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◆生命の系統樹から見ると、植物とキノコ類(菌
類)と動物はとても近い関係にあります。
それぞれに進化したのは、およそ 10 億年前位
ですが、地上に植物が登場したのは 5 億年前の事
です。
◆植物は動物と共に進化し共存共栄しています。
例えば、ミツバチは花の香りに誘われて、蜜を
集めて飛来し、花粉を沢山つけて他の花に移り、
受粉を助けます。
◆栽培されているイチゴもミツバチの受粉がないと実を付ません。多くの植物は繁殖のために動物
を必要としているのです。
人類は、1 万年以上も前から植物の栽培を始めています。植物にとっては、人間に好まれる穀物・
果実・野菜が選ばれて生き残ります。庭木やお花も、人間に好まれると仲間を増やすことが出来ま
す。 多くの栽培植物は人間が育ててきたものです。種を採取して増やしてくれます。人間に好ま
れないと絶滅してしまうかもしれません。
◆ナルナル菌の基礎は、稲に付着している菌から来ています。
稲は長く人間と共存共栄して来ました。稲の遺伝子は人間よりも多く、とても賢い植物なのです。
長い歴史の中で共に栄えてきた動物と植物。それを結ぶ者が菌類であることがわかってきました。
当社では、これらの菌の培養の結果、以下の機能を持つ菌群を誕生させました。
◆ナルナル菌は、
(植物・動物共栄) 細菌群であり、
セルロース類(糖鎖)分解菌群
植物細胞内共生菌群(エンドファ
イト)と呼ばれ、発根促進・発芽成
長促進・光合成能力向上・植物免
疫向上・糖度向上などの植物機能
菌群
土壌栄養物分解菌群・土壌 PH 自
動調整菌群・空中窒素固定菌群・
消臭菌群・生ごみ分解(堆肥化)菌
群
↑ ↑ ↑ の集合体です。
これらの菌群が高密度に協力
連携しながら、植物の健康と植物
を栽培する人間の健康を支えて
くれています。生きている総合植物人間活性菌なのです。

植物に、優しく元気に! 土耕菌ナルナル
当店は明治五年創業。屋号を「吉野屋」として雑貨呉服屋として市原市東国吉の地にお店を開きました。
平成に入り、環境問題が騒がれ、当地においても里山の荒廃が顕著になりました。
ここ東国吉でも竹林が山肌を浸食し、里山の森の破壊が深刻となったことから、竹やモミガラの有効活用
の研究を行ってきました。そして、平成十九年、微生物の力を最大限に発揮する土壌微生物菌群「ナルナ
ル」の開発に成功いたしました。
日本の耕地は、農薬や化成肥料の大量投入によって曲がり角にきています。肥料のやりすぎにより「土が
死んだ」と呼ばれる何も育たない農地も出現しています。
農地のお手本は自然の森にあるのです。森は化成肥料投入も無いのに、沢山の樹木を健康に育てます。
その母なる大地として活躍しているのが土なのです。
今、農家の方でも土の匂いや味を見る方はほぼおりません。良い土の匂いの土地は健康な土地であり、よ
り多くの植物を健康に育む源となります。
土の改善に困っている農家さんや、安全で安心な野菜栽培を心がける家庭菜園愛好者の方々に簡にお
使い頂ける土壌改良生物資材として今後ともどうぞご贔屓にお願い申し上げます。 店主敬白
【会社要項】
会社名 石井商事株式会社 所在地 〒290-0163 千葉県市原市東国吉４９５
電話 0436-52-0014 FAX 0436-52-1250 メール info◇narunaru.info ◇には@を代入して下さい。
ホームページ http://www.narunaru.info/index.html 「 ナルナル 」でご検索ください。
お問合せやご質問 土壌農法研究所 所長 石井一行なで、お気軽にどうぞ。携帯 090-2476-1361
【お振込み口座名】
郵便振替口座へお振込み 東京 ００１８０-８-６６３６９５
他行からの振込 ゆうちょ銀行 〇一九店 (019) 当座 0663695 口座名 石井守
JA 市原 市津支所
普通 ５１４９１３１ 石井商事株式会社
千葉銀行 誉田支店(ホンダ) 当座 ５６１１２０ 口座名 石井商事株式会社
【製品のご案内】

