




























きゅうりのハウス内にカッパン
病とベト病が発生。
この病気にかかると、きゅうり
が枯れたり、曲がったりするの
で殺菌剤を使用しました。
その後、水で 1000倍希釈した
トリニティーをハウス内に３回
散布しました。

福岡県久留米市　きゅうりの栽培

2010年２月下旬〜３月

2010年５月

一度は、上の写真のように葉っ
ぱが茶色く枯れかかったり、曲
がったきゅうりが実ってしまい
ましたが、トリニティー散布後
回復しました。
近隣にある 13件のきゅうりの
ハウスは全滅だったそうです。

こんなに立派なきゅうりが実る
までに回復しました。

現在でも収穫は続いています。
そして、収益は昨年の２倍 !!
収穫量は昨年とほぼ同じですが、
周りのハウスが全滅だったこと
と野菜の価格高騰が要因のよう
です。



マスクメロンをベト病から護ったトリニティー！ 

 

 

マスクメロン(アールスメロン)の苗を定植する際、  

トリニティーＺを 1000 倍に希釈して葉面散布した 10 アール(1000 ㎡)のハウス(左) 

散布をせず、今春の長雨により２ヶ月前に発生したベト病の蔓延によって 

壊滅状態に陥ったハウス(右)。 

 

    【トリニティー1000 倍希釈 葉面散布】               【散布なし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トリニティーＺを散布したハウスでは 

例年に比べて品質こそ低下したものの８～９割の収穫を得ることができたそうです。 

 

 

【ベト病】 

多湿な条件下で発生したカビ(糸状菌)により 

キュウリやトマト、葉野菜などの作物が枯死す

る病害で日本のメロンの多くはこの病気に抵

抗性が弱いためひとたび発生すると壊滅的な

被害をもたらします。 
 

 

 

 

㈱環境保全研究所 HP から参照いたしました。 



 



 
上地喜清（うえち・きせい）  

18年余り電照菊農家としてがむしゃらに生きていたが、精神的・肉体的な限界を感じ、従来の農法から
自然栽培に転換して７年目になる。 
 
【自然栽培】畑を自然の山の状態に戻していくことで、最高の野菜が手間をかけずにつくれる。 
            最終的には、無肥料でも栽培可能になると考えられている。 
      課題は、畑を自然の状態に戻すまでに１０年程度かかること。 

 
農法として  
・完全無農薬、有機栽培 
・自家製の液肥、ぼかし、酵素なども研究中 
・月のバイオリズム  
・トリニティーＺ（１１月からインゲンに灌水液肥・葉面散布で使用）  
 

トリニティーＺを取り入れて 
 
・発芽や成長の加速。畑の面積はそのままで収穫の回転が速くなるので、特に葉野菜は収量ア 
 ップが期待できるが、 
 水やりや追肥のタイミングが大幅に早くなるので要注意 上地さんは、それを計算して次回 
 から肥料を増量し、成長の加速に備えて植え付けにはいるそうです。 
 
・天候不良（長雨）でもほうれん草やねぎが腐らなかった。  
 
・雨が続いてもハウス内で朝露や湿気がほとんどない。なぜかはまだわからない。 
 本来なら雨が降った翌朝はハウス内でも大量の朝露が発生し、非常に湿度があがる。 
 しかし、ハウスで栽培中のインゲンに【キンカク病】が発生したが、ひろがらない。               
 ※画像 ハウス・インゲン・キンカク病（１）（２） 
  
これが一番大きいことで、年が明けて、上地さんの周りのほとんどの有機栽培の農家、従来どうり消毒

薬を使用している農家は、キンカク病の発生で、インゲンが全滅した。 
また、上地さんは今回のインゲンの品種をはじめて栽培したのに対し、同じ品種を栽培して３年目の

農家もキンカク病で全滅。 
 
通常なら、キンカク病が発生すると半日でハウス全体にひろがる。 
有機農家はそのまま全滅を待つしかなく、一般の農家は消毒薬を散布するしかない。 
上地さんのハウスはキンカク病が発生しているのに生命力に溢れている。 
※画像 ハウス・インゲン 
 
 
 
 



上地さんの場合、月のバイオリズムにあわせて水やり追肥します  
 
インゲン（５００坪ハウス） 
・葉面散布  月２回      水３００ℓにトリニティー３０ｇ添加 
 
・灌水時  月３回       水７０ℓにアミノ酸２ℓ、酵素１ℓ 
                そこにトリニティー５０ｇ添加 
 

今回からオクラとキャベツは種の段階でトリニティー使用 
 
・オクラ （１００倍希釈に３時間浸す） ※画像 オクラ・種 
 オクラ１ℓ＋水２ℓ＋酵素５cc＋トリニティーＺ ２０ｇ  
 
オクラの発芽は順調、今のところ特に変わった点は見られません。 
 
・キャベツ （１００倍希釈をポットに散布） ※画像 キャベツ・種 
 水５ℓ＋酵素１０cc＋トリニティーＺ ５０ｇ 
 
キャベツは、発芽が速くなった。 ※画像 キャベツ・種・発芽（１）（２） 
通常、４日目から発芽し始めるところ      
今回、２日目から発芽し始め、４日目にはほとんど発芽 
 

まとめ  
上地さんは今後、全面的にトリニティーを取り入れて自然栽培を実践していくとのことです。 
実際、トリニティーの働きなどはほとんど知らないまま、試しに使用してくれたのですが、使用したす

