
1

① お客様用 よくあるお問い合わせ （p2～p4）

② お客様用 Q＆Ａ （p5～p23）

お客様用

★印は、お客様から多くお問い合わせいただく質問です。
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〈お手入れ（掃除）〉

Q.1 通水って何？そしてどのような時に行うの？

サーバー設置時やお手入れの 後に行う作業でサーバー内に水を通すことです。
通水を行うことで、サーバー内を清潔に保つことができます。
【例】
やかんやポットに長期間保存したままのお水を飲みますか？
これと同じことです！
飲み放題だからこそ可能！他社サーバーにはないメリットになります。

Q.2 なぜお手入れ（掃除）するの？

〈使用について〉

Q.1 水はどこまで入れれば良い？

いつまでも清潔に美味しいお水を飲むためです。
どんなお水でも長期間保存した場合（特に紫外線や蛍光灯に当たる場合）、藻が張ります。
アクアバンクウォーターサーバーは簡単に清掃できるため、いつでも綺麗な状態で利用できます！
ファミリーレストランやカラオケに置いてあるドリンクバーも、必ずお手入れしています！

タンクの①～②の間に水を入れて下さい。

【注意】
・ ①を超えて水を入れた場合、タンクの上から水漏れする危険があります。
・ Ⓐのようにタンク上部にろ過前の水が入っていると、ろ過された水がタンクに落ちさらに水位が上がるため溢れる危険があります。
・ ②を下回ると空炊きが発生する危険があります。

Ⓐ

お客様用

① 高水位
（ 低水位から約9.5㎝上のくぼみ）

② 低水位
約9.5㎝
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Q.2 水漏れが起きたらどうすれば良い？

Q.3 空炊きが発生しました。対処法は？

営業担当に連絡して下さい。

【基本的な水漏れ原因】
①水の入れすぎ
②フロート先端のシリコンゴムの紛失（右の図参照）

※水漏れの詳しい原因については「お客様用Q&A」p11のQ29を参照

【原因不明や解決ができない場合】
お客様よりアクアバンクカスタマーセンター（0120-185-116）へ電話して下さい。
その際、水漏れしているサーバーが目の前にある状態で連絡して下さい。

空炊きが発生した場合、安全バーが作動し、お湯のコックから常温水が出ます。
（お湯約85℃⇒常温水約15～25℃）
安全バーを解除することで通常通りお湯が出るようになります。

【安全バーの解除方法】
ウォーターサーバーの後ろにある格子の中に安全バー（A）があります。
（A）のボタンを細長い棒などを使用し左に押して下さい。
「カチッ」と音がしたら、安全バー解除の完了です！