電話でのご注文もできます。代金は同送の振込用紙をご利用ください。代引きも可。
品名

価格(税込)

梱包送料

ご案内

ナルナル PCRF ベランダ室内用

￥2,200

全国一律￥210

50 鉢以上に使用できます。

ナルナル 4 サイズ(おおむね 4ℓ)

￥2,750

全国一律￥520

植物全般にご利用いただ
けます。商品は全て同一で
す。粉体になります。

ナルナル 20 サイズ

￥10,780

￥1,160～

ナルナル 40 サイズ

￥16,500

￥1,4000～

スキットナチュールお試し用

￥1,250

￥100～

スキットナチュール

￥8,800

全国一律￥ 240

40g

人間用です。微粉末になっ
ております。

◇送料、価格は予告なしに変更することがございます。 (価格は令和元年 10 月 1 日現在)
【重要】ナルナルは、粉体になります。容器で計量して梱包いたしますが、生物の為、季節変動等により、
封入容積、封入重量が変化します。あらかじめご了承ください。４０サイズの場合、おおむね 40 リットル、
重量は 7.5 キロ程度となりますが、あくまで目安です。菌糸の固まりがあります、ほぐしてご利用下さい。
◇名前の由来。世界の土壌微生物の殆どは未解明で、99％以上で未知の生物です。(DNA 解析で判明)
未解明の微生物群ですが、健康にナル、おいしくナル、たくさんナル、土がふかふかにナル、病気に強くナ
ルなどの効果が認められる菌群として、ナルナル菌と命名しております。

土耕菌ナルナルの使い方
主に 2 通りの使い方があります。
① ナルナル菌はエンドファイトとして植物の根に
共生し、植物を元気にします。全植物に利用できます。
② もみ殻醗酵ボカシ肥作りの種菌として使う。
↑

土壌改良材として使います。

まず、①の使い方です。 種を撒いたら、播種した後の地
面の上に散布します。種一粒にひとつまみ程度
の量でかまいません。苗を買ってきて植えた後
に、茎の根本に付くように小匙 1 杯を撒いても
良いです。普通の肥料とは違うのでやり過ぎは
ありません。撒いたら水をあげます。すると、
眠っていた菌が活動し、植物と共生を開始しま
す。

【注意】根の先に散布しても効果が出ま

せん。

必ず植物に茎の根本にくっつけて下さ

い。土壌殺菌剤(石灰含む)を使うとナルナル菌が
死んでしまいます。木作酢などの殺菌効果のあるものも使用しないで下さい。薬剤の葉面散布は可。水道
水の場合、カルキ(塩素)を抜く事。樹木の場合、幹の根本に満遍なく、ぐるりと付着させて、水をあげて
下さい。

②

モンパの場合は、幹の直径の 3 倍の面積に幹を中心に満遍なく散布して水をあげて下さい。

もみ殻醗酵ボカシ肥の作り方。(例、100 リットル作る場合)
どこにでもある、もみ殻を簡単に発酵させてボカシ肥として使うことができます。土壌の団粒化を促進

して、フカフカの畑を作る事ができます。(エンドファイト効果は不明。環境により仕上がりに差がある)
用意するもの

容積を基準に書いています。重さではありません。

もみ殻醗酵ボカシ肥の材料
もみ殻 100 リットル
ナルナル菌 10 リットル
米糠 20 リットル
水 20 リットル

◎材料をよく混ぜて下さい。混ぜたら、紙の米袋、土のう袋、洗濯ネッ
ト、段ボール箱などに入れ、静置して下さい。寒い場所では発酵熱が逃
げますので、毛布などを掛けて寒気から守って下さい。1～3 日で発酵熱
が 50 度位に上がり、醗酵が完了すると自然と熱が下がります。外気温に
もよりますが、3 日～10 日程度で完成し、発酵熱がなくなったら、すぐ

畑にまけます。【注意】発酵させる容器として、ビニール類は使えません。通気性、通水性のあるものを
ご使用下さい。出来たものは、ネズミに注意して水に濡れないように保管下さい。作れる量はナルナルの
元菌の 100 倍までです。それ以上は菌が不安定になり、性能が低下します。まず、元菌を 10 倍に増やし
米糠醗酵ボカシ肥の材料
米糠 100 リットル
ナルナル菌 10 リットル
水 20 リットル

