（枯草菌）の一種で食べられます。遺伝子分析で、納豆菌と９８.７％相同性があり、人と猿の遺伝子の相同性 
    程の違いがあります。 
  ◎良好な環境では３１分で分裂し、１個のＢＳタケミ菌が２４時間で６兆個に増殖します。一般の細菌より増殖が早く、ま 
    たどんな環境でも図太く生存します。 
  ◎ＢＳタケミ菌は、核酸関連物質、アミノ酸、ビタミン、ホルモン、酵素、補酵素、有機酸、キチン・キトサン、ミネラルを産 
    出し、土壌内で肥料工場的な役割を果たします。 
  ◎植物の有害細菌やカビに対し強い抗菌性があり、バランスの崩れた土壌を改善するスピードが非常に早く、連作障害 
    を改善します。 
  ◎分解・吸収する中で、地球温暖化の原因となるガス（ＣＯ２や亜酸化窒素ガスなど）を発生させないので、地球温暖化 
    防止に役立ちます。 
  ◎硝酸態窒素を捕食し、障害とならない有機態窒素に変換します。 

 

２．バチルス・サブチルス・タケミ菌（ＢＳタケミ菌）の特徴Ⅱ 
  ◎細菌の性状試験（財団法人 日本食品分析センター 平成１０年４月６日）   

Ｂａｃｉｌｌｕｓ ｓａｂｔｉｌｉｓ Takemi 
（バチルス・サブチルス・タケミ菌） 

左記に示すように、ＢＳタケミ菌は増殖する際に 
酸を生成し、ガスを発生させない事が確認されま 
した。地球温暖化防止に役立つ環境に優しい 

微生物である事の裏付けとなります。 



特許技術の応用（ＢＳタケミ菌）② 

３．バチルス・サブチルス・タケミ菌（ＢＳタケミ菌）の特徴Ⅲ 
  ◎東北大学大学院農学研究科動物微生物学研究室【安藤太助助教の実験結果による】 

     
    真菌に対する抗菌活性試験 
    ポテトデキストロース培地に生育した真菌胞子を白金耳でかきとり、１ｍｌの滅菌水に浮遊してポテトデキストロース培地と混 
    合し平板培地とした。培地上にＢＳタケミ菌、他試験菌液を５μｌ滴下して２６℃で好気培養した。試験菌周囲の指示真菌生育 
    の状況から抗菌活性の有無を判定した。 

Takemi 株

Bacillus subtilis
標準株

Takemi 株

納豆 菌Bacillus subtilis
標準株

    

  

 

 
 

Takemi 株

納豆菌

    

  

Bacillus subtilis
標準株

Asperugilus niger 
YN株に対する抗真菌活性 

Asperugilus niger 
RBM10014株に対する抗真菌活性 

Fusarium oxysporum 
NBRC5942株に対する抗真菌活性 

     上記に示すようにＢＳタケミ菌は、バチルス・サブチルス標準株や納豆菌よりも、植物病原性真菌に対し、 
    非常に強い抗菌活性を示す事が確認された。 
    菌の周辺が明るくなっている程、真菌に対してバリア効果があり、病原菌を寄せつけません。 
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特許技術の応用（ＢＳタケミ菌）③ 

４．バチルス・サブチルス・タケミ菌（ＢＳタケミ菌）の特徴Ⅳ 
  ◎東北大学大学院農学研究科動物微生物学研究室【安藤太助助教の実験結果による】 
     
    農産廃棄物（鶏羽毛）の分解試験 
    試験管に普通ブイヨン１０ｍｌと鶏羽毛を加え、１２１℃、１５分間滅菌後、普通ブイヨンで前培養しておいたＢＳタケミ菌液を１％ 
    接種し、３７℃で振とう培養した。対照として鶏羽毛を加えない普通ブイヨンに菌を接種した試験管と菌を接種しない鶏羽毛が 
    入った普通ブイヨンも各々培養した。 
 
    培養４日目 

左記に示すようにＢＳタケミ菌接種で培養開始  
１日目で鶏羽毛が分解されはじめ、培養４日目 
にはほぼ分解されてた。 
難分解性物質の鶏羽毛をわずか４日間で分解 
してしまう事から、非常に強い分解能力がある事 
が確認された。 

Ｐ６ 

鶏羽毛分解残さ 

ＢＳタケミ菌接種 
鶏羽毛有り 

ＢＳタケミ菌未接種 
鶏羽毛有り 

ＢＳタケミ菌接種 
鶏羽毛無し 



特許技術の応用（ＢＳタケミ菌の応用）④ 

５．還元尿素への応用 

尿素を１５０日間均一にＢＳタケミ菌の“エサ”として添加 

ＢＳタケミ菌＋尿素にＺゴールド・水素化物イオンを添加 

ＢＳタケミ菌 

Ｚゴールド・ 
水素化物イオン 

（マイナス水素イオン） 

Ｚゴールド・水素化物イオンとは？ 
超伝導（電気抵抗ゼロ）普通の水を多元素 
ミネラルイオン水に変化させる作用がある。 

Ｚゴールド・水素化物イオンの添加により、通常1個の電子を2個に 
付加する事で、尿素の水素原子にくっついているもう1個のマイナス 
電子が喪失しない状態となり肥効が持続する。還元はパワーを蓄え 
ている状態であり、酸化はパワーが放たれる状態を言う。 

尿素の 
水素原子 

尿素の 
水素原子 

＋ 

還元尿素 
肥効：１５０日 

酸化尿素 
肥効：３０日 

さらに！ 
ＢＳタケミ菌の代謝成分である核酸関連物質、アミノ酸、ビタミン、有機酸、キチン・キトサン、
酵素、補酵素、低分子ミネラル、耐病性物質などの成分が尿素成分を有機態窒素に変換！
→  微生物由来の有機態窒素となる！ 

６．微生物を介した窒素循環メカニズム 

ＢＳタケミ菌は、亜硝酸生成菌、硝酸生成菌の増殖を抑制し、上記のメカニズムを抑える
事で、人体に有害なアンモニア態窒素や硝酸態窒素の吸収を抑える事が可能である。 
また、土壌に残留しているアンモニア態窒素や硝酸態窒素を捕食して有機態窒素に変換
し、窒素分を土壌に固定増強する働きを持っている。つまり、流亡の恐れのある窒素成分
を減少させ、農作物が利用可能な窒素成分として役立てる事ができる。 