お客様用

シリコンゴム

安全バー

A
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〈その他〉

Q.1 毎年1年に1回ウォーターサーバーのメンテナンスをする、オネストカナヤマってどんな会社？

Q.2 名義変更及び住所変更したい。手続きは？

お客様よりアクアバンクカスタマーセンター（0120-185-116）へ電話して下さい。
オペレーターが手続き方法を案内してくれます。

＜口座の場合＞
アクアバンクより送られてくる書類を記入し、返送して下さい。

＜クレジットカードの場合＞
アクアバンクよりメールでURLが届きます。
URLにアクセスし、申し込み情報を入力して下さい。

営業担当に連絡して下さい。

＜口座の場合＞
以下3点の書類を提出して下さい。

・原本提出ヘッダ
・ウォーターサーバーレンタル契約書
・アクアバンク（ウォーターサーバー）重要事項確認書

＜クレジットカードの場合＞
新規申込みと同様、webからの申込みとなります。

※初回のみ月額使用料が2ヶ月分のお支払いとなります。
※異なる名義で申込む場合、新規申込みと同一の手続きになります。

ウォーターサーバーのメンテナンスを専門に行う業者になります。

住所が変わった場合、住所変更をしていただかないと1年に1回のメンテナンスが受けられなくなります！
必ず住所変更手続きを行ってください。

超要注意事項

お客様用

Q.3 アクアウォーターサーバーを追加で申し込む場合、どうすればいい？



Ｑ＆Ａ
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Ｑ2 アクアバンクサーバーは購入するのですか？

いいえ、アクアバンクサーバーは1年間毎のレンタル契約商品です。

1年毎に契約更新をして頂きます。

レンタルの方が買取に比べて一見高く感じるのですが、更新時のカートリッジ交換や万一の機器不良時にも無料で対応します。

また、新しい機器やプランが出た場合にでも気軽に変更できますからお得なプランとなります。

Ｑ1 申込後、約何日で届きますか？

Ｑ3 アクアバンクのウォーターサーバーはなぜ飲み放題なんですか？

水道水を原水に利用するからです。

ボトルウォーターは購入式ですから値段を気にしながら利用しなくてはなりませんが、アクアバンク式は機器のレンタル制ですから

いくら使用しても一ヶ月の利用料金は変わりません。

若干の水道代はかかりますが、一ヶ月で数十円ほどで済みます。

※お米のとぎ汁 ・ お料理 ・ 洗顔など、あらゆるシーンでご利用していただけます。

Ｑ4 アクアバンクサーバーの中に入っている活性炭やセラミックボールは何の為に入れているのですか？

活性炭 ⇒ 水道水に含まれる「塩素」「カルキ臭気」等を除去します。

ｾﾗﾐｯｸﾎﾞ-ﾙ ⇒ 水のクラスターを小さくしたり、水分子に振動を与え活性化させます。

（各種） また、水を美味しくするように、ミネラル成分を溶出するセラミックスを配合しています。

抗菌剤 ⇒ 菌の繁殖を抑制します

純Ｍｇ ⇒ 上部カートリッジでも常に水素を発生させています。

ウォーターサーバーについて

Ｑ5 アクアバンクサーバーの耐用年数は？また耐用年数を過ぎた場合交換してくれますか？

一般的にウォーターサーバーは５年以上使用可能と言われており、アクアバンクサーバーも５年以上耐用します。

また、5年目のメンテナンス時に無料でサーバー本体全てを交換いたします。

お客様用

設置コースによって異なります。

業者設置コース → アクアバンク本部で申込書を登録してから約2～3週間程度

セルフ設置コース → アクアバンク本部で申込書を登録してから約1～2週間程度

★
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Ｑ7 サーバー本体の重量・幅・奥行き・高さ・消費電力はどのくらいですか？また、色は何色がありますか？

6

ロングタイプ ⇒ 幅27ｃｍ×奥行き32ｃｍ×高さ97ｃｍ 重量：17ｋｇ 消費電力：450W 色：ブラック

［フタを開けた時の 大高：160cm］ ※浄水タンク込みの高さ139ｃｍ

ショートタイプ⇒ 幅31ｃｍ×奥行き31ｃｍ×高さ49ｃｍ 重量12ｋｇ 消費電力：450W 色：アイボリー（クリーム色）

［フタを開けた時の 大高：112ｃｍ］ ※浄水タンク込みの高さ91ｃｍ

Ｑ6 アクアバンクサーバーを故障させてしまった場合、修理代金は発生しますか？

お客様による商品の破損または過失による故障、紛失の場合は、それぞれの部品代及び交換費用をご請求させていただく

場合があります。 また、重大な損傷の場合は商品代金として50,000円（税別）をいただく場合もあります。

※重要事項確認書にも記載済

Ｑ8 ショートタイプとロングタイプではどちらがお勧めですか？

ロングタイプをお勧めします。

ショートタイプには下記のデメリットがあります。

1.ショートタイプを選択されるほとんどの方が、棚の上などの高い位置にサーバーを設置するため、

水の注ぎ口が高い位置にきてしまい水道水の給水がしにくい状態となっている方も多く見えます。

2.ショートタイプにはＥＣＯボタンを搭載しているため、気づかない内に触れてしまうことが多く

お湯を使用する時にお湯の温度が60℃以下になってしまい困っている方も多く見えます。

※ただし、メリットとしては省エネ効果があります。

お客様用

何も答えれません。あくまでも、ヤマトはサーバーの設置作業のみを行います。

※その為、営業マンは必ず設置時の注意事項、お手入れの方法などをしっかり伝えてください。

Ｑ9 設置時ヤマトホームコンビニエンス作業員にアクアバンクサーバーの質問はしてもよいですか？ ★

Ｑ10 設置スペースはどれくらい必要ですか？

壁から10cmほど離し、35ｃｍ四方のスペースがあれば設置可能です。
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Ｑ12 アクアバンクサーバーはどこにでも置けますか？

