
 

 

「おいしい」を超えた、神秘の水 

「体に良い」を超えた、心を清める水 
 

浄活水器「禊」が目指したのは〝縄文時代の清流〟です。 

環境汚染はなく、人が神様とともに生きていた時代の水。 

 

私たちの水の探求は、2006 年の「御食事ゆにわ」オープン以前にさかのぼります。 

 

ゆにわの原点である大学受験塾ミスターステップアップ。 

その塾長であり、私たちの師匠である北極老人はまだ 

〝浄水器〟の復旧率がまだ４％程度だった 1990 年頃から 

「２０年後には、浄水器が当たり前の時代がくる」と、当然のようにおっしゃっていました。 

 

そして、名水１００選の神社の水を汲みにいかれたり、 

数多くの浄水器を実際に活用されてきました。 

 

しかし、時代とともに環境の汚染は進み、自然の湧き水や井戸水ですら、 

安心して飲むことができない時代になっていきました。 

 

2011 年の福島第一原発事故による放射能汚染の恐怖は、さらにその勢いに拍車をかけました。 

 



「もう水道水をそのまま使うのは、危なすぎる‥」 

 

今や浄水器の普及率は 40％を超えて、かつての北極老人の言葉は現実になりました。 

 

 

 

 

開運ごはんは〝水〟から生まれる 
 

「御食事ゆにわ」をオープンしてからも、ずっと究極の水を求めてきました。 

 

北極老人の精神を受け継ぎ、数種類の浄水器を連結させて独自の浄水システムを構築して、 

普通の飲食店では考えられないほど水に力を注いできたのです。 

 

そのかいあってか、お客様からは 

 

「この美味しさ・・、大阪の水だなんて信じられない」 

「屋久島の湧き水より、ずっとエネルギーを感じる」 

「このお白湯は、もはや料理の一品といえるくらい素晴らしい」 

「飲むだけで、悩みがサッと流れていった！」 

 

など、驚きの声をたくさんいただいてきました。 

 

 

そして、ゆにわの料理は「食べるだけで運が良くなる開運ごはん」として全国の方に 

知られるようになり、南は沖縄、北は北海道まで、それどころか海外からも、 

多くの方が来店してくださるようになりました。 

 

すべての料理の原点は、〝水〟です。 

〝開運ごはん〟を根底で支えてきたのは、〝ゆにわの名水〟でした。 

 

しかし、あるとき、私たちの前に壁がたちふさがりました。 

それが、東京の白金に新しい「ゆにわ」をオープンするときです。 

 



これまでと同じような浄水システムを駆使しても、 

大阪のゆにわに匹敵する水にならなかったのです。 

 

 

東京では同じ浄水器が通用しない‥ 
 

 

それほど、東京の水は物質的にも、エネルギー的にも、危険な状況にありました。 

 

白金のゆにわは、ティーサロン。水に妥協するわけにはいきません。 

「これぞゆにわの名水！」と自信をもって飲んでいただける水が完成するまで、 

白金ゆにわのオープンは無期限に延期することになりました。 

 

時を同じくして、2015 年から私たちは、ゆにわ独自の浄活水器開発に着手していたのです。 

 

実は、研究開発にかかるコストや人手など、さまざまな障害があり開発は難航していましたが、

東京で新しい浄水器が必要に迫られる状況になり、社運をかけたプロジェクトとして急ピッチで

進めることに。 

 

この浄活水器「禊」を製造しているのは、新潟にある浄水器製造工場です。 

あるきっかけから、その工場とご縁がつながり、共同開発することになったのです。 

 

実は、国内のステンレス加工工場の多くは、新潟県に集まっています。 

大手の浄水器メーカーでも、ステンレス製作を新潟の工場に依頼しているケースが多く、 

私たちが共同開発することになった工場は、そういった浄水器の製造を一手に引き受けている 

プロフェッショナル集団の工場でした。 

 

日本中の浄水技術の粋が、そこへ集まるのです。 

 



 

 

近年では、人件費の安い海外の工場での製造が増えているといいます。 

しかし、浄水器を通した水はお客様の体の中に入りますから、 

安全のために、成分が溶け出すことのない日本性のステンレス製にこだわりました。 

 

 

進化した東京の水 
 

 