大気中の窒素：約８０％ 

アンモニア態 
窒素 

亜硝酸態 
窒素 

硝酸態 
窒素 

尿素 

農作物が硝酸態窒素を
過剰に吸収すると窒素
過多となり、それを人や
動物が食べると、体内で
有害な物質となる。 

大気中の窒素は、空気放電（雷など）やク
ローバなどのマメ科の植物の根にある根
粒菌の働きで、大気中の窒素を固定し土
壌に戻す。 

根圏微生物 

根圏微生物が生物の死骸
や糞尿などを有機窒素（タ
ンパク質、アミノ酸）や尿酸、
尿素を分解したときにアン
モニア態窒素となる。 

亜硝酸生成菌 

アンモニア態窒素は亜硝酸生成菌
に酸化され亜硝酸態窒素となる。 

硝酸生成菌 

さらに亜硝酸態窒素は硝酸
生成菌に酸化されて硝酸態
窒素となる。 

水素からマイナスの電子が飛び出し、プラスの電子に
変化すると、酸化が始まり肥効が開始する。 

過剰な硝酸態窒素は、地下水や河川
に流れ込み、水質汚染の原因となる。 

脱窒菌により窒素ガスや一酸化二窒素（別
名：亜酸化窒素）へ還元される。脱窒の過
程により、自然環境では一連の窒素の循
環が成立している。 

脱窒菌 

根粒菌 

－ 

＋ 
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特許技術の応用（ＢＳタケミ菌の応用）⑤ 

７．ＢＳタケミ菌で安心・安全・高品質な農産物収穫 
 

硝酸態窒素を過剰に吸収した農作物を人や動物が食べると･･･。 
体内に摂りこまれた硝酸態窒素は、分解されて亜硝酸に変化し、血液中の 
ヘモグロビンと結びつきます。ヘモグロビンは全身に酸素を運ぶ重要な役割 
をしていますが、亜硝酸はそのヘモグロビンと結びつき、酸素を運べない『メ 
トヘモグロビン』に変え、体内で酸素欠乏を起します。特に胃酸が少ない乳
幼児は、窒息死の危険にさらされてしまいます。 

Ｐ８ 

ヘモグロビン 
（全身に酸素を運ぶ） 

メトヘモグロビン 
（酸素を運べない） 

硝酸態窒素が原因の事故 
●アメリカ：離乳食でほうれん草を食べた赤ちゃんが酸素欠乏となり、３０人以 
        上死亡した『ブルーベビー事件』 
●日    本：硝酸態窒素をたくさん含んだ牧草を食べた牛がポックリ死ぬ事件 

ニトロソアミンとは？ 
亜硝酸は胃の中でタンパク質やアミノ酸と結合する事で、ニトロソアミン 
という強力な発がん物質を作ります。体内に硝酸態窒素を摂りつづける
と、ガンなどの生活習慣病になる可能性が高まってしまいます。 

ＢＳタケミ菌は、亜硝酸生成菌、硝酸生成菌の増殖を
抑制し、前ページ記述の窒素循環メカニズムを抑える
事が出来ます。それにより、人体に有害なアンモニア
態窒素や硝酸態窒素の吸収を抑え、健全な食物連鎖
で安心・安全・健全性の高い農作物の収穫が可能と
なります。 

さらに！ 
硝酸態窒素は水に溶けやすく土壌に保持されにくいため、地下水や
河川水に溶けだしやすい性質があり、湖沼などに多量に流入すると、
富栄養化や水質汚染の問題を引き起こします。 

ＢＳタケミ菌は、土壌に残留しているアンモニア態窒
素や硝酸態窒素を捕食して有機態窒素に変換し、窒
素分を土壌に固定増強する働きを持っています。つま
り、流亡しやすい硝酸態窒素を少なくする環境に優し
い微生物です。 

苦しいよ～ 

だから!! 
ＢＳタケミ菌入りのバイオ 
肥料で生産した農作物は、 
安心・安全・高品質で、消 
費者からの信頼が高くなり 
ます!! 

ＢＳタケミ菌 

酸素 

酸素 
欠乏 

硝酸態窒素が 
体内に入ると 
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特許技術の応用１ 

◎国際特許 バチルス・サブチルス・タケミ菌＆Zゴールド水素化物イオン（マイナス水素イオン） 
   
 サンゴ化石（０.３ミクロンに微粉砕）や貝化石など、ミネラル成分が豊富な天然素材を所定の割合で配合し、それを７００℃～８００ 
  ℃で素焼き（セラミックス化）し、最後に磁場をかける事で、水が浸透しやすくミネラルが出やすい構造にします。それを水に浸す 
 と ミネラルを豊富に含んだ水溶液となります。これにより農作物の生態系をコントロールする生命情報のＤＮＡ・ＲＮＡセンサー（酵 
 素・補酵素）の働きを促進します。 
 
   ・亜硝酸生成菌、硝酸生成菌の増殖を阻止し、人体の酸素欠乏を引き起こす有害な硝酸態窒素や亜硝酸態窒素を安全なタンパ 
  ク質・アミノ酸である有機態窒素に変換します。これらは窒素同化作用と言われ、植物の生理活性を促進し、安心・安全・健全性 
  の高い農作物の増収ができます。 
 
  ・尿素の肥効は通常35日程度ですが、Zゴールド水素化物イオン（マイナス水素イオン）の作用で酸化を防ぎ、長時間バチルス・サ 
  ブチルス・タケミ菌のエサとなり、尿素のタンパク質・アミノ酸を有機態窒素に変換し、150日間肥効が持続します。 
  ・キチン・キトサン（耐病性物質）含有→植物に対するワクチン的な役割を持ち、強力な抗菌性で植物病原性真菌（カビ類）を増殖 
  させず寄せつけません。 
 
  ・バチルス・サブチルス・タケミ菌は、増殖する中で地球温暖化の原因となるガスを発生させず、1日で1個のタケミ菌が6兆個に増 
  殖し、その代謝産物（核酸関連物質、アミノ酸、ホルモン、有機酸、キチン・キトサン、耐病害虫物質、低分子ミネラル）が土壌内 
  で肥料工場的役割を果たします。 
 

Ｐ９ 



特許技術の応用２ 

◎核酸関連物質 
  
 核酸関連物質とは生物に共通の遺伝子を司る物質で、大きく分けて２種類あり、それぞれ別の役割があります。細胞を作り出す 
  情報を持つＤＮＡと、情報をもとに細胞の材料となるたんぱく質を作り出すＲＮＡがあります。 
 