べての場面で何らかの有効性が感じられるので、トリニティーの資材としての位置づけが自分のなかで

はっきりできないようです。 
なので、次回の酵素やぼかしづくりの際に、トリニティーを添加していただくことにもなっております。 
 
最近の上地さんとの会話は、夢や希望が大きく膨らみ、理想がもう少しで実現可能な目標となり、こち

らまでワクワク楽しく幸せな気持ちになってきます。 
 
それは、トリニティーによって農家としての限界・障害が解消される、まさに実益が上がることをはっ

きりとイメージ出来ているからだと感じています。 
 
今後、上地さんをきっかけにトリニティーの輪が広がるよう、お伝えしてまいります。   
                                          以 上 



トリニティー使用例 

熊本県 いちごの栽培 

 

 

 

もうすぐ収穫の時期ですが、収穫の前に 

水でトリニティーＺを１０００倍希釈した 

ものを５回ほど散布しました。 

（６００坪の土地に１回１５０ℓの水を使用しました） 
 

潅水栽培で、その時に与える水にも、 

水の１/１０００の量のトリニティーＺ 

を加えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常は２月上旬から病気が出てくるのが、今回はほとんど出ませんでした。 

そのため、殺菌剤はほとんど使いませんでした。 

そして、いちごの葉や茎のトゲがはっきりしてきました。 

（いちごの免疫が低下していると、トゲは目立たなくなります） 

もちろん味も甘くておいしいです。 

     

 

これからのものには、苗から 

トリニティーを使用して栽培しているので、 

今から来年の収穫がたのしみです。 

 

                   

病気のいちご

健康ないちご



　１：肥料 　２：施肥

４：施肥を行ってない

  ５：施肥を行った

　３：樹液



山形県東根市の農家さん。

2005年4月19日
さくらんぼの木の根元に施肥しました。

対象区を設けるため、根元に施肥した列を３列、何もしない列を３列設けました。また、老木の
地区にも対象区を設けて、同じように対応しました。

　
　１、さわやか高原ぼかし　1袋

　２、トリニティーZ　40倍希釈溶液　100cc

　３、もみがら　6リットル
　４、ペットフレンド　1袋

上記１、２、３、４を、「さくらんぼ」の木の根元にドーナツ型に置き肥として配置しました。 

（参考画像 １：肥料 、2：施肥）

上記の配合で、4～5本に施肥しました。その後は、特に葉面散布などはしておりません。
（樹木の消毒などをされる場合には1000倍程度に薄めたトリニティーZの原材料を消毒液に混ぜ

て散布されるのも良いと思います）

2005年6月18日
さくらんぼ「佐藤錦」の収穫期です。

農家さんがおっしゃるには、年によって木によって、当たりハズレがあり、今回の結果では糖度

が極端に違うこともなく、良い影響があったかどうかの判断がつかないとのことでした。

しかしながら、画像（3：樹液）にもありますように、ぼかし＆トリニティーを施肥した木か

ら、樹液が大量に出ておりました。

ある方に見て頂いたところ、さくらんぼの木の樹液は木の免疫力が高くないと出ないもの

だそうです。

味覚的には、結果が分かりにくい事となりましたが、

　　　　　　　　　　「樹勢が良くなったと考えられます」

では、最後にさくらんぼの写真をご覧下さい。

（参考画像　 4：施肥を行ってない、 5：施肥を行った）

「色」と「つぶの大きさ」この２点をよくご覧下さい。
私には施肥をしたさくらんぼの方が色が良く、粒も大きいように見えました

「さくらんぼ」を中心に米や野菜を栽培しておられます。

トリニティー使用量

たった２ヶ月で！





（株）環境保全研究所 

８、その他の結果 

１）風の精によるバナナの鮮度保持 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ヵ月後

２）ぶどう栽培への応用 ３）ねぎの種処理 

 市販品との収穫後の鮮度比較 

１０日後 



トリニティーの有効性は、農作物の生育の促
進や病害の予防においても明らかになって参
りましたが、今回は切花の鮮度保持にも有効
であることをご報告いただきました。
元花屋さんのお客様が、花瓶に水道水と水道
水にトリニティーＺをわずか２滴添加したも
のを入れ、スプレーマムという菊の一種の切
花の鮮度保持の比較テストをして下さった約
２週間後の結果です。

１）水あげ時
桶の水１ＬにトリニティーＺを５滴ほど添加してお花を浸けてみて下さい。
水のあがり具合や花持ちが良くなります。
２）桶の水
桶の水１ＬにトリニティーＺを５滴ほど添加して下さい。
小さなゴミやヌメリ、お花についた農薬はトリニティーが分解するので、水の濁り、
桶や花茎のヌメリがなくなり、水換えの頻度が１/ ３程度かそれ以下になります。
例えば、母の日など早期の仕入れでお花をストックする場合も茎が腐らず水換えが不要です。
実験では数ヶ月間、水換えが不要になったケースもありました！
桶の水が減ったらトリニティーＺは足さず、水だけを足していけばＯＫです。
葉や茎などの大きなゴミはその都度取り除いて下さい。
３）お花の水が下がってしまった時
茎を切り戻してトリニティーＺを添加した水につけてあげて下さい。
普段からトリニティーの水を吸わせておけば、お客様が持ち帰られた後の花持ちも良くなります。
４）フラワーポット（保冷循環器）
フラワーポットの水にトリニティーＺを 50 ｇ添加します。
小さなゴミやヘドロはトリニティーが分解するので、フィルターや配管の詰まりがなくなり
水換えの回数が３ヶ月に１回かそれ以下になります！
水が減った時はトリニティーＺは足さず、水だけを足していけばＯＫです。
葉や茎などの大きなゴミはその都度取り除いて下さい。