試作と検証を重ね、完成した試作器の 1 号機は、 

「Teas Üniwa 白金 ＆ 斎庭 Salon de thè」に導入しました。 

 

その浄水器から出てくる水は、かつてないほどのまろやかさ。 

紅茶もコーヒーも、あきらかに味が進化しました。 

 

その水の味を確認して、ようやく白金ゆにわはオープンを迎えることができたのです。 

 

実際にその水を飲まれた方からは 

 

「おいしい。のどを通る瞬間に消えていくみたいに軽い」 

「今まで飲んできた水とは、別ものとしか思えない」 

 

と、すでに驚きの声をたくさんいただいています。 

 

中には、信じられないような体調の変化を経験された方もいらっしゃいました。 

（健康上の効能については制約があり、ここでは詳しくは書けませんが、 

 10 年来、お悩みだったことがその水を飲んだ日から解決したのだそうです‥） 

 

 

斎庭 Salon de thè の店内 



 

こうして、日本中どこにお住まいの方でも、ご家庭で「ゆにわの名水」を再現できる。 

そんな浄水器が、ついに完成したのです。 

 

 

水には神様が宿る 
 

 

私たちは、水は神様の宿るものだと思っています。 

それは昔の日本人も同じでした。 

 

うつくしい湧水や湖のまわりには神社の社をたて 

どの神社でもお手水で心を清める作法があり 

水には日ごろのツミやケガレを祓う〝禊〟の働きがあると信じられてきました。 

 

   

 

「神」の語源も「火＝か」「水＝み」であるといわれており 

「火＝か ： 太陽のひかり」 

「水＝み ： 水のめぐみ」 

この２つによって生命が生まれてきたということです。 

 

しかし、科学の進歩とともに、水が神聖なものではなくなってしまいました。 

 

水がただの物質として扱われるようになって、放射性物質、農薬、環境ホルモン、工業廃水など、

さまざまな汚染汚染により、田舎の井戸水や、大自然の湧き水ですら、安心して飲むことができ

ない時代になっています。 

 

本当は、日本でいちばん大切な財産は〝水〟です。 

 

世界中でも、日本ほど水に恵まれた国はほとんどありません。 

実際に世界中を見渡せば、水道水をそのまま飲める国は、（基準にもよりますが） 

１５カ国ほどしかないのです。 

 



 

世界の水道水の事情（国土交通省 平成 16 年調べ） 

 

 

 

日本の水をアメリカ兵が飲まない理由 
 

 

日本の水道水に大量の〝塩素〟が入っていることは 

アメリカ人の間でも広く知られているそうで、日本に来たアメリア兵たちは 

「日本の水道水には、ポイズン（毒）が入っている」 

と、絶対にそのままでは飲まないそうです。 

 

現在、日本の水道水の塩素濃度は、おそらく世界一高くなっています。 

その大量の塩素投入がはじまったのは、戦後、GHQ（連合軍総司令部）の占領下のことでした。 

 

伝染病の防止策として、米第８軍水道部長ヒンマン中佐から主要都市に対し 

塩素消毒を徹底して行うよう指令が出されたのです。 

 

・昭和 21 年 1 月 17 日命令 

「東京、川崎、横浜、横須賀水道は塩素 2.0ppm 注入すべし」 

 

それ以来、日本の水道法に GHQ の〝塩素消毒強化策〟が引き継がれていきます。 

 

塩素投入によって、たしかに伝染病のリスクは激減しました。 

 



しかし、この塩素は極めて強力な殺菌作用があります。人体に有害です。 

 

「水道水は塩素がはいっていて、臭いから飲まない」という方は多いですが、 

ここであらためて、塩素のリスクを知っていただきたいのです。 

 

そもそも塩素といえば、プールに投入する消毒剤のイメージをもつ方が多いと思います。 

 

正確には塩素は、「次亜塩素酸ナトリウム」という液体で、浄水場で投入されます。 

これは、キッチンで、まな板の除菌、漂白などに使用する「キッチンハイター」の主成分です。 

 

キッチンハイターは強力な薬剤で、そのまま触ると皮膚が溶けますから、ゴム手袋が必要です。 

水道水をそのまま飲んだり、使ったりするということは、 

そのハイターを薄めた水をつかっているようなものなのです。 

 

