
本当にピュアで
エネルギーに満ち溢れる
水をどうぞお楽しみください。

ベストウォーターとしての証
─そして最高品質の飲料水の為のシステム。

これらの有名な認証組織はベストウォーターの技術力をテスト

し、その傑出した飲料水の品質を認めました。

ベストウォーターのテクノロジーは水から有毒な物質を排除する

のに留まらず、逆浸透膜技術によって放射性物質をも補足し

てしまう信頼の仕組みなのです。

飲料水に対して設定される多くの
物質含有規制値は、ベストウォーターの
テクノロジーにかかれば全く問題になりません。

ウォーターのテクノロジーは水に溶けた汚染源たる微小粒子を

最大99%濾過できます。それは酷く汚染されたドイツのシュプ

レー川の水をも浄化できるほどです。

この技術をもってすれば、電気伝導率は飲料水基準の

１／１０００にまで低減されてしまいます（純水レベル）。

ご注文いただければ、あなたは
この画期的なベストウォーターの素晴らしさを
確信いただけるでしょう。

ご不明な点は私どものセールス窓口にて承ります。

ベストウォーターに関するあらゆる疑問にお答えいたします。

ベストウォーターは真に澄み切った水で、
あなたにエネルギーを注ぎ込みます

逆浸透膜技術によって皆様に健康なお水をお届けいたします。

この技術によって病原菌、バクテリア、重金属、薬品、放射

性物質などを、最大99%取り除きます。

これによって、まさに泉から湧き出たような美味しい水を自宅で味

わえます。

このエネルギーに溢れる澄み切った水こそが、水本来の力であ

なたの体を活性化します。

ベストウォーターはあらゆる生活シーンにおいて、
健康への重要な役割を担います。

● 一人ひとりのエネルギーバランスと健康改善にお役に立ちます

● 日々のお仕事や運動を伴う生活そのものを改善します

● 家族全員のための安全で清潔な飲料水です

● ベビーフードや自然食品の様な無菌で安全な調理をサポートします。

● 毎日の食事をより楽しく健やかなもにへと変えるでしょう

● 快適で衛生的な生活の基板はやはり、このピュアな水から始まるの

です。

● 不純物を含んでいない、安心な水をようやくご家庭にお届けします。

● ご家庭で飼育しているペットや魚、そして植物にとっても勿論最適

です。

私たちは自分や家族が飲む水に
もっと責任を持つべきではないでしょうか。

水はこの地球上において最も重要かつ魅力に溢れる物質の一つです。

水は地球の表面の75%を覆っており、私たち人類の起源です。

私たち人間の体も同じく約75%が水から構成されています。つまり私た

ち人間にとって無くてはならない物なのです。

私たちの健康と平均余命は実際にこの水の品質に依存しているという

事実が科学的研究で立証されています。

健康に生きていく上で必要不可欠なそんな水に対して、私たちはどれほ

ど意識して責任を持って選んでいるでしょうか？

ベストウォーターがあなたの生活に
必要なクオリティと健康を守ります。

普段の生活において、私たちはいつも蛇口から流れ出る水ばかりを見

ているせいか、地球上に存在する水のわずか0.4%だけが飲料水として

利用出来るということなど考えたことがないと思います。

ただそのわずかな飲料水も、我々の口に届くまでの間に様々な物質と接

することで、水は濾過されきれいになります。しかし、その反対に工場

や農場から排出される汚染された空気や物質とも接するため、健康では

ない水を口に含む可能性も大いにあるのです。

ベストウォーターの浄水システムは、あなたにいつも新鮮な湧き水のよう

なピュアでおいしい飲料水をお届けし、あなたとあなたの家族の健康を守

ります。

あなたに不可欠で、
独創的で、究極のピュア！

お問い合わせ先：

水は私たちの命の源です。

Water filteration system

エネルギーに満ち溢れた水
水は逆浸透膜フィルタによる浄化プロセスを経て、天然物
質を含むHEフィルタを通り抜けることでエネルギーに満ちた
水へと生まれ変わります。
この生まれ変わった水は泉から湧き出る天然水と同じく、実
になめらかで活力に富んだ水となります。

水の生命力
滝から流れ落ちる水は私たち人間を常
に魅了します。それは私達に、本来の
熱狂的な自然の一部を示しているから
でしょう。ここでは、水の分子が非常に
高エネルギーレベルにあるのです。　

水の結晶の完璧な純度
活力を与えて凍らせたBestWater
の水滴の写真は実に素晴らしい結晶構
造を見せてくれます。 
（図：水の水晶　E. F.  Braun/Schweizより）