電源が近く、安定した場所であればどこでも設置可能です。

ただし、直射日光や斜めに傾く場所はご遠慮ください。

Ｑ11 アクアバンクサーバーを置くオススメ場所は？

使い放題で料理などにも使用できるので台所やリビングなど人の集まる場所への設置をオススメします。

また、オフィスではお手入れもありますから給湯室付近に設置されることをお勧めします。

カップホルダーを装着すれば待合室などがお勧めです。

Ｑ15 アクアバンクサーバーの清掃（お手入れ）方法はどこに記載されていますか？

Ｑ13 アクアバンクサーバーを移動させるときの注意事項はありますか？

水を入れた状態で移動すると水漏れの原因となります。

移動をした際にフロート内部に水が入り込みフロートが浮きの役目を果たさず結果、水漏れを引き起こしてしまいます。

短い距離の際は、必ず設置後、浄水タンクを持ち上げてから元の位置に置いてください。

そうすることで、フロートの中に入り込んだ水を追い出し正常な役目を果たします。

長い距離を移動する際には必ず電源を切って冷水から水抜きをした後でサーバーを移動させてください。

設置時にヤマトホームコンビニエンス（株）作業員がお客様にお渡しする「お手入れらくらく簡単BOOK」に記載されています。

アクアバンクのホームページでも写真付きのお手入れ方法が閲覧できます。（アクアバンクホームページトップ右横）

Ｑ14 清掃時の作業時間・注意事項はありますか？

作業時間は約10分～15分です。

注意事項としてサーバー内のタンクは、キッチンペーパーやウエットティッシュでお手入れをおこなって下さい。

※ティッシュ等でお手入れをした場合、サーバーにティッシュ等が付着(ｻｰﾊﾞｰ内が冷たいため引っ付いてしまう)したり

ガスが外に出てしまう恐れがある為やめてください。

お客様用

★
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社内研修用資料

Ｑ16 アクアバンクサーバーの清掃（お手入れ）をしないとどうなりますか？

結論！汚い水を飲むことになります

どんなお水でも長期間の保存した場合（特に紫外線や蛍光灯に当たること）藻がはります

【例】

やかんやポットに長期間保存したままの水を飲みますか？

これと同じことです

必ず、 「お手入れらくらく簡単BOOK」の手順に従って清掃を行ってください

いつも清掃を保ち美味しいお水を飲んでください

［お手入れ時間と箇所と頻度］

・サ－バ－タンク内 ⇒ 夏場は月に2回、冬場は月に1回・・・ ≪水抜き5分＋清掃5分≫

・ドレンタンク（本体裏側） ⇒ 半年に１回 ・・・ ≪水抜き5分＋清掃5分＋ﾄﾞﾚﾝｺｯｸ水抜き5分≫

※お手入れの際、抜いた水をそのまま捨てずに「お風呂・米とぎ・観葉植物など」にもご使用下さい。

［清掃について］

・水の使用頻度が少ない ⇒ タンク内の循環が悪く汚れやすい（タンクにヌメリが溜まる）

・水の使用頻度が多い ⇒ タンク内の循環がよく汚れにくい

※使用頻度が多くても少なくても衛生面を保つために、お手入れはおこなって下さい

Ｑ17 アクアバンクサーバーの清掃（お手入れ）時間・箇所・頻度はどれくらいですか？

Ｑ18 サーバーは日本製ですか？

いいえ、違います。

他社のウォーターサーバーに関しても、ほぼ全てのメーカーが海外生産をおこなっています。

特に韓国での生産をしているメーカーが多いです。

アクアバンクの製造元はサーバー本体の部位によって異なります。

1.韓国 ⇒ サーバー本体

2.中国 ⇒ 上部タンク

3.日本 ⇒ ろ過材

※口に入れる部分に1番近い「ろ過材」は日本製となります。

海外生産のモノも非常に信頼できる業者に任せていますのでご安心下さい。

お客様用

★
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空焚きは設置時・お手入れの初め・ 後に起こりうる要注意事項です

温水タンクに水が溜まりきる前に電源が入ってしまうと温度が急上昇します（鍋が空の状態と同じ）

温度が規定値以上上昇すると、安全装置が働き通電が止まります。この状態を空焚きと呼びます。

安全のため温水の蛇口から水が出ることを確認してから電源を入れてください。

Ｑ21 音はうるさくないのですか？

冷却・過熱のためコンプレッサーやヒーターの稼動音やリレーのスイッチ音がすることがあります。

現行のサーバーは静音設計となっておりますので音は普通の冷蔵庫レベルです。

Ｑ22 空焚き注意とはどのような意味ですか？ ≪要注意≫

不純物を除去（吸着）する活性炭の機能が低下してしまうので「絶対にやめて下さい！」

たとえば、食器専用洗剤などがカ－トリッジを通過すると活性炭が洗剤を吸着し活性炭の洗浄機能が著しく低下してしまうため

水道水の塩素系が完全に除去できなくなってしまいます。

Ｑ23 水道水以外を入れた場合、どのような影響がありますか？ ≪要注意≫

Ｑ20 節電のために電源を切っても大丈夫ですか？

Ｑ19 故障した場合はどこに問い合わせればいいですか？

アクアバンクカスタマーセンター（0120-185-116）にお問い合わせください。

お電話口でトラブルの解消ができる場合もありますので、症状などをお伝えください。

夏場はお湯を使用しないので、お湯の電源を切っておいても大丈夫ですか？ 冷水は飲まないので冷却する電源を切っておいても

いいですか？（サーバーによっては冷水のスイッチがあります） 等のご質問がございます。

サーバーの構造上、お湯や冷却の電源がＯＦＦの状態で利用するようには設計されておりません。

菌が繁殖する可能性もありますので必ず電源は常にONの状態でご使用下さい。

お客様用

★
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Ｑ27 サーバー購入時に付いてくる付属品は何かありますか？