塩素は わずか 0.1ppm で大半の菌を殺すことができる 強力なものです。 

それが日本の水道水には、諸外国の 5～15 倍の濃度で含まれているのが現状です。 

 

たとえば、魚を水道水に入れると死にますし、人間の目を洗うと充血します。 

それなのに、なにげなく水道水を飲んだり、浴びたりしてしまっているというのは、実は極めて

危険なことで、内臓の粘膜も、皮膚も、充血しているはずです。 

 

 

日本でアトピー、アレルギーが多いわけ 
 

 

日本の水道法では、浄水場での塩素投入に関して 

「家庭の蛇口での塩素濃度が、0.1ppm 以上あること」と下限値のみを規制しています。 

 

上限は決まっていないため、浄水場では塩素の大量に投入されています。 

浄水場から遠く離れた地域でも「最低 0.1ppm」をキープするには、 

大量に塩素を入れる必要があるからです。 

 

そのため、東京の玉川浄水場では、１００ppm 近くものとんでもない量の塩素が 

投入されたという水道局職員の証言もあるのです。（中西準子「水の環境戦略」岩波新書） 

 

さらに、もっとも危険なのは、塩素投入によって生成されてしまう 

「トリハロメタン」などの発がん性物質です。 

 

さらに水道水には、数々の化学物質が投入されています。 

 



その中でも、極めて危険だと指摘されているのが「アルミニウム化合物」です。 

これは、水の中のプランクトンや藻類などを沈殿させるために使われる薬剤ですが 

アルミニウムが水道水に残留し、アルツハイマーや発達障害など、 

脳への悪影響が指摘されている物質です。 

 

さらに、古くなった水道管からは、鉛や赤サビなどの有害物質が溶け出しています。 

 

 

昭和２９年敷設（直径 45cm）   昭和４６年敷設（直径 7.5cm） 

 

アトピーやアレルギー、喘息や肌荒れ、アルツハイマーなどの諸問題が、まさか水道水に原因の

一端があるなんて、思わないでしょう。そうやって、自覚のないうちに体にダメージが蓄積して

弱体化していくことが、一番の恐怖ではないでしょうか。 

 

そして、その〝日本人の弱体化〟こそ、GHQ の狙いでもあった‥という説もあるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〝科学〟と〝神秘〟が融合した浄水器 

 

日本は水が豊富であるあまり、水のありがたさが忘れられ、その神聖さが失われつつあります。 

 

私たちはこの浄活水器「禊」を通じて、 

〝水には神秘の力がある〟ということを、伝えていきたいと思っています。 

 

「禊」の水を飲んでいただくだけで、きっと水に対する意識は変わります。 

 

・いつでも美味しくて安全な水を飲むことができる 

・肌や髪といった外見だけでなく、体内から美しく健康になる 

・水をつうじて、心まで浄化されていく 

 

といった変化を体感していただき、より幸せな人生に繋がっていくことを願っています。 

 

ではここからは、浄活水器「禊」の機能について、ご説明します。 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１．卓上タイプ」と「２．浴室タイプ」はどちらも中身ほとんど同じ。 

設置場所（用途）の違いです。 

 

まずは、この２タイプについてご説明します。 

 

 ８つの特徴 

１． 水をきれいにする「浄水」とエネルギーを高める「活水」の一台二役 

２． きわめて高い不純物除去能力 

３． カートリッジ交換不要で長期間続く高い浄水能力 

４． 工事不要でとりつけ簡単 

５． ゆにわが味にこだわって選んだろ過材料 

６． ゆにわで浄化したパワーストーン、セラミックを使用 

７． 空間をパワースポット化するゼロ磁場発生装置を内蔵 

８． 国内工場で手づくりのステンレス製だから安全 

 

 

  



特徴１．水をきれいにする「浄水」とエネルギーを高める「活水」 

 

一般的に家庭用浄水器の働きは、大きく分けて「浄水」と「活水」の２つの働きがあります。 

浄水器「禊」では 

・共同開発の浄水器工場が２０年以上にわたり培ってきた最先端の浄水技術 

・ゆにわが活用してきたエネルギーUP 技術の融合 

によって、この一台で抜群の浄水、活水能力の両方を兼ね備えました。 

 

 

 

 

 

 

 



特徴２．きわめて高い不純物除去能力 

 