切花の鮮度保持にトリニティー！

【 トリニティーの使い方～フラワーショップ 】

水道水のみ 水道水にトリティーＺ
２滴添加

左●水道水を入れた花瓶の水は腐敗して悪
臭を放ち、ほとんどの花首は倒れて枯れ始
めています。
右●水道水にトリニティーＺをわずか２滴
添加した花瓶の水はきれいなままで、花の
鮮度も依然として保たれています。

写真提供：Lanatua 佐藤様 ( 大分県由布市 )

それぞれ 13 日後の様子

水道水のみ 水道水にトリティーＺ
２滴添加



                     ◆スプレーマムを使った鮮度比較◆     ２０１０年 ４月 ２２日 スタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トリニティーZ 2滴 

水道水 

４日後 13日後 16日後 

水から悪臭がし始めました 首が倒れてしまいました 枯れてしまい悪臭がひどい 

 

 

6日後 

花首が倒れ始めました 

枯れ始めたけどお水はきれい 



６／１７　に蕾がたくさんつき始めて、どんな花が咲くのか知りたくなり、
商店街の花屋さんに数件伺うも　置いてないので知らないｗａ！や

切り花を扱ってるので、
観葉植物を扱っている店にいったらと
教えて頂きました。
 
観葉植物を扱ってるお店で聞きました。
花が咲くのは、そうないよ！！
よほど手入れをしてるの？？　
私の家に来てもう、１０年は経ちます。
  

 
~八百屋さんからの情報です~

アスパラガスやブロッコリーを、
トリニティー（少量）入りバケツに浸けておくとお日様が当たっても元気！！
長持ちしてます。って喜んでおられました。
 

（サンセベリア）虎の尾やっと花が咲きました。

７／１　夜花が咲きました。花の香りもしましたよ！
翌日の朝見たら花が閉じていましたが・・・。
翌日も、夕方からまた花が開き、約６日間咲き続けてくれました。

秋・冬は、家の中で水はあげないで。暖かくなったらベランダに
出しましたが、梅雨時もそのままべランダでした。

水は、ビーワンオールの空き容器に
トリニティーｚ（４０倍）を３プッシュを入れただけです。



トリニティー Z を水で 1000 倍
に希釈したものをサロンさんの庭
先の草花に葉面散布したところ、
とても見事な花が咲きました。

虫がついて咲かなかったのですが、 
今年はお客様の目にとまるほど見事
に咲きました。

散布の回数は少なかったのですが、
例年よりたくさん花が咲きました。

10 年前にプランターに挿木してか
ら肥料はやっていましたが、土の入
れ替えはしていませんでした。今ま
では 2 ～ 3 輪しか咲かなかったの
ですが、トリニティー Z を 1000 ～
2000 倍に希釈して散布したところ、
今年はたくさん花が咲きました。

２年間花が咲かなかったのですが、
今年は４輪も花が咲きました。

静岡県掛川市　庭先の草花

バラ (赤 )

バラ ( ピンク )

アザレア
アマリリス















 



庭木による水清水と水道水の比較
庭木が２本折れて落ちていたので、ちょうど良い機会だと思い

『１つは水清水』『１つは水道水』のバケツに挿しておきました。

すると水清水の方が早く花が咲き、咲き終わると新芽が出てきました。

一方、水道水は少し花が咲きましたが、その後の変化は何もありませんでした。

情報提供：福井県 美容室 Ai 様



 

 

 

↑これは、トリニティーZ 1000ｇタイプの容器です！ 









（株）環境保全研究所 

７）米作りへの応用（秋田県） 

苗床にトリニティーZ の 400 倍希釈液を 4～5 回散布し、田植えをしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■収穫前の台風による被害もまぬがれました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

左：お隣の農家     右：トリニティー米 苗の根の張りが違う。収穫も１０％アップ。

トリニティー米                お隣の農家 



群馬県　トリニティー米の栽培

昨年、群馬県渋川市赤城町でトリニティーを使ってお米を作ってくれた農家

さんがありました。

根の張りが良かったり、稲がかたく作業能率が上がりました。

食味も大変良く、もちもちしたおいしいお米が獲れました。

今年は土作りから使用し、他の野菜にもチャレンジするとのことです。

この農家さんの弟さんが、高崎市内でこだわりの食堂『iSuu( イスウ )』を

されていて、このお店でトリニティー米を食べることができます。

ランチはごはんのおかわりが自由で、トリニティー米にしてから

『ご飯がおいしい！』とおかわり率がアップしたそうです。

【 トリニティー米が食べられる iSuu( イスウ ) さん 】

 情報提供：有限会社  ビー・バン・ベール







新潟県南魚沼市でコシヒカリを栽培されている笠原農園さんの事例です。 
　　美容室ＹＯＵ（所沢市）の総代理店の渋谷さんの知り合いで、
　　南魚沼の地主さんにトリニティー米の栽培を依頼しました。 
　　米造りは日頃、笠原農園の笠原勝彦さんに委託しているとのことなので、
　　笠原さんにお願いに行きました。
　　「地主さんに委託されている農地のうち、3 反だけであればやっても良い」
　　ということで、３反のみにトリニティーを用いて栽培してもらいました。