・ お客様用取扱い説明書

・ タオル1枚

・ サーバー使用時の注意書3枚

・ アクアガードスプレータイプ（1本） 300ml  ⇒ お手入れ時に使用するサーバー専用除菌水スプレー使い捨て

※1本で約1年間使用可能 （また、毎年メンテナンス時に1本お渡します）

Ｑ26 他社のボトルタイプ（ワンウェイ）（ツ－ウェイ）を節約せずにまともに飲んだら何タンク飲みますか？

家族構成により頻度が変わります。

■1人・・・約2～3タンク／月

■3人・・・約6～8タンク／月

Ｑ24 本体についているエコボタン（ショ－トタイプのみ） にはどのような働きがありますか？

Ｑ25 サ－バ－が到着したが初期不良の場合、どうしたらいいですか？

アクアバンクカスタマ－センタ－（0120-185-116）までお申し付け下さい。

代替え品と交換いたします。

温水を約60℃程度に保温状態を低くすることにより節電効果があります。

お客様用

Ｑ28 サーバー用のカップフォルダーが欲しい場合、どうすればいいの？

インターネットから購入するのが一番安いです。

オススメのサイトは「ｅ-カップねっと」

ホルダーや紙コップも一緒に購入できます。

★

・ お手入れらくらく簡単BOOK

・ 水素ディスク1個 （半年後の交換分）

・ ピッチャー1個 etc
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②浄水タンク起因

浄水タンクは２つにセパレ－トされます（フタとカ－トリッジが付いた上部と黒っぽい下部貯水タンクです）

水漏れの現象として、セパレ－トされた篏口部分から水が漏れるケ－スがあります。

これは、水の入れ過ぎに起因します。下部タンクに水が満タンに溜まっていないからと言って上部にどんどん水を注ぎいれた

場合に起こります。

上部に溜まっている水は下部貯水タンクに流れ込みますから、水の入れ過ぎにさえ注意すれば起こらない水漏れです。

Ｑ＆Ａ

③サ－バ－配管起因

現象としてジワ～っと漏れているケ－スで、サ－バ－内部の配管の接合部やシリコンチュ－ブの劣化によって起こります。

発生割合は非常に低いですが急激に水漏れが起こらない分、朝起きて気が付いたという場合があります。

その場合、すぐにサ－バ－の交換を行ってください。

床やじゅうたん等の損害についてはＰＬ保険に加入済なので損害は保険金でまかないます。

④ドレン起因

日頃のお手入れをして頂いた際に、裏側のドレンコックを外します。

再度、装着したときに装着の仕方が悪かった場合に起こる水漏れなので正常にドレンコックを装着していただくと直ります。

①フロート起因

浄水タンクには「フロート」と呼ばれる浮きの役目を果たすパーツが取り付けてあります。フロートは、弁の役目を果たしています。

水を利用するとサーバー内の貯水タンク水位が下がり、浄水タンクから溜まっている水がサーバー内に入り込み、やがて貯水

タンクの水位が上昇すると自動的に浄水タンクからの水補給が止まります。

※水を注入したり止水したりする大切な役割を担っているのがフロートです。

しかし、何らかの原因でフロートが正常に作動しなかった場合、浄水タンクからサーバー内タンクへ水が流入し続け、やがてサー

バーと浄水タンクの接合部から水が溢れ出します。

サーバーと浄水タンクの間から水漏れした場合には、サーバーの冷水コックから水を抜いて、次に、フロートが正常に取り付けら

れているかを確認して下さい。

フロートの取り付けネジが緩んでいたり、汚れの為に正常に作動しなかったことが考えられますので締め直す又、清掃をお願いします。

レアケースとしてフロート先端のシリコンゴム(水の流れを止めるためのストッパー)が外れているケースもありますので、

この場合にはアクアバンクカスタマーセンター(0120-185-116)までご連絡をお願いします。

Ｑ29 水漏れがありました。 どのような事が考えられますか？

お客様用



Ｑ＆Ａ
水関連について

Ｑ1 水素水って何？

Ｑ3 水素発生の仕組みはどうなってるの？

Ｑ2 なぜ水素水は体に良いの？

12

水分中に水素分子が多く含まれている水を水素水（水素豊富水）といいます。

様々な病気を引き起こす要因とされる「活性酸素」と結びつき、その活性化を鎮静化し無害な水として体外に排出してくれる

働きがあり病気を事前に防ぐ効果があると言われています。

※宇宙一、小さいサプリと呼ばれています！

（活性酸素とは？）

様々な病気を引き起こすと原因と考えられ、その強い酸化力から正常な細胞も破壊し病気や老化へ追い込むと言われています。

「お酒・たばこ」や「不規則な生活」「ストレス」「過激な運動」「紫外線」などから発生し体内に蓄積していきます。

アクアバンクの水素発生の仕組みは主に『化学反応方式』 と 『局部電気分解方式』の両方を融合させています。

一般的には、アルカリ土類金属のマグネシウムと水との反応で水素が発生します。

Mg+２H2O＝Mg（OH）２＋Ｈ２

これに加え、イオン化傾向の違う異種金属をセラミックに焼結させることで局部電圧を発生させ周りの水を電気分解させます。

これにより水素が発生します。 この異なる２つの方法を採ることで長期間にわたり水素を発生させることに成功しました。

お客様用

動画あり

動画あり

★

Ｑ4 水素水の量に定義はありますか？また濃度は高い方がいいですか？

いくらの濃度が入っていれば水素水だという定義はありません。