浄水に関しては、上質の「ヤシガラ活性炭」と、特殊な「花崗岩」が鍵を握ります。 

これは共同開発の工場が２０年以上の研究のすえ、 

もっとも高いろ過能力を発揮した組み合わせだったそうです。 

 

「塩素、総トリハロメタン、クロロホルム、鉛、農薬、カビ臭、濁り」 

など、水道水に含まれる有害物質に対して、抜群の除去能力を発揮します。 

 

そして、実際に飲み比べたときに、水の〝味〟についても 

他のろ過材よりも 圧倒的においしい ものでした。 

 

 

特徴３．カートリッジ交換不要で長期間続く高い浄水能力 

 

さらに驚くべきことに、通常なら使用する度に落ちていく「活性炭」の浄水能力が、 

この特殊な「花崗岩」と組み合わせることで、〝能力がほとんど低下しない〟という 

驚くべき研究データがあります。 

 

活性炭はミクロの穴に不純物を吸着する仕組みのため、 

長く使用すると穴が詰まり能力が落ちるのが一般的。 

しかし、その 不純物が消えていく のです。 

水に溶け出しているわけでもないので、何らかの働きによって分解されているのかもしれません

が、これは極めて不思議な効果で、製造元でも原理はわかっておらず、調査中とのこと。 

 

まだ開発から間もないため、この浄水能力の推移に関するデータは出ていませんが 

製造元の長年の研究では明らかに成果がみられています。 

 

この特徴のおかげで、浄水器につきものといえる定期的なカートリッジ・フィルター交換は 

不要です。手間のかかる内部洗浄なども必要ありません。 

 

目安として、毎日５０リットルの使用でしたら１０年に一度のペースで、内部交換（本体ごとお

預かりして、中身の活性炭の入れ替え）をおすすめしておりますが、お住いの地域の水質や使用

状況にもよりますので、水質が気になりだしたらご相談ください。 

（１０年という交換目安は、かなり短めに見積もっています。） 

 

内部交換には、数万円の費用がかかってまいりますが、それによりまた新品同様の浄水能力に戻

りますので、定期的にフィルター交換を必要とする浄水器と比較すると、コスト面でも使ってい



ただきやすいものだと思います。 

 

 

特徴４．工事不要でとりつけ簡単 

 

卓上タイプ、浴室タイプは工事は必要なく、簡単に取付け可能です。 

 

 

 

 

 

※ご注意  以下のような蛇口の場合は取替工事が必要になります 

 

 



 

 

 

特徴５．ゆにわが味にこだわって選んだろ過材料 

 

ゆにわの料理は水が命です。 

ゆにわでは、「すべての料理はスープ料理である」と考えてきました。 

食材そのものの味を活かし、その旨みを水に溶かし、水分を飛ばして味を濃縮する。 

あらゆる料理を抽象化してシンプルに考えると、この行程を減ることになります。 

 

味、香りを水にうつす紅茶やコーヒーも、もちろん同じです。 

 

   

 

すべての料理のベースには、水があります。 

水の質が良くなければ、ゆにわの開運ごはんは生まれないのです。 

 

ゆにわでは、この浄活水器「禊」を開発するにあたり、これまで活用してきたさまざまな浄水器、

活水器の水の味と比較し、おいしさにこだわりました。 

 

単に、水だけを飲んだときだけでなく、 

ごはんを炊いたとき、ダシをとったとき、スープにしたとき、 

紅茶、日本茶、中国茶、コーヒーを淹れたとき、 

あらゆる調理シーンで活用し、その味を確かめてきました。 

 

そして、最終的に選びぬいたろ材から生まれた水は、これまで経験したことのないような 



〝やわらかさ〟と〝濃密なエネルギー〟が同居した水でした。 

 

 

 

 

特徴６．ゆにわで浄化したパワーストーン、セラミックを使用 

 

浄活水器「禊」は、水を物理的にきれいにするだけでなく、水本来の力を発揮させます。 

そのために活用しているのが、パワーストーンと天然鉱石・セラミックです。 

 

これだけ多くのろ材を、かつ贅沢に使用している浄水器は、おそらく他にないでしょう。 

（少なくとも、製造元の浄水器開発歴 20 年の専門家の方もそう仰っていました。） 

 

 

 