トリニティー農法　〜コシヒカリ編〜

種を 1000 倍に希釈した
トリニティー水溶液に一週間で

3 ～４回漬け込みを行った。

情報提供：美容室YOU様（所沢市）

その後トレーに種付けして苗に
育て、いつものように田植え。

８月某日、穂が急成長した段階で残ったトリニ
ティーを 1000 倍に希釈し、一度だけ田んぼに散布。

３日後、水が真っ黒

じゃぶじゃぶ

陰干し

栽培年：平成２２年 
ほ場：新潟県魚沼市
ほ場面積：３反 
トリニティー使用量：１ｋｇ 



秋、いよいよ稲刈り。
3 反のお米の 80％が 1 等米の評価を受けた。

県内の米の出来は、過去最低だったと新聞で
報じられた中、トリニティー米は 80％が
１等米の評価を受けました！

笠原農園さん、地主さん談
「米造りに関して言えば、作業的な負担はほとんどありませんでした。
今年の猛暑の影響も受けましたが、新潟県農産物援責協会の検査の結
果 80％が 1 等米の評価をうけたことは大変喜ばしいことで、
さらに収穫前に、トリニティー米というブランドですべて予約完売に
していただくことができ、販売していただいた渋谷さん他、関係者の
皆様には感謝しております。
来年は、もうちょっと面積を広げて作ってみようと思います。」

情報提供：美容室YOU様（所沢市）



笠原勝彦さんプロフィール       
       
       

           
有限会社 笠原農園　代表取締役       
       
信条：前向き      
趣味： マラソン　クロスカントリー ( 冬季国体出場目指す）    
 平成 22 年　TBS 番組　サスケ出場を機に第一ステージ    
 クリアを目指しトレーニング中。
      
< 平成 13 年 >　       
有機 JAS 認証を取得       
全国米食味分析鑑定コンクールで特別優秀賞     
水稲 6ha 作付けになる       
       
< 平成 16 年 >　       
無農薬栽培 4ha 作付けになる       
全国米食味分析鑑定コンクールで金賞       

       
< 平成 17 年 >　       
水稲 13ha 作付けになる       
全国米食味分析鑑定コンクールで金賞・特別優秀賞    
無農薬栽培 5ha 作付けになる       
       
< 平成 18 年 >　       
4 月 27 日法人化。有限会社笠原農園となる     
水稲 22ha 作付けになる       
第 8 回全国米食味分析鑑定コンクールで特別優秀賞    
無農薬栽培 6 ha 作付けになる       
       
< 平成 19 年 >　       
第 9 回全国米食味分析鑑定コンクールで金賞     
エコファーマー認定取得       
       
< 平成 20 年 >       
第 10 回全国米食味分析鑑定コンクールで金賞     
第 2 回あなたが選ぶ日本一おいしいお米コンテストイン庄内大会入賞  
           
< 平成 21 年 >       
全国米・食味分析鑑定コンクールにおいて、連続して優秀な成績を収め  
たことにより、名稲会会員に選出される。また、ダイヤモンド褒章を受章。

情報提供：美容室YOU様（所沢市）



こんなところで	 トリニティー米	 作ってます 
寒暖の差が激しい島根、そして棚田のお米はおいしいと言われていますが、〖アロマ〗のお米は、特に 

生活雑排水の入らない山からの一番水(山葵ができます)を	  

田んぼに取り入れて、極力農薬・化学肥料を使わないよう 

努力しています。 

このたび	 最高特Ａランクのこしひかりに、トリニティー  

を使い、免疫力の超アップされた元気なお米を作りました。 

ぜひトリニティー米を食べてみてください。 

高次元エネルギーの入ったお米は、きっとあなたを幸せな世界に導くことをお約束します。 

 

トリニティー米はこのように作りました。驚きの連続です。 

① もみ蒔き後	 トリニティー１０００倍に薄めた水をかけ育苗器に入れる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

数日後、ハウスに移動。特に違いは感じず。（４月なのに吹雪！！） 

② その後毎週トリニティーをジョウロで散布。 

ハウスの中ほどは暖かく、端は外の冷気で生育が悪いのですが 

トリニティー米はほぼ均一でした。 

③ いよいよ田植えです。（ゴールデンウィーク	 ほとんど夏日） 

トリニティー米と他の苗の背丈を比べると、微妙にトリニティ‐米 

のほうが高いように思われます。	 	 	 	 	 	  

苗床を持ち上げると、ハッキリ重さの違いがわかりました。 

その頃は、とても暑く、ハウス内の温度がどんどん上がり、葉が黄色 

く変色する苗も多くありました。トリニティー米も少ししんどそう 

でしたが、あまり黄色くなりませんでした。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 トリニティー 

④ 田植えが終わると、トリニティーを広い田んぼにどう蒔くか悩みました。考え付いたのは、糠と混ぜて、トリニテ

ィー団子を作り、週２で田んぼに投げ入れました。(	 肩にダメージを受けたので、オールインでマッサージ	 ) 

梅雨時期の天候不順で病気が地域全体に発生し、他の田んぼは、苗が黄色くなり、一斉防除で農薬をまかなければ

いけなくなったのですが、トリニティー米は大丈夫でした。(	 あまり関心のなかった家族が、驚き、トリニティ

ーに興味を示してきました。) 

＊	 あぜを歩いて気付いたのですが、トリニティー田んぼの方に、カエルの卵がとても多かったです。 

⑤ 田んぼの水が引いた頃は、噴霧器でトリニティーを撒きました。 



トリニティー水がキラキラと太陽の日差しをあびて舞い上がり、真夏の肌にとても心地良かったので、きっと稲も

喜んだと思います。 

(	 夏の農作業は、日焼けとの戦いですが、ＵＶカットクリ―ムＷ＆Ｗを忘れてしまい、アクアリオのみで対処。

熱中症予防もかねて、顔や頭にふんだんにスプレーしたおかげで日焼けしませんでした。) 