その前に水素濃度を規定し測定する方法さえも現在のところＪＩＳ規格やＪＡＳ規格には定められていません。

また、水素濃度の高い方が効果あるわけではありません。

あくまでも適切な濃度を定期的に摂取する事が重要です。

※水素濃度が高いと、体調や気分が悪くなり、お腹をくだすなど好転反応が出るケースもあります。

動画あり ★



Ｑ＆Ａ
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お客様用

浄水タンク内カートリッジの金属Ｍｇとサーバー内蔵タンクに設置されている「水素パック」で水素を発生させて水素水を作っています。

水素パック内に内包されている「水素発生特殊セラミック」と「浄水タンクでろ過をした水」が反応し水素水となっています。

Ｑ7 サーバーの中でどのように水素水を作っているの？ 動画あり

Ｑ6 RO水、天然水の違いは？

RO水とは原水（水道水が多い）を逆浸透膜（RO膜）に通じることで、ミクロンオーダーの不純物まで除去した水を言います。

ただし、必要なミネラル成分も除去してしまう為に飲用には不適（美味しくない）となり、通常は再度ミネラルを付与した水となります。

天然水とは濾過、沈殿及び過熱殺菌以外の物理的 ・化学的処理を行っていない特定水源より採取された地下水のことをいいます。

水素は分子の中では 小の物質で、とても軽いためすぐに空気中へ逃げていきます。

アクアバンクサーバーでは水素水を製造する過程において水中に含まれているミネラル成分と水素分子が電気的に引き合う吸蔵

効果が発現するため水素の溶存効率を高めています。

※三菱マテリアルテクノ株式会社の分析でサーバーからコップに出した後、静放置6時間後に90％の溶存を確認しています。

Ｑ8 サーバーから水素水を出したとき水素はなくならないの？

Ｑ9 サーバー内にある水素水の賞味期限はどれくらい？

分析検査ではカートリッジの抗菌効果により１０日間の無菌状態を確認しています。

しかしながら水素は常時発生していますので水素が抜けるようなことはありませんが、飲用としては衛生管理上4～5日以上放置せず

ご利用いただき使用しないときは定期的に水の入れ替えをするようにしてください。

動画あり ★

★

Ｑ5 水素水濃度の 大値は？

常温・常圧における水素飽和濃度は約1.6ppmという事が科学的に証明されています。

つまり、これが常温・常圧で溶ける 大値という事です。

※よく「2.0ppm」とか「7.0ppm」など、高濃度を特徴にしているスティックタイプ等の水素関連商品もありますが

飲もうとして蓋をあけた瞬間に常圧になり、1.6ppm以上の水素はすぐに抜けてしまいます。

Ｑ10 水素水が出来上がるまでにどのくらいの時間がかかりますか？

水素水が出来上がるまでには約2時間ほどかかります。（設定時やお手入れ後）

動画あり ★
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Ｑ14 硬水・軟水どちらですか？また、どちらが飲みやすいですか？
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軟水です(硬度50～70mg/ｌ)

簡単にまとめると「ミネラルの含有量」が多いほど軟水になります。

また、日本は軟水に慣れているためほとんどの方々が「軟水の方が飲みやすい」とお声をいただいています。

お客様用

★

Ｑ13 アルカリ度・ミネラル度はどれくらいですか？

アルカリ度をあらわすPh値は8.8～9.6の弱アルカリ性になります。

ホタテから抽出したカルシウムとマグネシウムによりミネラル分を含みます。

ミネラル量をあらわす硬度は50～70mg/ｌになります。

冷水（約5℃～10℃） ⇒ ・そうめん ・ひや麦 ・おいしい氷 ・水割り ・濃縮ジュース(カルピス等) ・お米を炊く水 etc…

温水（約85℃） ⇒ ・ＨＯＴコ－ヒ－ ・ＨＯＴティ－ ・カップ麺 etc…

温水・冷水 ⇒ ・ミルク etc…

飲食以外 ⇒ ・うがい ・ペット ・ミスト(顔・身体) ・お米のとぎ水 ・野菜や果物の洗浄、つけ置き ・観葉植物、植木 etc…

Ｑ12 温水・冷水の温度はどれくらい？また、使用方法のお勧めはありますか？ ★

Ｑ11 水素水の抗菌・殺菌の証明書はとられていますか？

サーバー内の水を10日間放置した状態で一般細菌・および大腸菌が発生していないことを三菱マテリアルテクノ株式会社より

エビデンスを発行しています。

★

Ｑ15 1タンク何リットルですか？また、１タンク平均いくら？

1タンクで全体で12Lの貯水が可能です。

アクアバンクサーバーの浄水タンクには約8Lの貯水、冷温水タンクには合計4Lの貯水が可能

一般のウォーターサーバー宅配ボトルの平均は１つ１２Lで金額は平均1,200～1,900円です。

★

Ｑ16 原水は水道水で大丈夫ですか？またミネラルウォーターも大丈夫ですか？

はい、両方とも大丈夫です。

日本の水道水は世界的に見ても 高水準の水質ですので安全にお使いいただけます。

ただし、水道法に適合した水道水に限ります。

★



Ｑ＆Ａ

Ｑ20 コンビニなどで販売されている水素水はなぜ料金が高いの？
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①水素は抜けやすいため、これを防ぐためにパッケージ代にコストが掛かっています。