各種セラミックは、さまざまな水の機能を UP させてくれます。 

 

・ミネラル添加でより美味しい水に。 

・遠赤外線とマイナスイオンで入浴時のリラックス効果アップ。 

・酸化還元電位を下げてより体に優しい水にします。 

・体を錆びさせる力、活性酸素を除去。 

・軟水化とクラスターの微細化でまろやかな水に。 

・界面活性化によってお風呂のお湯がしっとり。 

・抗菌作用で腐りにくい水に変化。 

・防錆効果で水道管内を綺麗に保つ。 

濾材の一覧 

パワーストーン 

（サンストーン／水晶／ムーンストーン／ヒスイ／アベンチュリン／モリオン／ガーネット／

ルチルクオーツ／カーネリアン／ハウライト／インカローズ／アクアマリン／シトリン／ラリ

マー／アイオライト／サファイア／クンツァイト／アメジスト／カイヤナイト 等） 

天然鉱石・セラミック 

（テラヘルツ鉱石／ブラックシリカ／貴宝石／医王石／黒曜石／ゼオライト／トルマリン

／麦飯石／ガイヤストーン／セラミック 等） 

 



・放射性物質の除去にも効果あり。 

 

そして、さらなる活水効果を与えるのがパワーストーンです。 

実はこのパワーストーンこそ、浄活水器「禊」の最大の特徴と言えるかもしれません。 

 

当社のゆにわマートでは、「共鳴石」というパワーストーンを販売してきました。 

これは日本の古事記に登場する１２の神話になぞらえて、 

人の意識に働きかける石を集めたリングです。 

 

パワーストーンといえば、よく開運のために 

 

「ローズクォーツで恋愛運 UP」 

「金運ならゴールドルチルクォーツ」 

 

といったように、それぞれの石に固有の働きがあるように語られることが多いのですが、 

それは現代人にウケるように、わかりやすく表現してあるだけです。 

（つまり、マーケティングのために意味づけされたのです。） 

 

しかし、本来のパワーストーンにはもっと深く 

言葉にできないような神秘的な意味があります。 

 

そもそもパワーストーンとは、 

何千年、何万年という、悠久の時を経て、この世に存在しているものです。 

そして、それぞれの石には固有の周波数があるとされています。 

 

例えばクオーツ時計は、 

水晶の振動を利用して 1 秒を測っています。 

 

水晶振動子が 

32,768 回振動すると 1 秒、といった具合です。 

 

天然のパワーストーンは、 

長い年月をかけた形成の過程で、 

さまざま環境におかれ、微量な元素をふくみ、 

それぞれが固有の周波数を宿すようになります。 

 

私たちはその〝周波数〟つまり〝波動〟の中に、 

生命を育んできた〝情報〟が含まれていると考えています。 

 

  



 

パワーストーンに水を通すことで、その情報を水にウツすのです。 

 

 

 

水は、触れたものの〝波動〟をウツし、それを伝える性質があるのです。 

 

水分子というのは、それぞれ単体で存在するのではなく 

〝水素結合〟という力によって互いにひきつけ合い、微細な世界で近づいたり、離れたり、 

１秒のうちに数兆回という超高速で振動していると言われています。 

 

 

 

そしてその振動は、音よりも遥かに速く水の中を伝わるそうです。 

 

 

つまり、パワーストーンから水に伝わった波動は、瞬時に水全体に行き渡るということ。 

 

古来中国より伝わる風水においては、「水は気（エネルギー情報）を留める」という 

言い伝えがありますが、それも同じことを意味しているのでしょう。 

 

水の〝波動〟というと、「非科学的だ」と非難される方もいらっしゃるのですが、 

「〝波動〟という不思議な働きは、あるかもしれないし、ないかもしれない」 

というのが本来、正しい科学的見地からの答えのはずです。 

証明できないのと同時に、〝存在しない〟ことも証明できないからです。 

 

科学の粋を集めれば、確かに〝安全な水〟〝不純物のない水〟〝ミネラル豊富な水〟は 

作ることができるでしょう。しかし、私たちが求めたのは、その一歩先にある世界でした。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「禊」には、〝十二の共鳴石すべての波動〟が入っています。 

 

 