⑥ やっと稲刈りです。（９月初旬	 台風前にごＧＯ！） 

日当たりの良い場所を、無作為にあちこち稲を刈り、 

１本の稲穂にお米が何粒できているか、数えてみました。 

１０本ずつ数えると、トリニティー米は平均１１０粒、 

他は平均９４粒でした。驚き！！ 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 乾燥機で乾燥後、トースを挽 

いて玄米に仕上げます。 

くず米がはじかれて出てきま 

すが、他よりトリニティー米 

は少なかったです。 

 

トリニティー 

 

このようにトリニティーを使ったお米は、素晴らしく生育が良いことが証明されました。  

今年はそれでも試行錯誤でしたが、来年の米作りは、もっとレベルアップできる自信がつきま

した。  

こしひかりは、他の品種にくらべ味がズバ抜けて良いのですが、デリケートで病害虫に弱く、とても

倒れ易いのが欠点です。土に浸かると品質が悪くなります。 

今年の魚沼産こしひかりは、台風の被害でランクが落ちたそうです。 

広島のお米は、連日の猛暑で、白くひび割れするお米が増えてしまったそうです。 

また、化学肥料を与え過ぎると、甘くよく太りますが、腰が弱く、近所の稲はベタベタに倒れていまし

た。肥満児米です。そしてその土は数年で取り換えなくてはいけなくなります。 

いままで楽で簡単に、の考えのもと農業は、農薬浸け・化学肥料浸けになり、それを買わされ、人や

家畜の代わりに農業器具を買わされ、ローン返済に苦しんでいます。 

また政府の農業政策の失敗により、食糧自給率は３０％台、それもほとんどはお米です。そのアンバ

ランスにより米農家は、専業では暮らしていけません。後継者不在で、農地は荒れ、里山が無くなると

同時に、山の動物たちが住宅地を闊歩するようになりました。 



１５年ぐらい前	 冷夏で米が不作になり、輸入米が大量に入って来ました。私も買いましたが、８月

末、食べきらない内に島根からお米が送られてきました。同じ場所に袋のまま置いていたら、米虫が島

根米のほうにわいてしまいました。私は全然虫のわかない輸入米のほうが気持ち悪くなって、捨ててし

まいました。どうしてかお判りですよね。防虫剤浸けなんですよ。虫は取って、洗えばいいですもの。 

こんな農業の状態って変ですよね。間違ってますよね。	 そこで！！ 

生産する側は、食べる人のことを考えて作り、食べる人は、作る人の努力を思って買う。 

この心使いが、ビーワンの〖利他の心〗ではないでしょうか。 

〖アロマ〗のお米は、山からの一番水・・ということは、トリニティーを流せば、その地

域一帯が良くなることで、トリニティー米をどんどん買ってくださると、トリニティー米

は売れるということで、やる気のある農家は、トリニティーを買って使ってくれるので、

ビーワンを広めることにつながり、第２の沖縄久米島(サンゴ礁復活)があちこちに出現！！
ってなことになります。 

こんなに手間暇かけて愛情込めて作り、トリニティーの成果が出たお米が、皆さんの食卓

に、	  

ご飯となって上がるのを、夢みています。どうぞ召しあがってください。 

トリニティー米	 (精米１０キロ)	 ＝	 ￥５，０００ 

	 	 	 	 	 	 	 	 (精米３０キロ)	 ＝	 ￥１５，０００ 

	 	 	 	 	 	 	 	 (玄米３０キロ)	 ＝	 ￥１４，０００ 

〖アロマ〗では、お米用の冷蔵保存庫を完備しています。いつでも新米のみずみずしさを

味わっていただくために。 

●	 定期購入の場合は、割引を考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

●	 ご紹介頂いた方には、謝礼を考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

＊トリニティーを知らない方に 

	 トリニティーとは、生体融合型光触媒	 (人や動植物に無害な光触媒	 ) 

	 	 	 	 	 	 原材料＝高分子シルク含有アパタイト被服二酸化チタン 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (その他食べてなにも問題のないもので作られています。) 

◎ 抗菌・制菌・防汚・防臭・土壌改良・空気環境改善・精神安定・ 
鎮魂・油脂の劣化防止	  



	 その他トリニティーの可能性は、どんどん広がっています。 

	 ・殺菌ではないので、スーパー耐性菌（抗生物質に対する強化菌）を作りません。 

〈理美容業・医療・農業・建築業・産業廃棄物処理・クリーニング他あらゆる分野に利用 

  可能	 〉	  



『『『『最高級最高級最高級最高級☆☆☆☆南魚沼産南魚沼産南魚沼産南魚沼産トリニティーコシヒカリトリニティーコシヒカリトリニティーコシヒカリトリニティーコシヒカリ』』』』をををを収穫収穫収穫収穫しましたしましたしましたしました！！！！

見てください！

黃このたわわに実った重そうな稲穂☆一面の 金色の絨毯

がキレイですね(*^ー^*)

通常は、これだけ実ると稲はもっと頭を垂れるそうですが、

このトリニティー米はピン！としています。

とても実入りが良いです♪

9月１７日(土)に稲刈りをしました！

今年のお米は全体的に良い出来だそうですが、収穫量は

平年並み、という感じだそうです。

もともと土づくりからこだわった田んぼづくりをしていて、田ん

ぼによって地力の違いはあるにしろ…

その中でこのトリニティーを使った田んぼは明らかに収穫量が多い！

そして、この面積でこんなにたくさん収穫できるのはあり得ない！

スゴイ！と農家さんがビックリしているそうです。

＜栽培方法＞

・作付面積：二反歩(一反歩＝300坪)