てから、その増やしたものを種菌にして増やします。10×10＝100 倍。 発
酵中、一切撹拌しないで下さい。匂いが毎日変化します。最後は土の匂い
になります。◎米糠醗酵ボカシ肥も、もみ殻醗酵ボカシ肥と同様にお作り
下さい。但し、一ヶ月位かかります。また、できた物はカチンコチンに固

まっていますが、水をかけるとすぐに、ボソボソになります。有機肥料としてお使い下さい。①と②の併
用で植物がより元気になります。

ナルナルが作る最高の野菜、果物の味をご堪能下さい。

お問い合わせはお気軽に。ナルナル開発、発売元
石井商事㈱

0436-52-0014、相談受付担当携帯

(詳細は《ナルナル菌》で検索)
090-2476-1361

(石井一行)

樹木への2通りの使い方
紋羽病や樹勢が弱いなど、土壌が原因の場合は
微生物による土壌改良も行い、メタボ土壌を改善す
るため、樹木の幹の太さの三倍の範囲に(写真を参
考に)薄くてよいですが、まんべんなくナルナルを散
布します。ナルナルボカシの場合の効果はボカシ
の出来具合に左右されますので予測不能です。ナ
ルナル本体を直接散布し、水を散布します。水道
水はカルキ抜きをしたものを使用して下さい。雨水
でも可。
白い白線内に散布する事。
(幹本には土壌殺菌剤は使わないで下さい。菌が死
んでしまいます。葉面散布は可。)
幹元の樹皮に塗る感
じ で、散布しましょう。

幹本に散布

土壌が健全なら樹木のエンドファイトとして、ナル
ナル菌を樹木に共生させることが出来ます。一度の
散布で共生いたしますが、毎年散布してあげるとよ
り一層、果実の味の向上や植物の健康度が向上し
ます。
かつてない味の果実をご賞味いただけます。ほと
んどの果樹で効果が出ています。
散布後は、やはり水を上げます。上記参照。

ナルナル菌は幹元から水分と一緒に植物の
体に感染し共生関係に入り、樹勢を良くし
ます。
四季を問いません。いつでも散布できます。

土耕菌ナルナルの使用量について 施設園芸などでの利用
土耕菌ナルナル40リットル袋入りは、畑全面に使用すると「30坪≒100㎡」の面積に撒くことが出来ます。
しかし、全面に散布すると雑草も強力に繁茂することがありますので、苗元にのみ散布するようにします。
その場合、撒き幅10ｃｍでおよそ1,000ｍの長さの畝に使用できます。
育苗時に、培土に
(雑草の生えない畑もつくれます。ホームページをご参照ください。)

①およそ10センチの幅で
ナルナルを畝の上に撒いてゆく
およそ1,000メートルの長さに
撒ける。

基本は、種を蒔いてから
ナルナルを散布する。

混合しても良い。
ただし、２割以上入れる
と発熱(醗酵)する
ことがある。

畝
②水をあげて
湿らすとナル
ナルが目覚め
活動を始める

基本は苗元です
畝間でも土壌改良
効果があります。
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土耕菌ナルナルと
ナルナルボカシの
効果比較とコスト表
ナ
ル
土耕菌ナルナルは、 ナ
多種類の菌の複合
ル
体として植物全般
直
に効果を及ぼしま
接
す。共生した植物
が枯死するとナル
散
ナル菌も消えます。 布
効果比較

も
み
殻
ボ
カ
シ

米
糠
ボ
カ
シ

○

○

育苗

◎

△

△

元肥・追肥

◎

○

○

生長促進

◎

○

○

味覚向上

◎

○

○

糖度向上

◎

○

○

モンパ対策

◎

☓

☓

樹勢回復

◎

☓

☓

松喰虫対策

◎

☓

☓

根頭癌腫

◎

☓

☓

連作障害

◎

○

△

畑 根腐れ改善

◎

○

△

田んぼ改善

◎

○

○

ナルナルの散布量-費用対効果 コスト表
一般的
な野菜
苗の時

容
量
cc

小さじ
一杯
大さじ
一杯

苗数(約)