  弊社取締役・相談役であった小林達治先生（元京都大学農学部助教授 農芸化学植物栄養学土壌微生物学研究所 農学博士） 
  の研究で、農作物が花を咲かせるには、核酸関連物質のウラシル・シトシンとアミノ酸のプロリンが有効である事を発見・解明し、 
  世界の学界に発表しました。農作物の健全な生長、花芽形成、着果・果実肥大を促進し、品質・味の良い物が多く収穫できます。 
  さらに核酸関連物質とアミノ酸に色素成分を加える事（特許技術）で、花や果実の色素が強化されます。 
 

◎アミノ酸 
  アミノ酸はたんぱく質を作っている最小の成分です。地球上のあらゆる生命・植物は、アミノ酸が作り出すたんぱく質から出来てお 
  り、有機質肥料の窒素源であるたんぱく質も構成している物質です。 
  植物に関しては、光合成でできた糖を微生物が使用し、ＡＴＰ（エネルギー）を作ります。このＡＴＰが多くのアミノ酸を作り、細胞・核 
  ・葉緑体などの炭水化物を合成し、農作物を育て花や実を成らせる役目をします。 
 

Ｐ１０ 



バイオ肥料を使用した農作物のおいしさの秘密 

Ｐ１1 

農作物がおししくなる理由は、弊社バイオ肥料に含まれている核酸関連物質とアミノ酸にあります。 
旨味には、主に核酸関連物質のヌクレオチドであるイノシン酸、グアニル酸、キサンチル酸やアミノ酸のグルタミン酸などがあり 
ます。 
私たちが最も親しみを持つアミノ酸のグルタミン酸は、１９０８年に池田菊苗博士によって、だし昆布の中から発見され、『味の素』 
として企業化された事はあまりにも有名です。 
後にヤマサ醤油の国中明氏によって、数種のうま味成分（アミノ酸のグルタミン酸と核酸のうま味成分 かつお節のイノシン酸、 
しいたけのグアニル酸、キサンチル酸など）を混ぜると、驚異的にうま味が増すという『味の相乗効果』を発見しました。 
したがって、ＢＳタケミ菌が作り出す成分の核酸関連物質とアミノ酸を原材料とする弊社のバイオ肥料を農地に使用する事で、 
農産物のうま味の向上に直結します。 

アミノ酸名称 効果 

プロリン 優勢花をつくり着花をよくする。農作物に特に重要なアミノ酸。 

リジン 旨味を向上する。農作物の生長に重要なアミノ酸。 

アスパラギン酸 旨味、酸味を向上する。アミノ酸合成に不可欠である。 

グルタミン 旨味を向上する。抗菌性を向上する。根と実の生長を促進する。 

フェニルアラニン 旨味を向上する。生長を促進する。 

グリシン 旨味を向上する。耐霜力や耐寒力を高める。 

アラニン 旨味、甘味を向上する。 

ロイシン 旨味を向上する。農作物の色を鮮やかにする。 

バリン 旨味を向上する。根の生長を促進する。 

スレオニン 旨味を向上する。農作物の栄養剤的な役割をする。 

メチオニン 旨味を向上する。根の生長を促進する。果実の成熟を促進する。 

アミノ酸の種類と効果 バイオ肥料を使用した農作物の７大ポイント 



バイオ肥料一覧（元肥・追肥用） 

タケミバイオ１００ 
野菜・果樹・花卉専用８・８・８ 

■使用量（１０ａ当り）： 
  果菜：８袋～１５袋  根菜：５袋～１５袋 
  葉菜：６袋～１０袋  果樹：５袋～１０袋 
  花卉：５袋～７袋 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 

特徴 
◎ＢＳタケミ菌由来の有機態窒素で、安心・安全・健全性の高い 
農作物の生産ができる。 
◎多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素オン）
の働きで、農作物の鮮度が保持できる。 
◎窒素同化作用、人工光合成の促進を強化する。 
◎酸化・還元、電気伝導率、陽イオン交換容量が大幅に増大する。 
◎毒素系カビ類に対する抗菌性を向上し、連作障害を改善する。 
◎微生物の代謝産物を強化し、糖度・うま味が向上する。 
◎天候異変による暑さ、寒さ、日照不足など植物の老化を抑制する。 
◎光合成及び生育の促進。 
◎花芽分化、着果、着色の活性促進。 
◎カルシウム欠乏による耐病性、生理障害を改善。 
◎水分含有量を抑え、肥料成分が充実。 

Ｐ１2 

ＢＳタケミ菌由来の有機態窒素！還元作用で農作物の鮮度保持・連作障害改善・耐病性・増収・うま味向上！ 

※バイオマグマ＜４４＞、カルシウム＜８８＞、バッチリ亜リンさん顆粒１０８と併用いただくとより効果的です。  

タケミバイオ１００ 
野菜・果樹・花卉専用１０・１０・１０ 

■保証成分 

窒素 りん酸 加里 

８ ８ ８ 

■保証成分： 

窒素 りん酸 加里 

１０ １０ １０ 

■使用量（１０ａ当り） 
  果菜：５袋～１０袋  根菜：４袋～５袋 
  葉菜：４袋～８袋   果樹：３袋～５袋 
  花卉：４袋～６袋 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 

窒素 りん酸 加里 

８ ８ ８ 

窒素 りん酸 加里 

８ ８ ８ 



バイオ肥料一覧（元肥・追肥用） 

タケミバイオ１００－８号 

■使用量（１０ａ当り） 
  メロン・イチゴ・トマト・キュウリ・ナス：８袋～１５袋   
  上記以外の果菜・根菜・葉菜・果樹：５袋～７袋 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 

Ｐ１3 

※バイオマグマ＜４４＞、カルシウム＜８８＞、バッチリ亜リンさん顆粒１０８と併用いただくとより効果的です。  

タケミバイオ１００－１０号 

■保証成分： 

窒素 りん酸 加里 

8 １２ １０ 

■保証成分： 

窒素 りん酸 加里 

１０ １２ １２ 

ズバリ・エコスα５５ 

■使用量（１０ａ当り） 
  メロン・イチゴ・トマト・キュウリ・ナス：６袋～１２袋   
  上記以外の果菜・根菜・葉菜・果樹：４袋～６袋 
  水稲：２袋～３袋 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 

■保証成分： 

窒素 りん酸 加里 

１０ ５ ７ 

■使用量（１０ａ当り） 
  メロン・イチゴ・トマト・キュウリ・ナス：６袋～１２袋   
  上記以外の果菜・根菜・葉菜・果樹：４袋～６袋 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 



バイオ肥料一覧（元肥・追肥用） 

タケミバイオ１００－ステップ８ 

■使用量（１０ａ当り） 
  トマト類：８袋～１４袋  ウリ類：８袋～１５袋   
  葉菜：５袋～９袋      洋菜：１０袋～１６袋 
  根菜：７袋から      果樹：６袋から 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 