ベストウォーターテクノロジー
の浄化力と活性化力

この水が、あなたの人生を変える・・・ ベストウォーターのテクノロジーがもたらす、
綺麗にする力と活き活きとさせる力
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人間の髪の毛 = 0,096 mm
赤血球 = 0,001 mm
バクテリア = 0,0002 mm
ウィルス = 0,00003 mm

水分子 = 0,0000001 mm

大きさの比較

メンブレン（逆浸透膜）フィルター

水道水 飲用水

設置プラン :
台所流し台 給水栓

予備フィルター

エネルギーを注入する分子フィルター

貯水タンク

ピュアな浄水システム

こうして飲料水はその本来の
力を創りだすのです。

ベストウォーターのテクノロジー
がもたらすみずみずしさとおいしさ

洗練されたフォルムと素材
から成る専用の給水栓

ベストウォーター
─ 最高品質に裏打ちされた30年保証

ベストウォーター：
経済的にもベストなチョイス

素晴らしい効果のコンパクト
なシステム！

経済的で、 

　　あなたをより健やかに、
　　しかも環境保護にも貢献

*大人の一日推薦量

水晶
高性能活性化モジュールの中で、水晶は
2.5～ 160ヘルツの光周波数の貯蔵媒
体として機能しています。

ステップA：
予備フィルターシステムにおける準備

まず、水道水は浄化に向けて予備フィルターシステムで準備

されていきます。セディメントフィルター（1+3）では浮遊粒子

や未精製粒子のフィルタリングを担います。椰子の炭、ゼオ

ライトのミネラル、サンゴ砂、シリカ（二酸化ケイ素）粒で構

成される活性炭フィルター（2）では、塩化物、炭化水素およ

びアンモニア化合物などの水に溶け込んでいるガスを濾過捕

捉します。そこでは、水が渦を巻き（10の13乗）ヘルツの

振動レベルに到達します。これが分子フィルターの浄化レベ

ルを増大させ、既にここで不要な汚染物質を吸着沈殿させて

しまいます。

ステップB：
逆浸透膜による水の精製

この段階では、予備フィルターで準備された水は分子フィル

ターへと移動し、逆浸透膜を通過する事で全ての不純物は分

離されます。逆浸透膜は、水の持つ自然の浸透力を逆方向

に利用する仕組みです。ここでは水に本来の浸透方向とは逆

の圧力を加えることで、水の分子だけが通れるほど非常に微

細かつ多層な穴の膜（メンブレン）を介して、水は濾過されて

いきます。この時、水分子より大きな全ての不純物は99%

の除去率で膜（メンブレン）にて取り除かれ、その後排水と

なって押し出されていきます。そうして精製水は貯蔵タンクに

蓄積されていくのです。

ステップC：
光学技術と光の周波数による水の再活性化

この逆浸透膜による精製プロセスを経て、水は科学的に最も

純度の高い水へと生まれ変わりました。しかし、これまでの浄

化プロセスによって水本来のエネルギーもが失われてしまいま

した。このため、飲料水として取り出される前に、水は更に2 

つのエネルギーチャージのプロセスを通過する事となります。

HEモジュールは、光(2.5 ～ 160ヘルツ）の分光スペクトル

周波数のための天然貯蔵媒体として機能する貴重な水晶で

満たされています。ここで水には本来の活力が与えられる事と

なり、人間の体に反応し調和する事で良い影響をもたらすの

です。

確かな技術の実用化

ベストウォーターの技術によって、あなたはご自分の健康に投

資できるだけでなく、お金を節約することにも繋がります。例え

ば、ミネラルウォーターを買うお金を節約できます。またコー

ヒーメーカーや食洗機、スチームアイロンなどの水を利用する

装置の寿命は、ベストウォーターを利用する事で明らかに長く

なります。

ベストウォーターで節約、例えば：

● より少ない化学洗剤や洗浄剤及びすすぎの量で済みま

す。

● 水を使う全ての電気製品にとって、低消費電力となりメ

インテナンスコストも節約します。

● ミネラルウォーターの購入や輸送のコストを節約します。

更には十分な処理能力により（一日あたり約180リットル）、

料理や花への水やりや窓掃除といった家事にもより多くの水

が利用できます。

ベストウォーターは環境保護
にも積極的に貢献します！

ベストウォーターをご使用頂くことで環境保護へ積極的に貢献

できます。水は低硬度のため、洗剤の消費量を減らせること

ができ、イオン浄水器が不要になります。また、水源は自宅

にあるため、ペットボトルのゴミを作らないうえに、ミネラル

ウォーターの輸送コストも必要なくなるのです。

ベストウォーターのフィルター＆ヘルシー
システムに込められた自然の原理

健全で美味しくエネルギッシュな湧き水は、あらゆる面で水道

水とは比較になりません。何故ならこの新鮮かつ貴重な湧き

水は地下数百メートルもの深さから地表に到達するまでに数