②水素を充填する際にも特殊な製法が必要となり、どうしても割高になってしまします。

Ｑ21 本当に水素は発生していますか？ また、どこかで証明されていますか？

水素は無味無臭で見た目でも判断ができず、また測定方法にも基準がないため通常自社調べのメーカーが多い現状です。

アクアバンクでは独自の測定方法を用い三菱マテリアルテクノ株式会社にて「気化方式による定量分析」を行い、同社より

溶存水素証明書を発行しています。 ※抗菌、殺菌の証明書もあります

お客様用

★

★

Ｑ18 井戸水は使用できますか？

井戸水の使用は可能です。但し、飲用として水道法に適合した井戸水をお使い下さい。

Ｑ19 コンビニなどで販売されている水素水と濃度は一緒？また、違いはあるの？

水素水の定義がJIS規格にないため様々な水素水商品が販売されており濃度も様々になります。

★

★

Ｑ17 現在導入済のウォーターサーバーで使用している天然水やRO水（ミネラルウォーター）を

アクアバンクのウォーターサーバーに入れたどうなりますか？

天然水→天然ミネラル水素水

R O水→ミネラルミネラル水素水

[例] アクアバンクのウォーターサーバーに富士山の天然水を注ぐと、「富士山の天然ミネラル水素水」になります。

※現在他社のウォーターサーバーを導入して、タンクが余っているかたは是非お使いください。

★

Ｑ22 水素の濃度を検査機で測ったら数値はでますか？

はい、でます。

ただし水素を測るチェッカーやリトマス紙などメーカーによっては、ある濃度に達しないと反応しない検査機も多数あります。

あくまでも第三者機関の三菱マテリアルテクノ株式会社の検査方法で立証されていますのでご安心ください。

※他社は自社調べのみ

★



Ｑ＆Ａ
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お客様用

Ｑ23 水素水を飲むと二日酔いしにくいと聞いたのですが本当ですか？

水素水を常用している方からは二日酔いになりにくくなったとお声をいただいています。

一説にはアルコールを多量に摂取すると活性酸素が増加するため、水素水の強い還元力が活性酸素を除去し

アルコールの分解を助ける効果があると言われています。

Ｑ24 温水（約80℃）のなかでもなぜ水素が残存できるのですか？

サーバー内タンクで常時、水素を発生し続けている特性上、温水にも水素が溶存しています。

また、電気分解方式などでは温水の水素水精製が不可能なため温水でも水素水が接種できることがアクアバンクサーバーの

特徴です。

※ただし、温水を沸騰（100℃以上）した場合は水素が飛んでしまいます。

Ｑ25 野菜・果物の洗浄やつけ置きなどに使用して良いですか？

使用可能です。非常に適した使用方法となります。

野菜・果物は生きている為、洗浄やつけ置きなどに使用して頂くことで野菜・果物の酸化を防ぐことが出来ます。

例えば「りんご」の様に酸化しやすいものは、つけ置きすることで変色を防ぐことが出来ます。

Ｑ26 自宅で飼っているペットに水素水をあげてもいいですか？

基本的に大丈夫です。ただし、獣医師に確認をしてからあげてください。

【理由】

水道水に比べカルシウムなどのミネラルが豊富に含まれているアルカリ度の高いお水になります。

動物の種類や、病気、アレルギーにより獣医師から止められるケースもあります。

★

はい。

ただし、水量が多いため水素ディスクを約10個ほど入れないと水素を体感していただけません。

Ｑ27 半年間使用した水素ディスクをお風呂に入れてもいいですか？



Ｑ＆Ａ

ご利用料金について

Ｑ1 アクアバンクサーバーの料金はいくら？

Ｑ2 解約した際にペナルティはあるの？

17

1年間のレンタル契約となりますので途中解約時には15,000円の違約金が発生します。

2年目以降の更新時には10,000円の違約金が発生します。また返却時の送料はお客様のご負担となります。

年更新の満了時にはペナルティはありません。

※返却の場合、梱包用の箱に入れてから返却をおこなって下さい。

お客様用

下記2点（Ⓐ・Ⓑ）いづれか希望の金額となります （ロングタイプ・ショートタイプ共に同金額となります）

※初回のみ月額使用料2ヶ月分前払い （2回目（２ヶ月目）の支払いは発生しません）

Ⓐ ： 〔業者設置希望の場合〕

初回 12,960円（税別） 月額 3,980円（税別）

＜初回料金内訳＞

① 月額利用料金 3,980円/月 × 2か月分

② 事務手数料 2,000円

③ 設置手数料 3,000円

Ⓑ ： 〔セルフ設置希望の場合〕

初回 9,960円（税別） 月額 3,980円（税別）

＜初回料金内訳＞

① 月額利用料金 3,980円/月 × 2か月分

② 事務手数料 2,000円



Ｑ＆Ａ
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Ｑ3 アクアバンクサーバーの月額利用料は、どのように支払うの？