その振動が人の細胞内の水に伝わり、意識にまで浸透し 

「ミソギ」の名の通り、飲むだけで心まで洗われるような不思議な働きが宿ります。 

 

パワーストーンの〝波動〟による効果は、明らかに水の味も変えてくれます。 

 

もちろん、使用するパワーストーンも、品質にこだわりました。 

一般的に、採掘したままのパワーストーンには、良い波動だけでなく、 

悪い波動（悪想念、邪気など）も含まれるとされ、使用前には浄化が必須だとされていますが、

「禊」には、ゆにわの水で私たちが「消毒＆浄化＆エネルギーUP」した石だけを使用しています。 



 

これだけ多種多様な石を（天然鉱石、セラミックも含め）すべて浄化するには、 

大変な時間と労力を要しますが、〝ゆにわの水〟と呼ぶにふさわしい水を生み出すには、 

この手間が欠かせないのです。 

 

    

    

 

 

特徴７．空間をパワースポット化するゼロ磁場発生装置を内蔵 

 

私たちは、これまで数々の浄水器・活水器を導入してきた経験から、 

水のエネルギーを高める〝活水〟分野において、多くの専門家とのご縁がありました。 

 

この浄水器開発にあたっては、ご縁ある専門家の方々にご協力いただき、 

知恵を結集することになりました。 

 

特に、「地球家族・自然と微生物研究所」には全面的にご協力いただき、 

浄水器に内蔵する特別版の光エネルギー発生装置を製作してくださいました。 

 

光エネルギー発生装置とは、ゆにわマートでも取扱がありますが、 

〝ゼロ地場〟というエネルギースポットを発生させることにより 

 

・空間の有用な微生物を活性化し、心地よい場をつくる 

・磁化作用によって、水のエネルギーを高める 

・瞑想状態のようなα波が発生し、気持ちをリラックスさせてくれる 

 

などの作用があるものです。 

 



伊勢神宮、出雲大社、富士山、白山、熊野、高野山、奥入瀬渓流など、 

いわゆるパワースポットと呼ばれる土地では、このゼロ地場が確認されています。 

 

いわば、それと同じようなパワースポットをどこでも再現するための装置です。 

 

浄水器「禊」には、従来の光エネルギー発生装置の 

数千～数万倍の効力をもつ特別版を導入しています。 

 

浄水器としての機能だけでなく、設置した空間そのものエネルギーも高めてくれます。 

 

 

浄水器本体が、ゼロ磁場のパワースポット形成作用をもつ 

 

私たちとしては、みなさまのご自宅ひとつひとつが、神社のような空間になるように。 

そして、そこから流れ出る清らかな水の波動が、世の中の水を変えていくように、という願いを

込めています。 

 

 

特徴８．国内工場で手づくりのステンレス製だから安全 

 

さきほどもご紹介したとおり、ろ材の鉱石類は当社で揃えたものを消毒、浄化したものだけを使

用しています。そして、本体と活性炭、花崗岩の浄化層は新潟のステンレス工場で一台一台製造

されている一級品です。 

 

  



     ステンレスの品質証明書          アクリルの品質証明書 

   

 

 

 

 

経皮毒
け い ひ ど く

について 

 

経皮毒とは、皮膚から吸収する毒素のことをいいます。 

なんと、水道水の塩素も、皮膚から浸透して経皮毒になるのです。 

 

 

 

 



塩素は簡単に言うと、台所用強力洗剤を薄めたようなものです。 

水道水を飲まないように気をつけている方は増えていますが、 

実は人間が体内に取り入れている塩素は、９９％が皮膚からの吸収なのです。 

 

その証拠に、例えば塩素を多く含む水道水で溜めたお風呂でも、いったん人が浸かると塩素が少

ししか検出されなくなります。その減った分の塩素は、人が吸収してしまっているのです。 

「1 番風呂の人は長生きしない」といわれることがあるのは、それが理由です。 

 

皮膚から取り入れる塩素は発がん性があり、確実に身体に害をもたらすといわれています。 

殺菌力が強いため、摂り入れると体内のたんぱく質、ビタミン、酵素がやられます。 

口から取り入れるのと違い、皮膚から入ると、肝臓、腎臓を通らず直接血液に入るのです。 

 

血液に入ると、赤血球、白血球がダメージを受けるとも言われていますので、 

免疫力が低下し、アトピー、ガン、喘息などの原因にもなります。 

 