Ｐ１4 

※バイオマグマ＜４４＞、カルシウム＜８８＞、バッチリ亜リンさん顆粒１０８と併用いただくとより効果的です。  

タケミバイオ１００－ステップ１０ 

■保証成分 

窒素 りん酸 加里 

８ １０ ５ 

■保証成分 

窒素 りん酸 加里 

１０ １３ ６ 

■使用量（１０ａ当り） 
  トマト類：７袋～１１袋  ウリ類：７袋～１２袋   
  葉菜：４袋～７袋      洋菜：８袋～１３袋 
  根菜：６袋から      果樹：５袋から 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 



バイオ肥料一覧（元肥・追肥用） 

タケミバイオ１００－米キング 

■使用量（１０ａ当り） 
  基肥：２袋～３袋  元肥：０.５袋～１袋 
  ※窒素４ｋｇ～５ｋｇを必要とする場合   
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 

P１6 

※バイオマグマ＜４４＞、カルシウム＜８８＞、バッチリ亜リンさん１０８顆粒、サンパワー＜８８＞（光栄養細菌）と併用いただくとより効果的です。  

■保証成分 

窒素 りん酸 加里 

１０ １０ １０ 

微量要素複合肥料！ 
良食味米と高品質米の生産をサポート！ タケミバイオ１００－米キングは、核酸関連物質（ウラシル・シトシン）やアミノ酸（プロ

リン）、多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】、Ｂ
Ｓタケミ菌の結合により、米の潜在能力を活性化させる微量要素複合肥料です。米
のうま味アップと増収を可能にし、うまい米、売れる米の生産をサポートします。植
物老化抑制材も強化し、頻発する天候異変に左右されず、安定した収穫が可能に
なります。 
 
特徴 
◎ＢＳタケミ菌由来の有機態窒素で、安心・安全・健全性の高い米の生産ができる。 
◎多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】の働き
で、水稲の蒸散作用を整え、米のうま味アップと増収を可能にする。 
◎酸化・還元、電気伝導率、陽イオン交換容量が大幅に増大する。 
◎天候異変による暑さ、寒さ、日照不足など植物老化抑を抑制し、曇りの日でも光
合成を盛んにし、病気に強い丈夫な米を育てる。 
◎光合成及び生育の促進。 
◎花芽分化、着果、着色の活性促進。 
◎カルシウム欠乏による耐病性、生理障害を改善。 
◎水分含水量を抑え、肥料成分が充実。 
◎肥料流亡が少なく水田周辺の生態系を保全する環境に優しい肥料です。 



バイオ肥料一覧（元肥・追肥用） 

「肥料」と「「土壌改良」のダブル効果！ 
細胞密度の高い農作物を育てる！ 

バッチリ＜七五三＞は、大地と農作物に優しく大変使いやすい肥料です。作物を 
作りながら、土壌改良と連作障害を解消し、細胞密度の高い農作物を育てます。 
ＢＳタケミ菌が土壌に残っている硝酸態窒素やアンモニア態窒素を捕食し、窒素 
の過剰な吸収を防ぎます。 
 
特徴 
◎ＢＳタケミ菌の作用で硝酸態窒素、アンモニア態窒素を有機態窒素に変換し、 
  窒素の過剰吸収を防ぐ。 
◎有益微生物の繁殖促進と有害微生物の繁殖を阻止し、土壌微生物バランス 
  を整え、連作障害を改善する。 
◎多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】で、 
  光合成及び生育を活性促進し、細胞密度の高い秀品を作る。 
◎酸化・還元、電気伝導率、陽イオン交換容量が大幅に増大する。 
◎花芽分化、着果、着色の活性促進。 

新バッチリ＜５０＞は、連作障害や硝酸態窒素を解消し、安全でおいしくバランス
のとれた理想的な農作物を作るための肥料です。速効性と遅効性をバランス良く
組み合わせているので肥効が持続します。 
 
特徴 
◎あらゆる植物に幅広く使用できる。 
◎ＢＳタケミ菌の作用で硝酸態窒素、アンモニア態窒素を有機態窒素に変換し、 
  窒素の過剰吸収を防ぐ。 
◎窒素・りん酸・加里のバランスを整え、肥料流亡が少なく、窒素過多による光合 
  成障害の心配がありません。 
◎多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】で、 
  農作物の生態系をコントロールする酵素や補酵素の働きを促進する。 
◎磁場・磁気の応用で、水の活性促進・保水性を確立する。 

※バイオマグマ＜４４＞、カルシウム＜８８＞、バッチリ亜リンさん顆粒１０８と併用いただくとより効果的です。  
Ｐ１7 

「肥料」と「土壌改良」のダブル効果！ 
あらゆる農作物に幅広く使用できる！ 

     
バッチリ＜七五三＞ ■成分 

窒素 りん酸 加里 

５ ７ ３ 

■使用量（１０ａ当り） 
  トマト・キュウリ・ナス・イチゴ・メロン： 
                  １５袋～２０袋 
 上記以外の果菜・葉菜・根菜・果樹・ 
              お茶：１２袋～１７袋 
 水稲：５袋～８袋   
■形状：ペレット 
■内容量：２０ｋｇ 

    新バッチリ＜５０＞ ■成分 

窒素 りん酸 加里 

５ ８ ３ 

■使用量（１０ａ当り） 
  トマト・キュウリ・ナス・イチゴ・メロン： 
                  ２０袋～２５袋 
 上記以外の果菜・根菜・お茶： 
                  １５袋～３０袋 
 葉菜・果樹：１５袋～２２袋 
 水稲：６袋～１０袋   
■形状：ペレット 
■内容量：１５ｋｇ 



バイオ肥料一覧（元肥・追肥用） 

フルボ酸（腐植酸）との相乗作用で 
マグネシウムの効果をさらに引き出す！ 

バッチリマグ＋Ｐ６は、マグネシウムを主体にフルボ酸（腐植酸）をバランスよく 
組み合わせ、植物にとって最も不足しやすいマグネシウムを、早く効く『水溶性』 
と穏やかに効く『ク溶性』をバランスよく組み合わせており、長期採りの農作物に 
最適です。 
 
特徴 
◎露地栽培、ハウス栽培など、あらゆる植物に幅広く使用できます。 
◎天然鉱物のマグネシウムで、純度が高く水がかかる事によって、少しづつ溶 
け出 し肥効が持続する。 
◎一般的に雨や灌がい水、酸性土壌では流亡しやすい性質ですが、バイオの 
先 端技術で、各種ミネラル成分の相乗作用で流亡を阻止する。 

