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世界の暮らしを支えるπウォーター。
ＩＢＥの商品は世界各国で愛用されています。

【販売実績国】
香港、マレーシア、タイ、フィリピン、オーストラリア、ＵＳＡ、中国、ハンガリー、
ＥＵ（オーストリア、ドイツ、スペイン他）、台湾、韓国、ナイジェリア

IBE総合案内
πウォーター　はIBEの登録商標です

　IBEの歩みは、パイウォーターの歴史とともにあります。1975年の創業以来、パイウォーターという水の力を、
命を育む土壌づくりに活用することから始め、その後、環境保全、健康づくり、美容等への応用も進み、今
では幅広い分野でパイウォーターが用いられています。より良い環境の中で、より良く生きる。環境や健康
への願いに対して、私たちには何ができるのか。パイウォーターと歩んだ45年の道のりを礎にして、IBEは
これから始まる40年、50年先の未来のために、パイウォーターをさらに進化させていきます。

πウォーター システム

2019年「ドクターズ・π・プロジェクト」が始動しました。
パイウォーターへの理解（知識や技術）を「深化」させ、深めた知識
や技術を商品開発に活かすことで、パイウォーターと IBEをさら
に「進化」させていく。この「深化」と「進化」を具体的にすべく、2019
年からIBEでは『ドクターズ・ ・プロジェクト』を始動させました。
多くのドクターや専門家の力を借りながら、試験、実験、治験を重
ねエビデンスの強化を目指すと同時に、新しい商品の開発にも着
手していきたいと考えています。

π
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生命を育む水を、
人のため、地球のために。

3～６P　農業関連

７～14P　浄水器

15～18P　高エネルギーパイウォーター

19～28P　美容

29～30P　健康器具

31～36P　日用品

37～40P　食品

41～42P　研究開発

（スーパーあかね）

（アクアパイ251・503／πUPⅢ／πビューティーシャワー／パッと甘水ボール）

（パイセイレイ／パイピエール／パイネス／UFO-Ⅰ）

（パイミクロシリーズ／パイフル）

（ニュー・ドクターエアバランス）

（パイカミン88／πの塩／πのきび糖／パイカエース）

総合案内　目次

1942年生まれ。愛知県出身。東北大学理学部卒業。名古屋大学大学院博士課程修了。

理学博士。製薬会社を経て1975年「π-WATER SYSTEM」の技術実用化のため有限
会社IBEを設立。1995年「生体エネルギーシステム研究普及協会」が設立され理事長に

就任。以来、農業、健康、美容を始め幅広い分野に対して「π-WATER  SYSTEM」の研究
開発と実用化に取り組む。2012年９月８日没。

開発者・理学博士牧野伸治

植物生理の研究を積み重ね生まれたπウォーター。

　ＩＢＥは、植物の成長段階で重要な鍵となる「水」の研究を1975年から続けてきました。植物生理の研究
を積み重ねた末に生まれたのが「πウォーター」です。πウォーターの大きな特徴は「水に活性力がある」こと。
水分子が細分化されることにより、水が全体をくまなく駆けめぐります。花が枯れにくくなる、植物の成長が
早くなるなど、πウォーターは植物自身が持つ力を引き出す水として大きな力を発揮してきました。ＩＢＥが手
掛けるすべての商品は、そのようなπウォーターの力を応用して生まれたものです。

地球を甦らせることで、からだと生活を守り続ける。

　今、地球環境がどのような状態にあるのか。自然がどのように変化し始めているのか。多くの方が関心を
お持ちだと思います。地球上にあるすべての生命の源である「水」。水が壊れてしまえば、自然が壊れる。自
然が壊れれば、人のからだも壊れていきます。
　だから、私たちはこれからも「いい水」について考え、いい水から生まれる地球にも人間にもやさしい商品
を提供し続けていきたい。地球を甦らせることで、健康を守ることができ、安心して暮らせる毎日を手にする
ことができる。πウォーターの研究と開発を通して、IBEは地球と人間の未来を支え続けていきます。

（中庸／パイクリーン／パイアージュ／πフレッシュ／πのめぐみ／湯～みん／ルナーチ）

※ご紹介する「ユーザーエピソード」は、あくまでも個人の感想であり、商品の効能・効果を保証するものではありません。

π-water with IBE
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　橋本博正さん・真澄さんご夫妻が農業を

