お客様の声
～体の中からも外からも体感できる水～
飲む以外にも洗顔に使ったり、髪の毛に吹きかけたり、頭からかぶったり、
手のつけおきなどあらゆるシーンで使って頂けます！！

最重要

【注意事項】
下記体験談は個人の体験談です。効果を保障するものではありません。

実際に使用されたお客様から数々の声を頂いております
女性 ： ピンク

男性 ： ブルー

＜体内編＞
糖尿病ですが使用して10日ほどで血糖値が下
がった

トイレの回数が増えた
使用したその日からトイレの回数が増えました！
内に溜まっていた活性酸素が取り除かれていている証
拠だと言われました。
朝起きると体のむくみもなく、体調の良さを感じます。

本当にびっくりしました。
水素水が体に良いのは知っていましたが、わずか10日
ほどで血糖値が下がったんです！
愛知県 50代 女性
水素水を飲むこと以外は普段と同じ生活をしていたの
で水素水のおかげだと思います！
愛知県 40代 男性

愛知県 20代 女性

二日酔いになりにくくなった

リウマチになって初めて痛みを感じなかった

お酒を飲んだあと、水素水をコップ1杯飲むだけで翌朝
の体調がすごくいいんです！
ものすごく助かっています！！

長年のリウマチで冬は手などに痛みを感じ毎年我慢
していましたが、水素水を飲み始めて今年は痛みが
かなり和らぎました！！
正直お水だけでこんなにも変わるなんて驚きです！
愛知県 70代 女性

愛知県 50代 男性

過激な運動をしても筋肉痛にならない

花粉症がよくなってる

体を動かす事は大好きですが、翌日の筋肉痛にい
つも悩まされていました。
それがなんと！！！水素水を飲み始めてからバレー
やスノボをした翌日でも、体が軽やかで筋肉痛を感
じなかったことに驚きました。

水素水で花粉症という悪夢から救われました。
毎年、花粉症の症状を抑えるために薬と注射のダブ
ル治療をしていますが、治ることはなく本当につらかっ
たです。
でも今年は花粉の季節になっても症状が出ないので、
本当に感動しました。もっと早く水素水と出会いたかっ
たです。

石川県 30代 女性

愛知県 40代 男性

犬のアトピーが良くなった

腰痛がなくなった

驚きました！
愛犬は生まれつきアレルギー持ちでした。
何気なく毎日愛犬にも水素水を飲ませたら、美味しさ
がわかるようでガバガバ飲むようになりました。
一か月もしないうちにアトピーが徐々に減り、毛並もふ
さふさになりました。
大阪府 50代 男性

ありがとうございます。
水素水を飲んでいるうち、日に日に腰の痛みが減り、
始めは信じられませんでした。
今となっては、腰痛がなくなっただけではなく、元気な
体で行動範囲も増え、毎日生き生きとしています。
岐阜県 60代 女性
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お客様の声
実際に使用されたお客様から数々の声を頂いております
女性 ： ピンク

男性 ： ブルー

愛犬の病気が良くなった

口臭がなくなった！

元々病気持ちの愛犬に水素水を飲ませたら急に血便が
出るようになりました。
あわてて動物病院に行き獣医さんに見てもらったところ、
水素水を飲んだことで体内の悪いものが便として排出さ
れたとのことでした！
今までお腹がゆるかったのも解消され、元気に走り回っ
ています。

口臭が全然気にならなくなりました。
飲むだけでなく、歯磨きやうがいの時も水素水を使うよう
にしたら口臭がなくなりました。
さらに水素水でうがいをすると口の中がすごくすっきりす
るんです！

岐阜県 60代 男性

愛知県 40代 女性

加齢臭が改善された

5歳の娘の便通が良くなった

高校生の娘に加齢臭を指摘され悩んでいました。
ところが、水素水を飲み始めてから臭いが消えたと家族に
言われました。他にも、入浴の際には水素水をかぶるよう
にしています。
水素水ありがとう！

娘(5歳)が便秘ぎみで心配だったのですが、水素水を飲
み始めてからそれが解消されました。
今では毎日欠かさず飲んでいます！

福岡県 50代 男性

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰを飲ませたらペットのトイレが臭い始めた
うさぎを飼い始めてからずっと水素水を飲ませていました。
GWの5日間初めてﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰを与えたところ、トイレの回
数が減り、おしっこが臭うと初めて感じました！
草食動物だから元々臭いのないものだと思っていました
からとても驚きました。
改めて水素水の力を実感しました。
奈良県 30代 女性

愛知県 30代 女性

水素水を飲まなかったらトイレの臭いが気になるよう
になった
5日間の出張のため水素水を飲まなかったら、尿の匂い
が気になるようになりました！
再度水素水を飲み始めたら、臭いもなくなりトイレの回数
も増えました。
約1週間使用をストップすることで再度水素水の力を実感
しやすくなることがわかりました。
愛知県 20代 男性

尿の出が良くなった！

手首にあるガングリオンが消えた

前から前立腺が悪く1回のトイレで少量しか出なくて困っ
ていました。
水素水を飲み始めてからスムーズに出るようになりまし
た！
悩んでいる人！
ぜひ水素水を飲んでください！！
愛知県 50代 男性

めっちゃ嬉しいです。
6年前にパチンコ玉大の腫瘤が手首にできました。
痛みもなくずっと放置していましたが、最近になって
急に消えたんです。
これは水素水以外に思い浮かびません。