バッチリ亜リンさん１０８顆粒は、亜リン酸と草木灰の効果を応用し、ＢＳタケミ菌発 
酵代謝産物であるキトサンオリゴ糖、グルコサミンで、病気の抵抗性を複合的に強
化します。また、バナジウムイオンが溶液内の酸素を吸蔵し、亜リン酸による酸素 
の捕食を阻害し、持続性を保持します。核酸関連物質、アミノ酸、多元素 
ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】配合。 
 
特徴 
◎酸化・還元のバランスを保持し、天候不順による光合成の阻害や、硝酸態窒 
  素の過剰集積を解消する。 
◎免疫力・抵抗力アップ！農作物の健全な生長をサポートする。 
◎核酸関連物質、アミノ酸が着花・着果・着色に優れた効果を発揮する。 
◎根張り、活着が良く、農作物を丈夫にします。 
◎安心・安全・健全性の高い農作物の栽培が可能になり、高収益農作物の収穫 
  を可能にする。 
◎ク溶性、水溶性のバランスで、長期的に肥効を持続する。 
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病気抵抗性誘導強化！ 
キレートコロニーによって速効性アップ！ 

バッチリマグ＋Ｐ６ ■成分 

ク溶性苦土 

４５ 

■使用量（１０ａ当り） 
  水稲：１袋～２袋 
  畑：３袋～５袋 
  ハウス：４袋～６袋 
■形状：ペレット 
■内容量：２０ｋｇ 

バッチリ亜リンさん１０８顆粒 ■成分 

窒素 りん酸 加里 

１.５ １７ １７.５ 

■使用量（１０ａ当り） 
  水稲育苗：培土混和（育苗箱１箱当り） 
                  １５ｇ～２０ｇ 
  野菜育苗：培土混和（セルトレイ） 
                  ３ｇ～５ｇ／枚 
  果菜・葉菜・根菜・果樹： 
       基肥・追肥時使用５ｋｇ～１０ｋｇ 
  豆類：基肥・追肥時使用１０ｋｇ～１５ｋｇ 
  水稲：基肥・追肥時使用８ｋｇ～１５ｋｇ   
■形状：顆粒 
■内容量：３ｋｇ・１０ｋｇ 

※タケミバイオ１００シリーズ、バッチリ＜七五三＞、新バッチリ＜５０＞と併用いただくとより効果的です。  



バイオ肥料一覧（土壌改良材） 
国際特許『ＢＳタケミ菌』＆低温発酵菌の 
スクラムで悪質土壌を改善！ 

低温（－２３℃）でも４ケ月以上も生き続ける微生物群菌とＢＳタケミ菌をスクラム配 
合。低温時の秋から春にかけても、地表、土壌内で十二分に活性化し、すき込んだ 
緑肥、稲わら、麦わらなどの繊維物質を短時間で分解します。有用微生物群菌の 
相乗作用で、土壌内の密度を高めます。また、微生物の代謝産物である核酸関連 
物質、アミノ酸、ビタミン、ホルモン等で、うま味のある農作物を作る事が可能で、稲 
作では死米を作りません。 
 
特徴 
◎低温発酵菌。 
◎農作物の安心・安全・健全性を確立する。 
◎腐熟分解能力が高く、早期腐熟化を促進する。 
◎湛水後の有害ガス（硫化水素、メタンガス、ＣＯ２、亜酸化窒素ガスなど）の発生 
を未然に防ぎ軽減する。 
◎湛水後の窒素飢餓を解消し、順調な初期生育を促進する。 
◎有用微生物の質、量を増やす。 
◎土壌改良、団粒の形成、肥沃度アップを図る。 
◎代かき時に浮きワラが生じない。 

植物はカルシウムや微量要素の吸収が不足すると、病害や生理障害が助長さ
れます。カルシウム＜８８＞は、ＢＳタケミ菌やキチン・キトサンなどの働きで、根
毛の機能障害によるミネラル吸収障害を改善します。また、光合成が活性促進
する事で、長雨や日照不足に負けない丈夫な農作物を育てます。 
 
特徴 
◎カルシウムや微量要素欠乏による生理障害を防止・解消する。 
◎カルシウムとキトサン効果により、病害虫を寄せつけない環境を整える。 
◎窒素・りん酸・加里・微量要素の速やかな吸収と持続性により、抵抗力・免疫 
  力を持つ農作物の栽培が可能である。 
◎多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】に 
  よって、植物主体の酸化・還元反応を整える。 
◎土壌改良と地力増強、連作障害の改善に効果的。 
◎土壌で鉱物化し障害になっているカルシウムを分解。 
◎細胞密度の高い秀品を作る。 
◎農作物のうま味を向上（苦味・エグ味→うま味・濃い味へ）。 

カルシウム＆キトサン効果で 
病害虫を寄せつけない環境を整える！ 

バイオマグマ＜５７＞ 
■使用量（１０ａ当り） 
  〇寒地の作後に行う土壌消毒・水田化・太陽 
   熱土壌消毒：通常３袋／病害虫多発時１０ 
   袋 
  〇元肥施肥時：通常３袋／病害虫多発時１０ 
    袋 
  〇水田稲わら・稲株処理：通常２袋／病害虫 
   多発時５袋 
  〇ポット・鉢物育苗培土（１０㎥）：通常３袋～７ 
    袋／病害虫多発時１０袋以上 
  〇その他：セルトレイ、育苗箱･･･１５ｇ 
        苗作りのポット･･･３ｇ 
        定植時の植穴･･･１０ｇ 
        生育途中に株元散布、マグマ堆肥 
        を作りマルチに散布、牛・豚・養鶏 
        場の床に散布 
■形状：粉末      ■内容量：１０ｋｇ 

カルシウム＜８８＞ 
■使用量（１０ａ当り） 
  水稲：２袋～３袋 
  野菜：５袋～１５袋 
  果樹：３袋～５袋 
■形状：ペレット 
■内容量：２０ｋｇ 

※タケミバイオ１００シリーズ、バッチリ＜七五三＞、新バッチリ＜５０＞と併用いただくとより効果的です。  



バイオ肥料一覧（土壌改良材） 
カルシウム＆キントサ効果で 
病害虫を寄せつけない環境を整える！ 

ＧＯＬＤフルボ酸・エコスα５５は、太古の昔、大量の海藻が地中深く閉じ込められ、７０

０万年の時間を経て、地球が育んだ腐植酸（海藻濃縮堆肥）に、農作物の生長に欠
かせない多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】を
プラスしています。土壌の酸化・還元バランスを整えてｐＨを調整し、植物根の呼吸を
トータル的に活性化します。 
 