お風呂では，シャンプーリンスなどに含まれている合成界面活性剤が塩素と反応して、 

発がん性物質のトリハロメタンを発生する場合があります。 

さらに温度が高い状態では毛穴も開くので、通常より経皮吸収量が多くなってしまうのです。 

 

世界的に見ても、日本の水道水の塩素量はトップレベルです。 

ドイツ、フランスで濃度 0.05PPM 以下、アメリカでは 0,5 以下が基準ですが、 

大阪市内の水道水を検査すると 1～2PPM は普通です。 

 

お風呂、シャワー、洗面所、ウォシュレット、キッチン・・・など、 

なんとなく浸かっている水道水から変えることが大切なのです。 

 

私たちが、浴室用、元付け用の浄水器を用意したのは、 

このような危険から身を守っていただくためです。 

 

いったん塩素のない生活をはじめると、これまで何気なく浸かっていた水道水から、 

多くのダメージを受けたり、体力を奪われていたことに気がつきます。 

 

日常の中でふれる水の質を、できる限り高めることが大切なのです。 

 

 

では、次に「元付けタイプ」のご説明に移ります。 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の供給源となる給水管に直接設置するので、そのぞれの蛇口に浄水器を取り付けなくても 

家中すべての蛇口から出る水が美味しくてきれいな水に早変わりします。 

 

 

  



特徴．３層のナノフィルターで圧倒的に水がきれいになります 

 

元付け型浄水器では国内初の 100 ナノフィルターという極めて目の

細かいフィルターを採用しています。 

  

第一フィルターの不織布フィルターで 30 ミクロン以上の不純物や赤

水、凝集沈殿材などの薬品を取り除きます。 

第二フィルターの高性能圧縮固形活性炭で脱塩素、脱トリハロメタ

ン、更に有害物質や濁りをなくします。 

第三フィルターの 100 ナノフィルターによりナノメートル（10,000

分の 1 ミリ）単位で細菌やウイルスなどを徹底除去します。 

 

ミネラルイオンは残しながらも、あっという間に安全なお水に変え

る。しかも、ちゃんと流量は確保できますので、水の出が悪くなるこ

とはありません。 

 

 

 



 

 

事前に設置環境など状況確認が必要となります。 

また賃貸の場合は、建物所有者様の承諾が必要です。 

（ほとんどの場合、ご承諾いただき問題なく設置できます。） 

 

「戸建て」「マンション」いずれの場合も、設置工事が必要になります。 

 

工事業者はこちらからご紹介できますが、お客様の方で、普段利用されているお得意先の水道屋

がある場合は、そちらに設置工事を依頼していただいても構いません。 

 

工事費用は状況によって変わり、中には設置がむつかしいケースもありますので、設置をお考え

の場合は、以下の場所の写真をお送りください。 

 

●戸建ての場合 

・水道メーター付近の水道管 

・設置する家屋全体 

 

●マンションの場合 

・パイプシャフト（メーターボックス）内全体 

・水道メーターのアップ 

・水道メーター周辺 

・外廊下周辺 

 

 

 

 



 

 

「元付けタイプ」と「卓上タイプ」「浴室タイプ」を併用していただくことで、より水の質が高ま

ります。 

 

● 元付けタイプのカートリッジ交換について 

「3.元付けタイプ」は、安全性と浄水能力を維持するために、一年おきにカートリッジ交換をおす

すめいたします。なお、開発から間もないため、ろ材・カートリッジの交換費用につきましては

未定となっております。決定次第、ご案内いたしますので何卒ご了承くださいませ。 

（あくまで目安となりますが、カートリッジは３万円前後でご案内の予定です。） 

 

● すでにお使いの浄水器がある場合 

 

 すでに別メーカーの浄水器（卓上式、シンク下ビルトイン式 等）をお使いの場合、「禊」と連

結させてお使いいただくことも可能です。その場合、「禊」を一番最後に通る順序にして繋げてい

ただくことをおすすめします。 

 連結での取付けにあたっては、アダプタやホースを用意していただく必要があり、場合によっ

ては工事が必要となりますので、まずは当店までご相談ください。 

 

 

できる限り多くの方に使っていただきたい。 
 

 ここまででご説明したとおり、この浄活水器「禊」は普通の浄水器ではありません。 

 