毎日飲むだけで魚の目がなくなりました

飼っている猫が以前に比べ倍以上水を飲むように
なった！

10年近く治らなかった魚の目がなくなりました。
しかも毎日水素水を飲むだけで、1ヶ月後には気づい
たら
なくなっていたんです！
魚の目で悩んでいる方に是非薦めたいです。

愛知県 20代 男性

飼っている猫がお水をあまり飲まなくて困っていたところ、
試しに水素水を飲ませたら、以前の倍以上飲むようになっ
たんです！また、気になっていたトイレの匂いが気になら
なくなりました！
飲ませる水が違うだけでこんなにも変わるなんで驚きで
す！！
愛知県 40代 女性

愛知県 20代 男性
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お客様の声
実際に使用されたお客様から数々の声を頂いております
女性 ： ピンク

男性 ： ブルー

目ヤニが少なくなった！
水素水を飲んだり、顔を洗ったりしていたら目ヤニがか
なり少なくなりました。
自分が効果を感じたのでペットにも飲ませたところ、なん
とペットも目ヤニが少なくなりました！！
これにはびっくりしました。

静岡県 40代 男性

＜体外編＞
水素水のミストを寝る前に顔にかけたら
翌日肌がもちもちになった！

髪の毛がつるつる・さらさらになる

水素水がお肌に良いと聞いて化粧水の前に水素水を顔
につけて寝てみました。
すると、翌朝ビックリ！
もちもちしていて驚くほど化粧のノリも抜群！！

絶対みんなに試してほしいです！
ギシギシした寝癖ヘアーに水素水をかけてドライヤーを
すると、びっくりするほどさらさらつるつるヘアーになりま
した。
自分でもまるで別人のようで本当にすごいと思いました。
愛知県 50代 男性

愛知県 50代 女性

水素水パックでまぶたの腫れが解消！

ヒゲが剃りやすくなった

極度のストレスのため左まぶたが腫れてしまいました。
抗生物質を飲みたくなく目薬と塗り薬を使用して
いましたが一向に良くなる気配がなくて・・・。
そんなときに水素水をコットンに浸して左目をパックした
らどんどん腫れが引いていき、元通りになりました！！
好きな芸能人の握手会までに治って助かりました！

水素水で顔を濡らしてからヒゲを剃ると剃りやすくなりま
した！
シェービング剤を使用するよりもよく剃れて大変助かって
います。
そのまま水素水で顔を洗えるし、一石二鳥！!
男性はぜひ試して欲しいです！

愛知県 30代 女性

静岡県 40代 男性

＜番外編＞
氷がおいしい！

服の汚れ・においが解消しました

自宅の冷蔵庫で作った氷はあまりおいしくありませんで
した。
氷を口に含むと水道水の塩素がふわっと臭ってしまっ
ていました。
しかし水素水で氷を作るようになってから、水道水の塩
素臭がなくなり、とてもおいしいまろやかな氷ができるよ
うになりました！

洗濯機に入れる前に水素水につけおきするだけで
服の汚れやにおいが解消しました！
子供の部活後の服をつけおきするとお水が黄色に濁っ
ていて水素水の力にびっくりです。
また、梅雨の時期は室内干しが多くなりがちですが、つ
けおきするだけで部屋干し独特の嫌なにおいも解消さ
れました！！
千葉県 40代 女性

千葉県 40代 男性
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お客様の声
実際に使用されたお客様から数々の声を頂いております
女性 ： ピンク

男性 ： ブルー

お豆腐のおいしさ倍増！

お肉が柔らかくなった

豆腐を水素水に付け、さらに、テラヘルツを置いて
冷蔵庫に入れておくと風味が増し、とてもおいしい豆
腐に早変わり！！
誰もが簡単にできるお手軽レシピです。

調理前のお肉を水素水に浸しておくだけでお肉が柔ら
かくなりました！
からあげやステーキなど色々試しましたがどれも柔らか
くなり、家族に大好評です。
水素水なのでお肉に味が移ることもなく安心して漬け
込むことができます。

千葉県 40代 男性

岐阜県 40代 女性

グリルで焼いた魚が皮がパリパリで美味しい！

フライパンの焦げ付きが簡単に落ちた！

グリルで魚を焼く際に水素水を入れて焼いたところ、魚
の皮がパリパリになりいつもよりおいしく焼きあがりまし
た。
手間もなくいつもよりおいしい魚が食べれるのでおすす
めです。

焦げたフライパンに熱湯の水素水を入れて、
洗剤を何滴か入れると、油が浮いてきます。
主婦にはもってこいの技です！！
今では水素水の虜になり、飲むだけではなく、
日常生活のあらゆる場面で水素水を活用してます。

愛知県 40代 女性

千葉県 40代 男性

日焼けのヒリヒリがなくなる

魚介類の臭みがなくなった

ミスト（スプレー容器）に水素水を入れて
日焼けした肌に吹きかけると、約5分後には
日焼けによるヒリヒリがなくなります！
夏はこれで日焼け知らず！！

生のエビ・ホタテ・イカを水素水に漬けて置くだけで
魚介類独特の生臭さがなくなりました！
いつもはお酒に漬けていましたが、今はお酒に漬ける
手間暇もなくなりとても重宝しています。

愛知県 40代 女性

愛知県 30代 男性

ティーパックの出がよくなった
ティーパックに水素水を入れることで
とても出がよくなりました！
普通のお湯で入れるよりも色も香りもよくなりまし
た！！

愛知県 30代 女性
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