千年もの時を経た結果、現在までこんこんと湧き出ているの

ですから。

健全で美味しくエネルギッシュな湧き水は、あらゆる面で水道

水とは比較になりません。何故ならこの新鮮かつ貴重な湧き

水は地下数百メートルもの深さから地表に到達するまでに数

千年もの時を経た結果、現在までこんこんと湧き出ているの

ですから。

ベストウォーターテクノロジーにより、湧き水品質であなたの今

の水道水は非常にアクティブで極めて明瞭な水に大変身！ 水

本来のエネルギーは6段階の準備システムで徐々に回復して

いきます。

メンブレン（逆浸透膜）分子フィルター
分子フィルターシステムの多層膜は唯一、
水の分子だけを通過させる優れモノです。
それより大きな分子はすべて濾過され、排
水管で排出されてしまいます。
（ステップBを御覧ください）

アクアリス・クリスタルエナジー・モジュール（ステップCへ）

2番目のモジュールにおいて、浸透水はまずミクロのケイ素の

結晶層を通過します。ここでその浸透水は生物光子エネル

ギーを受けて10の13乗の高周波数で振動します。

更に、活力を得た浸透水はゼオライトのミネラルを経て渦巻き

状態になります。100万歳の純粋な水晶水がこの火山岩に

蓄積されており、その貴重な情報が水に伝わります。このよう

に、水は基本のパワーと活力を新鮮な湧水と同程度を得るこ

とが出来るのです。

ベストウォーターテクノロジーの取り付けは
こんなに簡単

デザイン性に優れたベストウォーターの浄水システムは、ご自

宅はもちろんのことオフィスなどでも設置することができます。

ご自宅に設置する場合、台所の流し台の下に取り付けること

をお薦めします。さらに、デザイン性にも優れているため外に

設置したり、柔軟性の高いホースとコネクター類によって、流

し台とは離れた場所に設置したりすることもできます。設置は

当社の技術を熟知した専門家が直接ご訪問して設置いたしま

すのでご安心ください。

3重の予備フィルターシステム
二つのセディメントフィルター
（1+3）と一つの活性炭フィル
ター（2）から構成されます。ここ
で水は、この後に控える分子フィ
ルターにおける浄化に備えた準備
がなされます。

逆浸透膜による水質浄化
ベストウォーターの逆浸透フィルタ
は水分子のみを通すため、その
他の体に有害とされる様々な物質
は除去されます。これは品質の高
い逆浸透膜フィルタでのみ可能と
なるものです。

アクアリス・クリスタルエナジー・
モジュール
汚染された物質と結びつき沈殿させてし
まいます。

分子フィルタ
逆浸透膜はここに装着
されています。水に溶
け込んでいる物質の最
大99％がここで取り除
かれます。

HEモジュール
光の分光スペクトル周波数のための天然貯
蔵媒体として機能する貴重な水晶が充填され
ています。
（ステップCを御覧ください）

メンブレン（逆浸透膜）を含む
ベストウォーター分子フィルタシ
ステムの全ての部分に30年
保証が付いています。電子・
電気機械式の付属周辺部品
は適用外です。

10年間の交換保証もし10年
以内にお客様が新しい分子
フィルタの購入をお決めになっ
たら、現在お使いのものを新し
いものと交換致します。（別途
費用がかかります）

予備フィルター本体
二重のシール材による円錐形の
内ネジ

注水蛇口
高さ215mm、¼"接続ジョイント、
75mmネジ国際規格ISO9000と
ISO14001に準拠した組み立て

透過圧ポンプ
貯水用タンク内の水分量を高め、
水の消費量を抑えて消耗を軽減

12.5Lの貯水用タンク
飲料水の最適な貯蔵用に、NSF-
証明書付き最高品質規格のプラ
スチック素材から作られている

クイック接続
高い保安性と簡単な操作
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透過圧ポンプ
貯水用タンク内の水分量を高め、
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12.5Lの貯水用タンク
飲料水の最適な貯蔵用に、NSF-
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クイック接続
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シンク下
ベストウォーター分子フィルターシステムは
例えばシンクの下でなどの様に殆どスペー
スを必要としません。専用の給水栓はシン
ク上に設置されます。

4人家族の場合

2人家族の場合

 1人1日ミネラルウォーター 2リットル：約200円
 = 家族4人で約800円 × 30日：約 24,000円

毎月のコスト

1人1日ミネラルウォーター 2リットル：約100円
= 家族2人で約400円×30日：約12,000円

毎月のコスト
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