Ｑ4 口座引き落としは、いつから引落しが開始になりますか？ ≪要注意≫

支払方法によって異なります。

■クレジットカード決済（月払い/年払い） ■口座振替による引き落とし

Ｑ6 受取拒否・長期不在での受取りが出来なかった場合のペナルティーはありますか？ ≪要注意≫

発送後に商品の受取を拒否された場合、違約金として1配送あたり10,000円の手数料をお客様にご負担いただきます。

発送後の商品を長期不在・住所不明によって2回連続して受け取りいただけない場合、1配送あたり10,000円の手数料を

お客様にご負担いただきます。

Ｑ5 クレジットカード決済の場合は、いつから引落しが開始になりますか？ ≪要注意≫

クレジットカードは「初回設置の翌日」が決済日となります。 (初回、商品到着時の代金引換は不要となります)

各種カード会社の締め日によりご請求日は異なりますので、ご登録頂いたカード会社へご確認をお願いします。

【クレジットカード取扱会社】

VISA・JCB・Master・AMEX・Diners

Ｑ7 受取拒否とはどういう事ですか？

①設置日のアポをしたのにもかかわらずドタキャンしてしまった場合

②契約者（息子）が設置日に不在で家族が申し込んだのを知らなく受取拒否した場合

お客様用

★

★

１回目 ⇒ 初回料金は設置時にお支払いただきます（初回設置時、代金引換決済、初回月額使用料2ヶ月分前払い）

2回目 ⇒ なし

3回目 ⇒ 指定口座から引き落としスタート。
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Ｑ9 電気代はどれくらいかかりますか？