おいしさを追求して、水のエネルギーを高め、 

本当にみなさまの〝人生が変わる逸品〟となるよう、妥協なく製作しています。 

 

しかし当然ながら、その分、一般的な浄水器と比較しても 

何倍もの労力とコストがかかることも事実です。 



 

たとえば、内蔵されている「光エネルギー発生装置（特別版）」だけでも 

通常なら１０万円以上に相当する商品です。どう考えても販売価格は、 

５０万円は下らないのではないかと懸念していました。 

 

もちろん、この浄水器と同じ機能を持つ浄水器は、世界中をさがしても他にありませんし、 

それだけの価値があると、自信をもってお勧めできる品ではあります。 

 

しかし実際問題、金銭的になかなか購入に踏みきれない方もいらっしゃるでしょうし、 

浄水器はご家族で使用されるものですので、高額になれば 

「家族の賛同が得られず、泣く泣く購入を断念・・」 

という方もいらっしゃるかもしれません。 

 

そう考えると、やはり開発コストがかかりすぎていました。 

パワーストーンの中には、カイヤナイト、アンバー、ブルートパーズ、ラリマーなど、 

極めて希少な石も使用しています。ただ、ひとつでも欠けると「禊」の水は完成しませんし、 

その他の点でも妥協することはできませんでした。 

 

どこにでもあるような浄水器を作っても、ゆにわが目指すものでなければ、意味がないからです。 

答えはでないまま、試作、開発は進んでいきました。 

 

ところが、開発が進むにつれて状況が変わっていきました。 

 

共同開発の方々、材料提供元の方々が 

 

「今回の開発にあたっては、私自身もすごく勉強させてもらいましたから」 

 

「水に良い思いをのせて、世の中に広げていきたいという思いは私たちも一緒ですから」 

 

と、この浄活水器「禊」の製造理念に賛同してくださり、 

利益は度外視して製造に協力してくださったのです。 

 

その結果、品質は維持したまま、驚くほど低コストでの製造に成功しました。 

  



最後に 

「水が変われば、 自
みずか

らが変わる」 

 

 

水を変えれば、料理だけでなく、肌、健康、性格、運命…と、あらゆるものも同時に変わります。 

 

私たちの体は、およそ 70%が水。 

「水を変える」とは、自ら（水から）を変えていくことであり、心も体も変わっていきます。 

すると「自ずと」、周りや起きる出来事が変化していきます。 

 

水を変えること以上に、価値のある自己投資は他にない。そう私たちは思っています。 

だからこそ、この浄活水器「禊」を開発するに至ったのです。 

 

水を飲むだけで幸せを感じられる。 

料理が格段においしくなる。 

水そのものが化粧水になり、肌も髪もきれいになる。 

鼻うがいなどの浄化法の効果がますます高まる。 

心の中にたまっていたネガティブな思いが流れていく。 

清々しい時間が増えて、人付き合いも変わる。 

元気になり、頭が冴えて、仕事もはかどる。 

 

別人のように生まれ変わり、運命が変わる。 

すべては、水から（自ら）変えることがスタート。 

 

それが、私たちが北極老人より教わり、ゆにわで実践し続けている、 

最もシンプルにして、効果絶大な開運法なのです。 

 

浄活水器「禊」があなたの人生のお役に立てることを願っています。 

 

 

 

  



 

ご注文方法 

 

ご注文につきましては、次項のリンクからお進みください。 

 

リンクをクリックされますと、 

「ゆにわマートオンラインショップ」のショッピングカートへ移動します。 

 

そちらで、カートに入った商品名にお間違いがないことをご確認のうえ、 

注文フォームへお進みください。 

 

 

材料各種、価格の変動するものですし、特にパワーストーンにおきましては、 

こちらの要求を満たす品質の石がどちらを探してもなかなか手に入らないこともございます。 

 

実際に仕入れてはみたものの、品質的に使用できない・・ということもあるくらいなのです。 

それゆえ、何卒ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

お問い合わせ 
 

商品についてご不明点などございましたら、メールや電話にてお気軽にお問い合わせください。 

 

Mail infoplnt@uni-wa.com 

TEL 072-864-5640  

mailto:infoplnt@uni-wa.com