1苗単価(円)

4リッ
トル
袋

40リッ
トル袋

4リッ
トル
袋

40リッ
トル袋

6
～
5

660
～
800

6､600
～
8,000

3.8～
3.1

2.3～
1.9

20

200
苗

2､000
苗

12.5

7.5

育苗使用時は、稲の育苗パットのサイズで
は、1枚に40ccを満遍なく振りかけます。

樹木

パンの材料や作り方は誰だも知ってますが、美味しいパンの真似は
できませんね。だから発酵は面白いのです。日々挑戦 !!

写真のスプーンを参考にして下さい。
比較用に百円玉を置いてます。

◎

エンドファイト効果

圃場改善

ボカシ肥は、発酵させる場所が10セン
チ変わるだけで発酵の出来具合も変わ
り、大変個人差があります。上手な人も
下手の人もいます。
出来てみないとわからないのが発酵の
世界です。
ナルナルボカシは、際限なく増やせる
と考えている方もいるようですが、風土
や気候でによって必ず変化してきてしま
います。発酵は微妙なものです。
オリジナルのナルナルは毎年、菌が
強化され発酵も力強くなっていますの
で、 毎年新しいナルナルでボカシを
作られるようお奨めします。
樹木についても、毎年散布した方がよ
り良い果実が収穫されています。
ナルナル、ナルナルボカシは、畑に散
布した場合、もみ殻の分解が起こり、3ヶ
月程度で姿が見えなくなります。3ヶ月
以上たっても分解がされない場合、残
留している農薬成分で菌が死滅してい
ると考えられます。その際は、農薬成分
が消えてから、ナルナルを使うようお願
い致します。
樹木でボカシの場合×にしたのは、ナ
ルナルと全く同じには作れないので、効
果が不明な為です。

ナルナルで目指せ満点の米作り
目指せ満点の米作り

千葉県のお米でも簡単に食味値 90 点以上
千葉県のお米でも簡単に食味値
点以上に
に
大網白里市の農家さんの分析結果 H26

使い方

【ナルナル菌は乾燥時粉体休眠状態ですが、水で再生します。】

1.育苗パットでナルナル菌を共生菌(エンドファイト)として付着させる。 ナルナル元菌 4 リットル
で 100 枚以上に使えます。育苗箱、1 箱あたり 40CC を播種後に培土のうえに散布する。発芽前、発
芽後いずれでもよい。コストは、1 箱あたり 15 円と格安。
2.(40 リットル袋購入時)土壌の改善も行うとより効果的です。
ナルナルボカシを 10 アールあたり 2 立米を投入しロータリーをかける。時季は、秋から田植えま
での期間のうち、いつでも良い。(ボカシの作り方は別紙参照。)
既に水を張っているときは、水面に散布すると広がるので、そのままにすると自然と沈降する。ロ
ータリーはいらない。ナルナルの元菌を直接散布してもよい。(この場合 10a に 40ℓ散布)

この 2 つの取組みを行うことで更に、最高級のお米が作れます。
ただし土壌殺菌は不可。除草剤の施用は可。
ボカシ作りが面倒なときは、1 のみ行うだけでも良質の米がとれます。
収穫後に乾燥させる時の水分率にご注意ください。
通常栽培のお米より、乾燥が早く進みます。乾燥機の加減をよく見てください。
生命力のあるお米は、保管時に熟成が進みより味わい深くなります。
古米の味もお楽しみいただけます。

雑草が生えないのに野菜は育つ不思議な畑が作れます。
• ☆１反部(300 坪)の畑に用意するもの
• 1、生モミガラ 20～25 立米(ｍ3)=(20,000～25,000 リットル)
• 2，ナルナルのモミガラぼかし肥

2 立米(ｍ3)=(2,000 リットル)

作り方は別紙基本資料参照のこと。

⇒2 立米(ｍ3)の量は、右の図を参考にして
ください。◎軽トラックの場合、荷台に 1
メートルのあおりを付けて満載したときの

コンパネの箱の容積(例)
底辺横 2m×奥行 1m
×高さ 1m =2 立米(ｍ3)