Ｑ10 他社の水素水サーバーの料金はいくら？

19

月に約500～800円程度かかります。

各、電力会社によって電気料金は異なります。（また、太陽光エコキュ－トの設置店についても異なります）

※ただし、今後カップ麺・インスタントコーヒー・ミルクを作るときに沸かしていたガス＋電気代が不要になります。

水素水サーバーの種類により料金は様々です。

買取型やレンタル型などにより費用は大きく異なります。

■買取型 ⇒約10万円～150万円 ■レンタル型⇒月々約6,000円～

Ｑ11 機種変更（ロングタイプ⇔ショートタイプ）したい場合、費用はかかるの？

はい。お客様に費用負担が発生します。

お客様が商品受け取り時に機種変更をしたい場合、違約金として15,000円をご負担いただきます。

また、契約中に機種変更したい場合は解約新規の扱いとなる為、違約金として15,000円をご負担いただきます。

Ｑ8 月々払いではなく一括払いは可能ですか？

はい、一括払いも可能です。初回設置時に年間のご利用料金から5％を割引した金額をお支払いとなります。

クレジットカード決済の場合は、設置の翌日に決済されます。

※法人のみ一括払いでの請求書対応が可能です。

お客様用

★

★

Ｑ12 支払い方法を変更できますか？（口座⇔口座、クレジット⇔クレジット、口座⇔クレジット）

原則できます。

ただし、申込情報が変更になるため以下の手続きを行って下さい。

口座引き落としへ変更 … お客様からアクアバンクに連絡後、送られてくる口座振替依頼書を記入後アクアバンクへ郵送。

口座引き落としへ変更 … ※手続きに一ヶ月半ほどかかる為、完了までの間はコンビニ支払いになります。

クレジットカード払いへ変更 … お客様からアクアバンクへ連絡。アクアバンクからメールでくるURLにアクセスし、変更内容を入力。

■アクアバンク連絡先 0120-185-116



Ｑ＆Ａ
ご利用方法について

Ｑ2 お水はどのタイミングで補給したらよいですか？

Ｑ3 サーバーに水を補給する物はありますか？

Ｑ4 水道から直接ホースを繋ぐことはできますか？

Ｑ5 水素水をペットボトルなどに入れて持ち運ぶことはできますか？

Ｑ6 旅行などで長期使用しなくても大丈夫ですか？ ≪要注意≫

Ｑ1 水素水はどれだけ使用しても大丈夫ですか？

20

アクアバンクのサーバーは月額定額制なのでどれだけ使用しても大丈夫です。

ろ過の通水量は年間10000Lを目安としています。「1日約28L→1Ｌのペットポトル28本分）を毎日使った場合」

浄水タンク内の貯水量が 低水位を下回らないよう常時、継ぎ足しをしてください。

専用の2Lピッチャーがついています。

現状、水道直結タイプは提供しておりません。

ペットボトルなどに入れて持ち運ぶことも可能です。

しかし、時間と共に徐々に水素濃度は減少していきます。

長期間ご不在もしくはご利用されない場合には、電源を切り浄水タンク及びサーバー内のお水を空にしてお出かけ下さい。

再度ご使用する場合は一度、通水と排水をおこなってください。

お客様用

★

★

★

★

★
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Ｑ7 小さな子供が触るので危なくないですか？

危なくない構造になっております

やけどの危険がある温水はチャイルドロック機能を採用しております。

小さなお子様には扱いが難しく大人は容易に使用できる形状です。

Ｑ8 大家族（大企業）の場合たくさん飲む際の有効活用は？

1. 2台以上サーバーを持つとよい （サーバー1台では水の補給が追い付かない為）

2.  ペットボトルなどに入れて冷蔵庫に入れておく

※水素溶存は6時間放置しても91％残存していることを三菱が証明しています

お客様用

★

★

Ｑ8 冷水のチャイルドロックはありますか？またどのように装着しますか？ ≪超要注意≫ ★

要注意

あります。

温水は設置時点でチャイルドロックが装着されていますが、冷水もチャイルドロックにする場合は、

冷水チャイルドロック（青色）を購入いただき、蛇口に付け替える必要があります。

※チャイルドロックはお子様が大きくなったら取り外してください。

料 金 → 営業担当に確認して下さい。

装着方法 → 蛇口全体を回すと簡単に外れます。

チャイルドロック装着時は必ずサーバーの水を全て抜いてから作業を行なって下さい。

水抜きをしていない状態で装着作業を行うと、外した冷水蛇口から大量の水が湧き出ることになります。
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1年に1回（毎年1回）のメンテナンスについて

Ｑ1 費用はかかりますか？

Ｑ2 メンテナンスの方法と作業時間はどれくらいの時間がかかりますか？

Ｑ3 主な作業内容は何ですか？

Ｑ4 他社の場合は費用はかかりますか？

1年更新時（毎年1回）のメンテナンス料金は月額料金の中に含まれておりますのでご負担はありません

・アクアバンク専用浄水カートリッジの新品交換

・冷温水コックの新品交換

・水素ディスクの新品交換（2個）

・サーバー内部タンク及び配管の殺菌洗浄

・浄水タンクの清掃

・サーバーの外装清掃

・その他場合によりパーツ交換や修理

サーバーのメンテナンスが有料の業者もあります（5,000円～10,000円）

交換部品を販売する業者もあります。

作業時間は40分程度です。

専門のメンテナンス業者が訪問しメンテナンスをおこないます。

お客様用



Ｑ＆Ａ
その他・お問い合わせなど

Ｑ4 飲み放題（使い放題）という事は、飲む以外の上手な使い方はありますか？
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・Ｈ４Ｏ⇒水素結合水（水に水素を溶かしたもの） ・Ｈ２０⇒水 ・Ｈ２⇒水素 ・Ｏ２⇒酸素

・ＯＨ⇒ヒドロキシラジカル（活性酸素） ・Ｍｇ⇒マグネシウム ・Ｍｇ（ＯＨ）2⇒水酸化マグネシウム

・お料理全般 ・氷 ・ペット ・濃縮するドリンク（水割り、カルピス等） ・お米のとぎ水 ・野菜の洗浄

・洗顔 ・洗髪時 ・歯磨き ・マウスウォッシュ（歯と歯の隙間の洗浄） ・霧吹に入れて水素水ミスト ・観葉植物 など

Ｑ3 化学記号を教えて下さい

Ｑ1 契約期間はありますか？ また、更新月はいつですか？

お客様用

Ｑ5 疑問点などがある場合、どこに問い合わせればいいの？

【サーバー本体のトラブル・仕様について等の質問】

・アクアバンクカスタマーセンター （0120-185-116）

【サーバーの追加申込・お客様のご紹介等について】

・担当の営業

引っ越し業者に依頼して下さい。

※住所や電話番号などの登録情報変更はアクアバンクまでご連絡下さい。（メンテナンスにお伺いできない為）

Ｑ2 引っ越し（転居）する場合どうすればいいですか？

★

★

★

［契約期間］

原則1年間毎のレンタル契約となります。

満了の約2ヶ月前にオネストカナヤマ（メンテナンス業者）からお客様へ直接電話が入り、メンテナンスのアポイントを取ります。

［更新月］

商品到着日の翌日を起算月とした１２ヶ月後が更新月となります

(例 1) 商品到着10/25 ⇒ 翌日10/26 ⇒ 更新月は翌年の10月「10/1～10/31迄」

(例 2) 商品到着10/31 ⇒ 翌日11/1 ⇒ 更新月は翌年の11月「11/1～11/30迄」

※詳しくは別紙、お客様説明資料【04】:お客様支払の流れ（口座振替・クレジットカード払い）をご確認下さい
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