・トリニティーＺ：10,000倍希釈水溶液を２～３回葉面散布。

＜一反あたりの収穫量の違い＞

・トリニティー使用の田んぼ：約８俵半の収穫(約510Kg)

・トリニティー不使用の田んぼ：約６俵半の収穫(約390Kg)

☆一反あたり、約一俵半～二俵(90Kg～120Kg)の違いが出ました。☆

今回比較した田んぼは、隣合った田んぼです。

田んぼによって、地力の差はあるにしろ、通常、隣り合った田んぼでこ

こまで収穫量に差が出ることはないそうです。

また、通常、稲刈り前の稲穂は、重く頭を垂れていた方が実入りがよ

く、出来が良いとされているそうですが、トリニティーを使った田んぼの

穂はしっかり実が入っているにも関わらず、ピン！と立っていてあまり

倒れていませんでした。

＜お問い合せ先＞新潟県南魚沼市 エックスナカジマ TEL:０９０－８６８８－１０４１

☆全国発送・定期購入可能 ☆詳細はお問い合せください。



海海海海ブドウのブドウのブドウのブドウの収穫収穫収穫収穫をををを１.５１.５１.５１.５倍倍倍倍～～～～２２２２倍倍倍倍にしたトリニティにしたトリニティにしたトリニティにしたトリニティ！！！！

海ブドウの養殖を手掛けて１０年になる沖縄県久高島の水産業者さんの事例です。

養殖用の網に挟んだ海ブドウの種に、トリニティZを４０倍に希釈して噴霧したところ、

「普通は、ある程度茎を伸ばすと根が溶けてしまうけれど、今はどれだけ伸ばしても大

丈夫！」

ということで、実のつきもよく、収穫収穫収穫収穫がががが１.５１.５１.５１.５倍倍倍倍～～～～２２２２倍倍倍倍になったになったになったになったと喜ばれています。

収穫後も、弱って商品にならない海ブドウが全くないそうです。

●トリニティZを４０倍に希釈してスプレー

●密生してまるで絨毯のような海ブドウ ●収穫後もパリパリした食感を失わない

情報提供：アーゲル様（沖縄県）



根腐根腐根腐根腐れをれをれをれを解消解消解消解消してトマトをしてトマトをしてトマトをしてトマトをBIGBIGBIGBIGにしたトリニティーにしたトリニティーにしたトリニティーにしたトリニティー！！！！

ビニールハウスでトマトを栽培している山口県の農家さんの事例です。

昨年の5月、一部のトマトが根腐根腐根腐根腐れをれをれをれを起起起起こしかけていたこしかけていたこしかけていたこしかけていたハウス内に、5,000倍に希釈したトリニティ

ーZを1ヵ月半の間に3回散布したところ、まず葉がきれいになり、根腐れも解消。

昨年は集中豪雨などで天候に恵まれなかったにもかかわらず、今まで見たこともない1個300g近いトマ

トが収穫できたそうです。

トマト特有の青臭さがなく、皮が薄くてさっぱりした甘みがあり、とても美味しかったそうです。

情報提供：ビーワンショップサロン Laびあん 様(下関市)







埼玉県狭山市でお茶やほうれん草を栽培する農家さんから、ほうれん草(低温伸長性の品種)

におけるトリニティーの有効性について試験栽培した結果を下記のとおりご報告いただきまし

た。

品 種：ほうれん草 クロノス～低温伸長性の品種で濃緑

種撒き：11月3日

収 穫：1月16日～31日

・試験区1：11月9日 トリニティーZ 250倍の水溶液を散布

・試験区2：11月9日 トリニティーZ 500倍の水溶液を散布

・対照区

①発芽

1箇所の播種粒数5～6粒において、対照区は3～4粒発芽、試験区は5～6粒発芽した。

今年は例年に比べて発芽率が悪い年柄だったが、発芽率は大きく異なった。

②育成

播種後2ヶ月くらいまでは比較的暖冬で推移したため少々徒長ぎみ(無駄に茎が伸びる)の傾

向が見られたものの、対照区の成長が勝っていた。

トリニティーZの試験区は成長が揃い、じっくり生育している感があった。

1月半ばから厳しい寒さが続いたが、収穫時にはトリニティーZの試験区は対照区より伸びが良

く色つやも良いように感じた。

③弊害

低温伸長性の品種 クロノスは、厳寒期になると表皮が成長を停止するにもかかわらず、内部

の組織が伸長するため、表皮と内部の組織が分離して軸折れという弊害が発生しやすい。

④結果

トリニティーZ 250倍の試験区に軸折れはほとんどなく、500倍の試験区に少々見受けられた

程度である。収穫期には厳しい寒さが続いたにもかかわらず、素直に成長した感がある。

●対照区に発生したほうれん草の軸折れ(左)とトリニティーZ 250倍の水溶液を散布した試験区(右)

情報提供：美容室Route M 様(埼玉県)





トリニティーでカリフラワーのトリニティーでカリフラワーのトリニティーでカリフラワーのトリニティーでカリフラワーの収穫量収穫量収穫量収穫量がががが倍増倍増倍増倍増！！！！ 有精卵有精卵有精卵有精卵ももももＬＬＬＬサイズにサイズにサイズにサイズに！！！！

無農薬で野菜を栽培されている沖縄県南城市の農家さんの事例です。

トリニティーＺを水で10,000倍に希釈してカリフラワーに１度だけ葉面散布したところ、

成長成長成長成長がががが早早早早くなりくなりくなりくなり、、、、収穫量収穫量収穫量収穫量もももも２２２２倍倍倍倍になったそうです。

「サイズが大きくなっても美味しい！」と宅配契約で野菜を購入されているお客さまにも大好評。

この1年間で栽培したトリニティー野菜は、

カリフラワーの他にも、ブロッコリー、なす、

シシトウ、冬瓜、白菜、サニーレタス、ほう

れん草、春菊、セロリ、インゲン、黒豆、ヘ

チマ…etc.