特徴 
◎アルカリ土壌や酸性土壌の栽培育成バランスを速効的に改善し、抜群な効果を 
発揮する。 
◎根の育成を活発にし、農作物全体の育成を良好にする。 
◎栽培条件の悪い夏場（高温期）や冬場（低温期）に、肥料成分の吸収率を高める。 
◎土壌バランスを良くし、有効微生物を増殖させる。 
◎ＧＯＬＤフルボ酸は、土壌・土質のｐＨを数字的に改善するだけではなく、植物の生 
  理代謝を活発・促進し、栽培期間内（１ヶ月～４ヶ月間）の肥効を安定させる。 
◎一般的にｐＨの調整は、長い時間をかけて土壌が徐々に改善されるが、ＧＯＬＤフ 
  ルボ酸は短時間で生理作用が改善され、植物根の呼吸が活性化される。 
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土壌ｐＨ調整材! 酸化・還元のバランス保持!! 
植物根の呼吸をトータル的に活性促進!!! 

生珪酸発酵カルシウム＜８８＞ 

■使用量（１０ａ当り） 
  〇水稲：２袋～３袋 
    野菜：５袋～１５袋 
    果樹：３袋～５袋 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 

ＧＯＬＤフルボ酸・エコスα５５ 

■使用量（１０ａ当り） 
  1袋～３袋 
  ※施肥量は土壌分析・施肥設計に基づき行 
   って下さい。 
■形状：ブリケット 
■内容量：２０ｋｇ 

植物はカルシウムや微量要素の吸収が不足すると、病害や生理障害が助長さ
れます。生珪酸発酵カルシウム＜８８＞は、ＢＳタケミ菌やキチン・キトサンなど 
の働きで、根毛の機能障害によるミネラル吸収障害を改善します。また、光合成
が活性促進する事で、長雨や日照不足に負けない丈夫な農作物を育てます。 
 
特徴 
◎カルシウムや微量要素欠乏による生理障害を防止・解消する。 
◎カルシウムとキトサン効果により、病害虫を寄せつけない環境を整える。 
◎窒素・りん酸・加里・微量要素の速やかな吸収と持続性により、抵抗力・免疫 
  力を持つ農作物の栽培が可能である。 
◎多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】に 
  よって、植物主体の酸化・還元反応を整える。 
◎土壌改良と地力増強、連作障害の改善に効果的。 
◎土壌で鉱物化し障害になっているカルシウムを分解。 
◎細胞密度の高い秀品を作る。 
◎農作物のうま味を向上（苦味・エグ味→うま味・濃い味へ）。 

※タケミバイオ１００シリーズ、バッチリ＜七五三＞、新バッチリ＜５０＞と併用いただくとより効果的です。  



バイオ肥料一覧（液肥） 

バッチリ亜リンさん液肥は、亜リン酸と草木灰の効果を応用し、ＢＳタケミ菌発酵
代謝産物であるキトサンオリゴ糖、グルコサミンで病気の抵抗性を複合的に強化
します。また、バナジウムイオンが溶液内の酸素を吸蔵し、亜リン酸による酸素
の捕食を阻害し持続性を保持します。核酸関連物質、アミノ酸、多元素ミネラル 
イオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】配合。 
 
特徴 
◎酸化・還元のバランスを保持し、天候不順による光合成の阻害や、硝酸態窒 
  素の過剰集積を解消する。 
◎免疫力・抵抗力アップ！農作物の健全な生長をサポートする。 
◎核酸関連物質、アミノ酸が、着花・着果・着色に優れた効果を発揮する。 
◎根張り・活着が良く、農作物を丈夫にする。 
◎安心・安全・健全性の高い農作物の生産が可能となり、高収益農作物の生産 
  が可能となる。 
◎ク溶性・水溶性のバランスで、長期的に肥効を持続する。 
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Ｂｉｇ－ｕｐα３０００（葉面散布専用） 
■使用量（１０ａ当り） 
  ２０００倍～５０００倍に希釈。７日～１０日に１回。 
  ２００Ｌ～３００Ｌを散布。 
■内容量：１Ｌ・２Ｌ 

バッチリ亜リンさん液肥 
■使用量（１０ａ当り） 
  ●葉面散布 
    野菜・水稲：１５００倍～３０００倍に希釈。約２００Ｌ～ 
           ３０００Ｌを７日～１０日に１回散布。 
   果樹（柑橘類）：２０００倍～５０００倍に希釈。約２００Ｌ 
             ～３００Ｌを散布。 
   育苗：５０００倍に希釈。 
  ●灌水・灌注 
   ３０００倍～５０００倍に希釈。 
■内容量：２００ｍｌ・１Ｌ・２.５Ｌ 

※タケミバイオ１００シリーズ、バッチリ＜七五三＞、新バッチリ＜５０＞と併用いただくとより効果的です。  

Ｂｉｇ－ｕｐα３０００シリーズは、微生物の代謝産物である核酸関連物質、アミノ 
酸、多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】、
ビタミン類、多糖類、有機酸、植物活性成分の相乗用で、光合成促進、窒素過多
解消、うま味の向上を目的とした液体肥料です。肥料が従来持っている力を超え
た活性力を発揮する新しいタイプの液肥です。 
 
特徴 
◎光合成を促進し、栄養生長→生殖生長 
◎収穫のサイクルをしっかりと確立し、成り疲れなく、品質、日持ち、うま味、 
食味、香り、色に優れた効果を発揮する。 
◎病気に強い丈夫な農作物を育てる。 

Ｂｉｇ－ｕｐα３０００Ｗ（灌水・灌注専用） 
■使用量（１０ａ当り） 
  ７日～１５日に１回。２Ｌ～３Ｌを散布。 
■内容量：１０Ｌ・２０Ｌ 

光合成促進！ 
収穫サイクルの確立・品質・旨みに効果的！ 

病気抵抗性誘導強化！ 
キレートコロニーによって速効性アップ！ 



バイオ肥料一覧（液肥） 
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サンパワー＜８８＞液肥 
■使用量（１０ａ当り） 
  葉面散布 
   光合成促進目的：５０００倍～７０００倍に希釈。 
               ３日～７日に１回散布。 
   病害虫に強い農作物栽培目的： 
               ５００倍～７００倍に希釈。 
               ３日～７日に１回散布。 
  灌水・灌注の場合 
    １０００倍～２０００倍に希釈。５Ｌ～１０Ｌを１４ 
    日～２０日に１回散布。 
■内容量：２Ｌ・１０Ｌ・２０Ｌ 