容積は約 2.5 立米(ｍ3)です。

=2,000 リットル 2 立米(ｍ

– 上記の資材を畑に均一に散布し、浅くローターをかけ、土と混濁させます。この時、注意する
のは限りなく浅く撹拌すること。撹拌深度は 5 センチが推奨です。15 センチ以上深く撹拌すると
効果は薄まります。一週間後から作付け可能です。
– また、ナルナルぼかし肥を使わずにモミガラだけを投入すると、雑草がより繁茂したり土を冷
やします。必ずナルナルぼかし肥を散布して下さい。
– 次年度は微生物のエサとしてモミガラを上記と同量投入するのが基本ですが、野菜の残根が微
生物のエサとして働きますので投入量は年々、様子を見ながら減らして行けます。
– □上記の場合ナルナルぼかし肥を作るのに必要なナルナル(元菌)の必要量は 20 リットルです。
– 20 リットルのナルナルを 10 倍に増やし、さらにそれを種菌として 10 倍に増やすと 2000 リット
ルになります。• 土耕菌ナルナルのみのオリジナルです。• 全て自己責任でご使用願います。

• 原理について
約 1200 万年前の地球は全球凍結という寒氷期で全地球が氷で覆われていましたが、氷
が溶け始めると、大地の地面が根こそぎ海に流れてしまい、地表は岩がむき出しの状態で
した。この時、微生物達は雑草という植物の根によって大地を耕す事にしました。それに
よって柔らかくなった大地に微生物が繁殖出来るようになったのです。そして、柔らかく
フカフカになった大地には雑草は必要なくなるので姿を消します。
また、植物は動物と共生して進化してきましたから、動物が好む実・葉、蜜などを供給
し共存します。
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注目の免疫制御性 T 細胞を生み出すクロストリジウム菌含有
製品名

食物繊維粉末

使用方法

原料

籾殻・米糠

(稲 100%

醗酵による)

1 日 1 回～数回、添付の小さじすり切れ 1 杯をぬるま湯、又は水で流し込む。 内容量 40 グラム

開発製造販売元

石井商事㈱

愛称はスキットナチュール

販売 価 格

千葉県市原市東国吉 495

お問い合わせ・ご注文電話番号

０４３６－５２－００１４

本製品は農産物加工食品です。

8, 800 円(税 込み )

配送料は何個でも全国一律 240 円です。

◎食物繊維粉末のお召し上がり方
添付のスプーンで、すり切れ一杯を口の中に入れ、ぬるま湯、又は水で流し込んで下さい。1 日 1 回お好きな時間にどうぞ。ヨーグルト
との相性も良いです。
①個人によって差がありますので、合わないと思った方は使用しない
で下さい。
②酵素の力を最大限に引き出すため、熱いお湯と一緒に摂らない
で下さい。
◎ 製品の内容量は 40 グラムです。毎日 0.5 グラムの使用で 80
日分あります。 すり切れ一杯ですと 0.3 グラムなので約 115 日程
使用できます。
↑この量で 0.3 グラムです。
↑この量で 0.5 グラムです。
人によっては効果が 3 日位持続する方もいます。
使用量は個人差があります。自然の恵みの醗酵食品です。ご自身の体調に合わせてご調整ください。 賞味期限は開封後 1 年間です。
室温で保存出来ますが、湿気のない冷暗所での保管をお願い致します。