今年は、土壌や苗にもトリニティーを使用

した野菜を販売して、お客様にも、トリニテ

ィーを広めていきたいということです。

●写真の左側がトリニティーZを葉面散布したカリフラワー

また、300羽のニワトリにトリニティー野菜のくずを餌に、トリニティーＺを水で10,000倍に希釈して飲ませ

るようにしたところ、卵のサイズが大きくなってお客様に大変喜ばれているそうです。

●写真の左側がトリニティーZを希釈して飲ませたニワトリの有精卵

情報提供：オープン・セサミー 様(沖縄県)



軍鶏(軍鶏(軍鶏(軍鶏(シャモ)とトリニティーシャモ)とトリニティーシャモ)とトリニティーシャモ)とトリニティー！！！！

青森県で軍鶏(シャモ)の有精卵を生産しているお客様の事例です。

餌に、ペットフレンドと400倍に希釈したトリニティーZを混ぜ、鶏舎に300倍に希釈したトリニティーZを1

日置きに噴霧。

昨年の夏は暑さでバテたり、死亡死亡死亡死亡するするするする鶏鶏鶏鶏がががが例年例年例年例年よりよりよりより少少少少なかったなかったなかったなかったということです。

おなかを壊した鶏も、以前は、回復するのに、１週間くらいかかっていたそうですが、ペットフレンドを与え

て、2日で元気になったそうです。

また、以前より鶏糞の臭いがしなくなったと喜ばれています。

●軍鶏のつがいと爪楊枝を10本以上刺しても黄身が崩れない卵

情報提供：Dragon Pooh様(青森県)



トリニティー健康野菜が大人気
埼玉県のwaveANNEXさんではトリニティー野菜が大人気だそうです！

入荷しても午前中だけで売り切れてしまうことも珍しくありません。

野菜だけを買いに来るお客さまもいらっしゃるそうです。美容室なのに(笑)

もちろん講習会の会場でも販売しており、こちらも大人気で即完売。

試食を出すと味の違いが一目瞭然なので、飛ぶように売れていくそうです。

情報提供：waveANNEX様



waveAnnex さんの店内でもトリニティー野菜を販売



いちご園でもトリニティー野菜を販売



トリニティー野菜の栽培風景



トリニティー健康野菜の販売をきっかけに

新規のお客様が来店！

アクアAnの佐藤先生が、ご自分の

菜園でトリニティー健康野菜を栽

培、 サロンの玄関前で、販売を始

めたところ、毎朝、野菜を並べても、

即日、完売するほど好評で、売上げ

も、3週間で15,000円ほどになった

そうです。

また、今までは近所でもサロンに来ら

れなかったお客様が来店するきっかけになったりと、トリニティー健康野

菜を新たな切り口に評判は上々のようです。

トリニティーZを水で40倍に希釈し

たものを土壌に1～2回散布し、散

水時には、1,000倍程度に希釈し

たものを散布して育てた567gのタ

マネギ(右)。

情報提供：株)アクアAn 様(千葉市)



にんにくのにんにくのにんにくのにんにくの収量収量収量収量を3を3を3を3倍倍倍倍にしたトリニティーにしたトリニティーにしたトリニティーにしたトリニティー！！！！

群馬県で植木屋さんと農業をしているお客様の事例です。

昨年の9月下旬、種種種種をトリニティーをトリニティーをトリニティーをトリニティーZ1,000Z1,000Z1,000Z1,000倍希釈液倍希釈液倍希釈液倍希釈液にににに浸浸浸浸しししし、いつも通りに植え

て、12月、3月、5月に、トリニティートリニティートリニティートリニティーZ10,000Z10,000Z10,000Z10,000倍希釈液倍希釈液倍希釈液倍希釈液をををを葉面散布葉面散布葉面散布葉面散布して、6月

に収穫しました。

根のハリが強く、抜くのに一苦労でトリニティーの凄さを実感しました！

6年間いろいろな方法で栽培してきましたが、小さい玉が少なく一番、成績が良か

ったです。

茎が大きいので、病気にならず、大きなにんにくが収穫できたので、

今今今今までのまでのまでのまでの栽培方法栽培方法栽培方法栽培方法にににに比比比比べて3べて3べて3べて3倍倍倍倍のののの収穫収穫収穫収穫でしたでしたでしたでした！！！！

味は、一片一片しまりが良く、しっ

かりしていて、ホックホック！

外見も、白くて凄くキレイです。

とにかく美味いし、大きいのには

驚きです！

情報提供：ヘアーサロン かのう様（群馬県）



トリニティーズッキーニトリニティーズッキーニトリニティーズッキーニトリニティーズッキーニ収穫収穫収穫収穫しましたしましたしましたしました♪♪♪♪

埼玉県のビーワン埼玉さん、青木さんより、トリニティー野菜の体験談をご提供いただき

ました。ありがとうございます。

お客さまの青木さんが、家庭菜園でトリニティーを使ってズッキーニを栽培したところ、

化け物サイズになりました！

☆青木さん談☆

環境改善水の携帯用のスプレーを持ち歩いていたの

で、畑に行った際にズッキーニの苗全体に２～３回散

布しました。

散布の時期は芽が出て葉っぱが大きくなるころです。

適当に撒いたので、こんなに巨大なズッキーニが収穫

できてしまいました。

知り合いにおすそ分けしたところ…見た目のインパクトと

は違って、柔らかくてとっても美味しかった！と大好評

でした♪



トルコ桔梗の栽培にトリニティー！  

北海道岩見沢市で花卉栽培をされている農家さんの事例です。  

先月、トルコ桔梗の種を播いた育苗ポットの全面にカビが発生したので、  

トリニティーZを水で 1,000倍に希釈して散布したところ、4日目にはカビがほぼ消滅したそうです。  

「リスクが伴うので、通常は発芽時に農薬の散布はあまりするものではないが、  

トリニティーZは農薬並みに効いている。」と大変驚かれたそうです。  

 