※タケミバイオ１００シリーズ、バッチリ＜七五三＞、新バッチリ＜５０＞と併用いただくとより効果的です。  

曇りの日でも光合成促進！ 
病害虫を寄せつけない環境づくりに！ 

サンパワー＜８８＞液肥は、農薬に頼らない新しい農法促進のために開発さ 
れた光合成促進材です。多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン 
（マイナス水素イオン）】の効果によって、曇りの日でも光合成を促進し、無農 
薬栽培を可能にします。また、キトサンの効果で病害虫を寄せつけないバラン 
スのとれた生育をサポートし、生態系に安全な環境を整え、高品質な農作物 
の栽培を可能にします。 
 
特徴 
◎光合成を促進する。 
◎キトサンが持つ抗菌、抗カビ作用によって、病害虫を寄せつけない環境を整 
  える。 
◎多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】に 
  よって、水の活性と浸透性の増大、水中の溶存酸素素量を増大する。 
◎多元素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン＜マイナス水素イオン）】 
  のバランスによって、高品質な農作物の栽培が可能である。 
◎窒素過多を解消する。 

マルチバイオ肥料！ 
花芽形成・着果・肥大をバランスよく活性促進！ 

バッチリ＜５０＞液肥は、どんな農作物の栽培にも対応できるバランスの取れた 
マルチバイオ肥料です。一般の液肥は、比較的肥効の短いものが主流ですが、 
バッリ＜５０＞液肥は、特許技術によって肥効期間を大幅に伸ばすことに成功し 
ました。 
 
特徴 
◎イオン化されているため速効性があり、さらに肥効の持続性がある。 
◎農作物によって肥料を使い分ける必要がなく、どんな農作物にも対応可能。 
◎花芽形成・着果・肥大をバランスよく活性強化。 
◎発酵済なので農作物にすばやく吸収される。 

■成分 
バッチリ＜５０＞液肥 

窒素 りん酸 加里 

５ ５ ２ 

■使用量（１０ａ当り） 
  葉面散布：５００倍～１０００倍希釈。 
  灌水・灌注（追肥）： 
   置肥をする場合･･･２Ｌ～５Ｌ（１回） 
   置肥をしない場合（液肥のみ） 
             ･･･１０Ｌ以上（１回） 
    ※例 トマトの場合は４回～６回 
                 （１ケ月当たり） 
■内容量：１０Ｌ・２０Ｌ 



バイオ肥料一覧（液肥） 
生産の安定・品質の向上に役立つ万能肥料！ 
イオン化によって速効性・持続性ＵＰ！ 

カルシウム＜８８＞液肥 
■使用量（１０ａ当り） 
  葉面散布：５００倍～１５００倍に希釈。 
  土壌灌水：５００倍～１０００倍に希釈。 
  灌水チューブ使用時：果菜類･･･３Ｌ～５Ｌ（１回）【１ケ月当たり１５Ｌ～２５Ｌ使用】 
               イチゴ･･･２Ｌ～３Ｌ（１回）【１ケ月当たり１０Ｌ～２０Ｌ使用】 
■内容量：１０Ｌ・２０Ｌ 
カルシウム＜８８＞液肥は、カルシウム、マグネシウム、フルボ酸（腐植酸）、ホウ酸、マンガン、二価鉄、三価鉄、多元
素ミネラルイオン【Ｚゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】、核酸関連物資、アミノ酸などによって、健康で丈
夫な農作物を作るほか、微量要素欠乏による生理障害を防止・解消します。低分子やイオン化されていないカルシウム
は、溶解度が低く、水溶性であっても、土壌中の二酸化炭素や有機物などと結合し、植物に吸収されにくく変化します。
カルシウム＜８８＞液肥は、これらの問題をクリアした万能肥料です。施肥すれば生産性が高まり、さらに低分子・イオ
ン化・水溶性なので、速効性と持続性があります。 
 

特徴 
◎窒素過多を解消する。 
◎カルシウム欠乏や微量要素欠乏による生理障害を防止・解消する。 
◎光合成を活性促進する。 
◎カルシウムとキトサン効果により、病害虫を寄せつけない環境を整える。 
◎農作物の細胞を強化し、しまりのある農作物の栽培を可能にする。 
◎永年作物や作柄後半に施肥すると大変効果的。 
◎土壌に蓄積し鉱物化して固くなっているカルシウムを分解する。 
◎低分子・イオン化・水溶性なので高い速効性と持続性がある。 

Ｐ２3 



バイオ肥料一覧（液肥） 

タケミ菌 畑の神様（葉面散布専用） 
■使用量（１０ａ当り） 
  １０００倍～２０００倍に希釈。 
  ３日～７日に１回、２００Ｌ以上散布。 
■内容量：５００ｍｌ・１Ｌ・５Ｌ・１０Ｌ 

バッチリ タケミ菌の底力 （灌水専用） 
■使用量（１０ａ当り） 
  ７５０倍～２５００倍に希釈。 
  ７日～１０日に１回、１Ｌ散布。 
■内容量：１Ｌ・５Ｌ・１０Ｌ・２０Ｌ 

人は老化により足腰が弱く、身体にしなやかさが無くなり、年齢を重ねるごとに寒さや暑さが堪えるようになってきます。植物
の老化も同じで、特に周年栽培が行われている果菜類（キュウリ・トマト・ナス・イチゴなど）は、光合成が減少する秋から春に
かけて、寒さや暑さによる老化がダメージとなって現れます。タケミ菌 畑の神様、バッチリ タケミ菌の底力はこれら植物の老

化による光合成の減少を最大限に抑える最先端バイオ肥料です。プロの農家の皆様にご使用頂き、安心・安全・健全性の高
い農作物を生産し、皆様の増収・増益に直結し、消費者の信頼をも確立します。 
 
特徴 
◎植物の老化抑制     ◎花芽活性化、増収・増益の確立     ◎発酵菌（発酵促進） 
◎光合成活性促進     ◎生産者と消費者の信頼の確立       ◎優れた抗菌性により連作障害を改善 
◎減農薬栽培の確立    ◎食物連鎖による生態系の確立      ◎安心・安全・健全性の高い農作物の鮮度保持 
◎発根活性促進、根焼け防止、ガス発生ストップ 

植物の老化を抑制する！ＢＳタケミ菌＆光合成菌のスクラムパワー！ 



バイオ肥料一覧（液肥） 
土壌ｐＨ調整材！酸化・還元のバランス保持!! 
植物根の呼吸をトータル的に活性促進!!! 