稲の力で健康を維持しましょう。
実績が全ての土耕菌ナルナル。未知の領域を実績で開拓していきます。

スキット・ナュールは、FAX
ご注文品用紙

スキット・ナュール
スキット・ナュール

０４３６－５２－００１４

40ｇ
お試し用

ご住所・ご芳名
ご芳名
ご住所
電話番号

単価

個数

8,800 円
1,250 円

でもご注文いただけます。
合計金額

個

円

個

円

円

総計＋送料 240 円

郵便番号

〒

◆普通郵便にて配送いたします。

コンパクト・ナルナル

PCRF

NARUNARU-

室内植物・ベランダ菜園用

鉢なら約 50 鉢にお使いいただけます。
ベランダ菜園なら 50 株に使えます。

世界で初めてのミステリアスな植物成長促進効果菌剤です。
乳幼児の舌やお腹に優しい果物や野菜を作る菌があります。
それが、ナルナル菌です。
室内観葉植物、サボテン、切り花、ベランダ菜園、家庭菜園等、あら
ゆる植物に対応しています。
お花の場合、花持ちがよくなる、大輪が咲く、花数が増えます。
野菜の場合、旨味が増えて、雑味が減ります。野菜の日持ちがよくな
ります。
果物の場合、糖度が増して、嫌味が減ります。とっても美味しい果物
をご家族でお楽しみいただけます。
盆栽の場合、葉っぱが生き生きと輝いてきます。土壌中の養分を良く
吸えるように根張りが活発になります。

ナルナルのエンドファイト（植物共生活性菌）としての使い方。
植物の中心は、生え際にあります。そこにナルナルを散布します。
例えば幹回り直径 2 センチの観葉植物では、
計量スプーンで、ナルナル５ｃｃ(約 1 グラム)を生え際にぐるりと、
くっつくように撒きます。
次に水をかけて湿らせると、眠っていたナルナル菌が、
水と一緒に植物の体の中に潜り込んで行きます。
そして、ナルナル菌と植物の共生活動が始まります。
一回共生したら通常、枯れるまで共生して助け合います。
全ての植物にこの使い方は共通します。

切り花に使う水は、カルキ抜き(汲み置きした水を一晩放置して、塩素
成分を揮発)したもの、または、ミネラルウォーターをお使いください。

詳細はホームページをご覧ください。
ナルナル菌には消臭効果があります。トイレに散布すると、悪臭の
元を改善します。
ポットん式トイレの消臭・分解効果。ホームページ参照のこと。
あらゆるペットの整腸剤として、ペットフードに少量混ぜてあげて
ください。ペットの便通、悪臭が軽減します。ペット元気です。
生ごみコンポストの分解菌として使えます。週に 1 度、1 グラムを
振りかけてください。

警告！注意する事
使うときは固まりをほぐしてください。菌糸が出来てカタマリにな
ることがあります。ナルナル菌が生きている証拠です。
家畜糞堆肥(鶏糞など)・石灰は、優良菌の繁殖の妨げになることが多
いので使わないでください。正常に菌が働いていれば、撒布 3 か月後には

品名 植物育成根圏フローラ菌 NARUNARU-PCRF
原材料 稲＋自然の菌達
製造販売 石井商事㈱ 〒290-0163 千葉県市原市東国吉 495
☎ 0436-52-0014 Fax 0436-52-1250
土壌菌農法研究所 所長 石井一行 メール kadan@wave.plala.or.jp
携帯 090-2476-1361
常時、各種製品のご注文を賜っております。
電話、FAX、メール、ネットショップで受付しております。

ナルナルは、分解消滅して姿が隠れます。

鉢にキノコやカビが生えることがありますが、土壌が健康になった
証拠です。その様子を楽しみましょう。

保存方法も超簡単
保存時、水濡れ注意。万一、濡れた場合は、天日干しをして乾燥さ
せてから保管してください。
容器の口を閉じて、冷暗所で保管してください。
未開封で 1 年。開封後 1 年で使い切るようにしましょう。
乾燥してても微生物が細々と生きています。茶色の粉はもみ殻を発
酵させたもので、微生物のエサとなっています。低温でも微生物がエ
サを食べますので、徐々に減少してゆくことをご了承ください。
分解されたもみ殻の粉は、水と二酸化炭素になり空気中に蒸発して
自然に還ります。わずかな残渣は土になります。

Skit Nature
スキットナチュール。ナルナルの人間用が欲しいと要望され、誕生しまし
た。腸内フローラの活性化。T 細胞を抑制するクロストリジウム含有
約、3 か月分、８,８００円(消費税込・送料別途)

土耕菌ナルナル
プロ農家用・徳用サイズ４０リットル袋入り １６,５００円
ぼかし体験サイズ・２０リットル袋入り １０,７８０円
普通サイズ・４リットル袋入り ２,７５０円
消費税込み価格です。全国に発送します。送料はお問合せください。
ゆうパックでの発送です。
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