トリニティーZ散布前(2月 20日) 白く綿状に表面を覆っているものがカビ／ 散布後(2月 23日)  

情報提供：アクアプリズム 様(札幌市)  

※トリニティーZは農薬に相当する成分および殺菌剤などは含まれておりません。 

http://www.kankyo-hozen.info/2011/03/post_130.html
http://www.kankyo-hozen.info/WindowsLiveWriter/78c5966b7b80_9736/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E6%A1%94%E6%A2%97_%E6%95%A3%E5%B8%83%E5%89%8D_2.jpg
http://www.kankyo-hozen.info/WindowsLiveWriter/78c5966b7b80_9736/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E6%A1%94%E6%A2%97_%E6%95%A3%E5%B8%83%E5%BE%8C_2.jpg




ニンジンを BIGにしたトリニティー！ 

昨年、アクア Anの佐藤先生が、ご自分の家庭菜園でニンジンを栽培。  

種を蒔いた後に“さわやか高原ぼかし”と、40倍に希釈したトリニティーZを土に撒き、  

その後、1,000倍に希釈したトリニティーZを葉に 1回散布しただけで、ご覧の大きさになりました。  

 

長さ：17cm  直径：9cm  胴回り：31cm(一番太いところで)  重さ：808g 

「生で食べてみましたが、ニンジンの香りが濃厚でとても甘味があり、  

シャキシャキした歯応えで美味しかった。」そうです。  

情報提供：株)アクア An 様(千葉市) 

http://www.kankyo-hozen.info/2011/02/big_1.html
http://www.kankyo-hozen.info/WindowsLiveWriter/BIG_920F/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC_%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3_2.jpg


里芋里芋里芋里芋のののの収量収量収量収量を30を30を30を30％％％％アップにしたトリニティーアップにしたトリニティーアップにしたトリニティーアップにしたトリニティー！！！！

トリニティー健康野菜の生産者でもある、鹿児島県

沖永良部島で、4棟のハウスで土垂れ（どだれ）里

芋を栽培している永井尚武さんの事例です。

トリニティーZを水で、5,000倍に希釈して、土壌散

布と葉面散布を計7回したところ、例年例年例年例年、1、1、1、1棟棟棟棟のハのハのハのハ

ウスのウスのウスのウスの収量収量収量収量のののの平均平均平均平均が100が100が100が100KgKgKgKgだったのがだったのがだったのがだったのが、、、、今年今年今年今年

はなんとはなんとはなんとはなんと、130、130、130、130kgkgkgkgもももも収穫収穫収穫収穫できたそうですできたそうですできたそうですできたそうです！！！！

結果的にハウス1棟分も、多く収穫できたと喜ばれて

います。

近隣の里芋農家さんが今年の里芋は甘みが少ない

という声が多い中、永井さんの里芋は味は申し分な

く、甘くて美味しいと評判です。

また、この里芋を神戸市の「サロン・ド・ボーテ SUMIRE」さんでは、お店のレジ横で販

売されています。

関西方面のスーパーなどでは販売されていない、めずらしい品

種の里芋なので、お客さんも買っていかれる方が多いそうです。

食への関心が以前より高まっているので、里芋をきっかけに、トリ

ニティーのお話が、とても伝わりやすくなったそうです。

これまで、トリニティーを使われていなかったお客様が、商品を

買って帰られるなど、お客様の中にも、確実に、変化が起きてい

ます。

情報提供：（株）エナジーサポート様（大阪府）、サロン・ド・ボーテ SUMIRE様（神戸市）



すもものすもものすもものすももの栽培栽培栽培栽培におけるトリニティーにおけるトリニティーにおけるトリニティーにおけるトリニティーZZZZのののの使用例使用例使用例使用例

山梨県ですもも（ソルダム種）とワイン用のぶどうを生産しているすたま農場さんよ

り、すももの栽培におけるトリニティーZの使用例をご報告いた

だきました。

【使用方法】

防虫剤にトリニティーZを添加し、10,000倍希釈になるよう

にして1回葉面散布。

【結果】

通常、ソルダム種は果実の半分くらいが赤くなると枝から

落ちるが、トリニティーZを使ったら完熟しても枝から落ちな かったため、とても

甘い。

また、摘果の際に手の届かない高いところは摘み

残すので、5～6個鈴なりになり、通常は大きくなら

ないが出荷できるサイズまでに大きく成長した。

この品種は最大でも直径4～5cmにしかならない

が、7～8cmのサイズも収穫できた。

今回、畑全体で約1トンの収穫があり、300mlのジュースを

130本作り、加糖などはせずに、そのままジュースにしまし

た。

通常は酸っぱくてジュースにはならないが、このすももジュ

ースは、食べたままと同じで、とても甘いジュースに仕上が

った。

情報提供：（株）アクアプラス様（静岡県）、すたま農場様（山梨県）