ＧＯＬＤフルボ酸液 
■使用量（１０ａ当り） 
  育苗期：３５００倍～５５００倍。５日～７日に１回使用。 
  定植期（植穴のみ）：１.５Ｌ～２Ｌ。 
  生長期：１.５Ｌ～２Ｌ。１０日～１５日に１回 
  収穫期：２Ｌ～３Ｌ。１０日～２０日に１回使用。 
■内容量：２Ｌ・１０Ｌ・２０Ｌ 

ＧＯＬＤフルボ酸液は、太古の昔、大量の海藻が地中深く閉じ込められ、７００万年の時間を経て、
地球が育んだ腐植酸（海藻濃縮堆肥）に、農作物の生長に欠かせない多元素ミネラルイオン【Ｚ
ゴールド・水素化物イオン（マイナス水素イオン）】をプラスしています。土壌の酸化・還元バランス
を整え、ｐＨを調整し、植物根の呼吸をトータル的に活性化します。 
 
特徴 
◎根の育成を活発にし、農作物全体の生育を良好にする。 
◎栽培条件の悪い夏場（高温期）や冬場（低温期）に、肥料成分の吸収率を高める。 
◎肥料成分の流亡や土壌残留を防ぐ。 
◎土壌のバランスを良くし、有効微生物を増殖させる。 

Ｐ２5 



バイオ肥料一覧（液肥） 

P２6 

リキデール＜６０＞は、根に最も必要とされている『酸素』の供給を目的とし、植土の酸 
素不足を解消し、土に含まれている鉄などの酸化や硫化水素などの有害汚染物質から 
守り、有害菌の繁殖を抑え、『根に活力』を与えます。また、水に溶けやすく土の構造に 
深く浸透して酸素を発生させる為、根の生育障害を軽減し新しい根を生みます。リキデ 
ール＜６０＞は、過酸化水素を基材とし、土壌中の金属等に触れる事で、活性酸素を 
短時間（３日～４日）で放出・分解し、最終的には水になり有害物は何一つ残りません。 
 
特徴 
◎植物の生理・生長に欠く事の出来ない活性酸素供給材。 
◎水に溶けやすく土壌に深く浸透し、土が団粒化される為、発芽・発根の活着を良く 
し、 根張りを高める。 
◎土に含まれる鉄の酸化や、有機物発酵の際に起こる有害ガスから根を守り、根腐 
れ 等を防止する。 
◎好気性微生物を増加させる為、病害の予防効果がある。 

根に活力!! 酸素供給材 

リキデール＜６０＞ 
■使用量（１０ａ当り） 
  葉面散布の場合 
  ①オアシスを使用して毎日使用する。 
  ②プルスフォグを使用し３ミクロンの 
    大きさで拡散する（夕刻・日没後使 
   用）。 
  ③天窓・こし窓を閉めて使用する。散 
   布後の霧状は３時間余りは外に出 
   さないようにする。 
  灌水・灌注の場合 
  ①オアシスを使用する。 
  ②希釈倍率７０倍～３００倍。 
    ２Ｌ～３Ｌ／５日～７日に１回散布。 
■内容量：１０Ｌ・２０Ｌ 

農薬タンク機器・機材洗浄材／微生物分解性拡散材 

オアシス 
■使用量（１０ａ当り） 
  １万倍に希釈（水１０００Ｌに対し１００ｍｌ使用） 
■内容量：１Ｌ 

オアシスは、国連の区分類として「雑貨物」に位置づけられ、また、微生物が 
分解できる原材料を使用した安心・安全な微生物分解性拡散材です。 
一般の洗浄材より高い洗浄効果があり、タンク・農業機械類への薬剤付着防 
止、各種薬液の残留障害防止します。また、洗浄排水による流亡の防止等も 
目的としております。 
 
特徴 
◎微生物が分解できる原材料を使用した安心・安全な微生物分解性拡散材。 
◎一般の洗浄剤より高い洗浄効果があり、タンク、農業機械等への薬剤付着 
防 止、各種薬液の残留反応障害を防止する。 
◎植物の葉、根に付着している物質をも洗浄し、新たな作用効果で植物生理 
を促進する。 
◎水の分子が小さくなる為、浸透力・拡散が非常に高くなる。 



症状別お勧めバイオ肥料 

P２7 

◎窒素過多・軟弱徒長を解消したい！  →  カルシウム＜８８＞、生珪酸発酵カルシウム＜８８＞ 
 

◎根の生育を旺盛にしたい！根張りを良くしたい！ →  バッチリ亜リンさん１０８顆粒、リキデール＜６０＞ 
 

◎連作障害の症状が出てきた！   →  バイオマグマ＜５７＞、カルシウム＜８８＞、生珪酸発酵カルシウム＜８８＞ 
 

◎土壌病害虫を抑制したい！病害虫抵抗力を強化したい！ 
         →  バイオマグマ＜５７＞、カルシウム＜８８＞、生珪酸発酵カルシウム＜８８＞、バッチリ亜リンさん１０８顆粒、 
             バッチリ亜リンさん液肥、サンパワー＜８８＞、Ｂｉｇ－ｕｐα３０００シリーズ、タケミ菌・畑の神様、バッチリ・ 
             タケミ菌の底力 
 

◎農作物の味を向上（苦味・エグ味→うま味・濃い味）させたい！ 糖度・食味をあげたい！ 
                         →  カルシウム＜８８＞、生珪酸発酵カルシウム＜８８＞、Ｂｉｇ－ｕｐα３０００シリーズ 
 

◎高温・低温など植物のストレスを予防したい！ 
                         →  バッチリ亜リンさん液肥、タケミ菌・畑の神様、バッチリ・タケミ菌の底力 
 
◎日照不足を改善したい！光合成を促進したい！ 
          →  カルシウム＜８８＞液肥、バッチリ亜リンさん液肥、Ｂｉｇ－ｕｐα３０００シリーズ、サンパワー＜８８＞、タケミ 
              菌・畑の神様、バッチリ・タケミ菌の底力 
 

◎水はけが悪い。マルチの通気不足を解消したいなど根の酸欠状態を解消したい！  →  リキデール＜６０＞ 
 

◎水稲育苗でリゾープスや苗タチガレ病、モミガレ病など、カビや病害の発生を抑制したい！  →  リキデール＜６０＞ 
 

◎肥料（窒素・りん酸・加里）を与えているのにうまく吸収できない！ 
  →  バイオマグマ＜５７＞、カルシウム＜８８＞、生珪酸発酵カルシウム＜８８＞、バッチリ亜リンさん１０８顆粒、 
    バッチリ亜リンさん液肥、Ｂｉｇ－ｕｐα３０００シリーズ、タケミ菌・畑の神様、バッチリ・タケミ菌の底力 
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