
BioFuture,Inc. 

有用微生物で地力増進  

 
農業プロバイオティクス＊製剤 

*プロバイオティクス：有用微生物を与えて健康になること。例えば、納豆菌や乳酸菌で胃腸を丈夫にする  

 

植物と微生物は根のところで栄養をお互いに与えながら共存共栄しています。  

この関係が現代の農業では農薬や化学肥料によって有用微生物が減り  

このビオタマックスを土壌に散布することによって有用微生物の豊富な土壌に戻します。  

有用微生物（ビオタマックス）で地力を回復した土壌は植物を育てます。  

 

＜特徴＞  

7 種類の有用微生物を配合  

すぐに水に溶ける  

最大で 1,000m 2 まで対応  

＜働き＞ 

(1)  有用微生物の増加  

(2)  有機物の分解促進  

これらの働きにより右記  

の効果が期待できます。  

＜効果＞  

○土壌の良質化  

○植物の根の張りが活発になり、成長が良くなる  

○枯れにくい  

○収穫期間が長くなる  

○収穫回数の増加  

○収穫量の増加  

○収穫後の日持ちが良い  

○味が良くなる  

 

植物の育ちがこんなに違う！＊レタス  

未使用 40 日後  使用 40 日後  

  

 

成分：有用微生物 7 種、固形剤（クエン酸、重炭酸ナトリウム）   

ｻｲｽﾞ：直径 24mm、厚さ 5mm、4g の錠剤  
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＜使用方法＞ 

使い方は簡単で、水に溶かして散布又は植物を浸すだけです。  

溶けるときの泡で自然に混ざり 2～3 分でバイオ溶液になります。  

  

A .下記への利用の場合、水 50 リットルに 1 錠溶かして下さい。  

①  種にかける  

②  根を植える前に根をバイオ溶液に浸す（ドブ漬け）  

③  根の周りに撒く  

 

B.畑全体に撒く場合は水 100L に 1 錠溶かして下さい。  

＊1 錠で最大１ ,000m 2 まで対応できます。  

  

＊使用する量が少ない場合は必要に応じて錠剤を割ってお使い下さい。  

＊根の周りに撒く場合：植物の背の高さを直径として根の周辺に円を描きその範囲にバイオ  

溶液を撒布してください。狭めよりも広めに撒布してください。  

植物の高さに応じ根張りの範囲も広がります。撒 く範囲は植物の背の  

高さに応じて散布面積を広げてください。散布した有用微生物は土壌

内の根で共存共栄します。  

 

溶液は 2 週間以内に使い切ってください  

 

☀最大限の効果を得るために  

・植物が小さい段階で早めにお使い下さい。  

・根の成長時に散布すると効果が大きいです。  

・有機肥料と併せてお使い下さい。  

・殺菌剤やその他化学製品とは同時に使用しないで下さい。  

 

！注意  

・有用微生物は非病原性の自然菌ですが、腸内細菌ではありません。食用しないで下さい。  

 ・過敏な方は皮膚刺激を引き起こす可能性があります。  

 ・目に入れないで下さい。万が一目に入った場合は水でよく洗い流して下さい。  

 ・幼児の手の届かない場所に保管して下さい。  

 

日本総輸入元  有限会社バイオフューチャー 

本社  〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-9-37 ﾌﾗｯﾄﾜｾﾀﾞ 101 

TEL：03-5272-1678 FAX：03-5272-1679 

大阪支店  〒521-0041 大阪市北区天神橋 8-14-23 

TEL：06-6357-1500 FAX：06-6354-1900 
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ビオタマックス使用試験  

 

「Paenibaci l lus polymyxaを含んだ微生物製剤（Custom N2）がダイズの根粒着生や生育に与

える影響の解析」  に関する報告書  

平成 22年度  東京農工大学  大学院農学研究員  教授  横山  せい  

 

ビオタマックスは7種類の微生物を含む農業用微生物製剤。その中の窒素固定 Paenibaci l lus 

polymyxaがダイズの生育に与える効果評価試験（3週間の栽培期間）。 通常の根粒菌と比較し

ても、ビオタマックスに含まれる窒素固定菌を使用した方が、地上部も根部の成長もよかった。  

根粒菌接種区        Custom N2接種区     根粒菌とCustom N2接種区  
 

 

 



ビオタマックスをお使い頂いたお客様の声  

 

有限会社バイオフューチャー  

 

１）京都府在住・農家  

使用作物：ピーマン・唐辛子  

コメント：植え替え時にグリーンから黄緑に変色していた葉の色が使用 4日後ほど  

で葉の色が濃くなった。出荷が 11 月半ばまで続いた。  

 

２）山形県在住・農家  

使用作物：トマト  

コメント：ビオタマックスを植えつけ時のドブづけに使用しました。  

根張りが良く、活着もスムーズにいき、生育のスピードに手入れが追い  

つかない状態です。  

 

３）栃木県在住・農家  

使用作物：稲（コシヒカリ）（対象トライアル実施）  

コメント：1 割以上の増収、食味・風味が良くなった。  

 

使用作物：キャベツ  

コメント：発芽良好  発芽率 100%  発根も良好  

 

 

＊その他、きゅうりやレタス・マンゴーなど色々な作物に使って頂いております。  

 

 

 

以上  
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ビオタマックス使用例  

 

○稲  

  
対象  ビオタマックス使用  

 

左：対象  右：ビオタマックス使用  

 

 

○ナス  

  

ビオタマックス使用  左：ビオタマックス使用  右：対象  
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○大豆  

  

対象区  ビオタマックス使用  

  

左：ビオタマックス使用  右：対象  左：対象  右：ビオタマックス使用  

 

 

○キャベツ  

  

対象区  収穫量  ビオタマックス使用  収穫量  
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○とうもろこし  

  

左：ビオタマックス使用  右：対象  左：対象  右：ビオタマックス使用  

  

対象区  実の付き方  ビオタマックス使用  実の付き方  

 

 

その他  

レタス、トマト、きゅうり、マンゴー、豆類、  

唐辛子、ピーマン、ゴムの木、 etc 
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バイオと化学比較  

有限会社バイオフューチャー  

項目  農業バイオ「ビオタマックス」  化学肥料  化学農薬  

原理  
根圏のところで、バクテリアと作物が  

共存共栄している。  

作物に必要な肥料、ＮＰＫを提供  

する。 
病原菌を農薬で殺す。  

法律  地力増進法  肥料取締法  農薬取締法  

長所  

漢方薬と同じで、体質改善的効きか

たをする。土壌細菌が増えれば、土も

ふわふわになり、作物が根を張りやす

くなる。  

基本的には植物の 3 大栄養素 N、P、

K から成り立っている。  
殺菌効果は高い。  

欠点  

欠点はない。人間も大腸菌や皮膚常

在菌との付き合いは人類歴史始まっ

て以降のことで、人間との付き合いは

一番長い。作物の土壌細菌も同じで

ある。 

自然は多種類のものがバランスよく出

来上がっているが、化学肥料は多種

類の栄養配合になっていない。土壌細

菌が弱り、減って行く。  

善玉菌まで殺すことになる。  

作物の細胞のワックスが溶け、作物が

弱って病気に掛かり易くなる。  

人体・環境への影響  

環境にもからだにも優しい。  

微生物との付き合いは一番長い（腸

内細菌、皮膚常在菌）  

土壌細菌が減少し、土が硬くなる。  
化学的成分であるため、大量に使うと

身体及び作物へ悪影響を与える。  

 

以上  
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