始めて20年。今、新たに取り組み始めたのが、

イチゴのハウス栽培です。

　「ビニールハウスという不自然な環境の中

で、どれだけ自然なものが作れるのか。知恵

が試されているような気がします。でも、“あ

かね”と出会ったことで、きっと実現できると

思っています」（真澄さん）。

　かつては、自然農法を突き詰めていた二

人。しかし、無農薬・無肥料にこだわっても、

なかなか買ってくれない。広がらない。

　「やっぱりオーガニックは、値段の割に野

菜の出来がしょぼいんです。ですから、どれ

だけ『無農薬で体にいい』といっても、一部

の人にしか受け入れてもらえない。農家とし

て自分たちが突き詰めていくのは、本当にそ

こなのか。悩みました」（博正さん）。

　そんな時に出会ったのが『スーパーあか

ね』でした。あかねを使うようになって３年、野

菜の味が大きく変わり、畑の水はけも格段に

良くなったといいます。

　「農薬や肥料をムダに使わずとも、質がい

い野菜ができる。野菜が光っているんですよ。

収穫量も増えて効率もいいし、お客様から

『どこよりも美味しい』と、リピート注文がすご

いんです。そして何より、土壌の水ヌケが良

く、畑に水が溜まらない。最近はゲリラ豪雨な

どの天候不順が増え、以前は大雨が降ると

心配で精神的に不安定になっていました。

でも、あかねを使うようになってからは、『何

でもこい！』と思えるくらい、心に余裕ができま

したね」（博正さん）。

　今は、農薬が必要な時は少量であれば使

うという二人。多少の不自然は、必ず克服で

きる。突き詰めていくべきは、きれいで、健康

的で、手頃な価格のおいしい野菜を、たくさ

んの人に届けること。『不自然の中に、自然を

つくる』。橋本夫妻は、あかねと共に挑みます。

（左上）ハウス栽培の準備のためにイチゴの苗を育苗中。「口に入れてもピリッとしないイチゴをつくりた
い」。（左下）野菜を発酵させた微生物発酵液。「それぞれの野菜を発酵させた生体水を使います。葉面
に散布すると、味も生育も大きく変わるんです。（右）ナスは春に、人参は真夏に。作付け前にあかねを撒く。

（左）あかねを使ってから水ヌケが良好になった。天候不順に左右されることもなく、野菜の根が力強く張
っている。（右上）もともとは粘土質で酸素が入りにくい土壌だったが、今は土も柔らかに。「あかねは土壌
を活性化させてくれます」と博正さん。（右下）畑の水路に設置したパイウォーターの「いやしろ水」。

橋本さんの農園で収穫した野菜たち。手前にある青いナスは、埼玉の在来種である「青ナス」。また、紫
色のナスも、品種を掛け合わせた橋本さんオリジナルのナス。細胞がきめ細やかで煮るとトロトロの食感に。

野菜の味が大きく変わり、
畑の水ヌケも格段に良くなる。

不自然な環境の中でも、
「自然をつくる」ことはできる。

ユーザーエピソード①

ますみや／神流美澄環境開発研究所
橋本博正さん・真澄さん（埼玉県児玉郡）
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露地栽培、
ハウス栽培、
家庭菜園の
土壌づくりに。

健康な土をつくる土壌改質材

「地球をよみがえらせたい」。このＩＢＥの使命のもとに誕生した商品が「スーパーあかね」です。100％天然素
材でつくられているこの商品は、πウォーター システムの技術を応用した、人にも地球にも無害・無毒の土
壌改質材。土壌の水分を活性化することで微生物の動きを活発にし、植物や微生物の力を引き出します。
保水性・通水性・通気性に優れた土壌をつくり、土を本来あるべき姿に戻すスーパーあかねには「あなたにも
できる環境保全。未来の子どもたちのためにも、地球の活力を取り戻そう」。そんな願いが込められています。

スーパーあかね　※別送商品
●内容量／〈１袋〉10キロ　〈２袋〉10キロ×２袋　
●価格／〈１袋〉税込4,180円（本体3,800円）
　　　　〈２袋〉税込8,360円（本体7,600円）
●番号／〈１袋〉10009　〈２袋〉10010

①100％天然の素材でできた土壌改質材です。

②保水性・通水性・通気性に優れた土壌を作ります。

③連作障害や病害虫の発生を抑制し、減農薬・無農薬栽培を目指す方にも最適。

④使い方は簡単！土にまいて、混ぜて、水をかけるだけ。

⑤水田や畑だけでなく、ご家庭での家庭園芸でも幅広くお使いいただけます。

水田：10アールあたり1袋　畑：10アールあたり2袋　ハウス栽培：10アールあたり3袋

果樹・永年樹：10アールあたり3袋

家庭菜園：1アール（約30坪・10ｍ×10ｍ）あたり1／5袋（約2キロ）

鉢植え（3～4号）：指で１つまみ（約0.5グラム・大豆1粒くらい）

スーパーあかね・5つの特徴！！

●使用基準量

●短期的に地力が向上
土壌の腐食形成が促進され、短期的に団粒構造化し、地力が向上します。

●悪条件から作物を守る
保水性・通水性・通気性に優れた土壌になり、肥料の濃度障害や塩類障害から作物を守ります。

●病害虫や天候不順に強くなる
病害虫や長雨、低温日照不良に強い作物生育の環境（場）をつくります。

●安定した収穫量
根の張りが良く、安定した生育となり、連作障害が逐時解消され多収穫へと繋がります。

●減農薬栽培可能
病害虫の発生が少なくなり、減農薬栽培も可能になります。

●発根がさかんになる
土壌改質に伴い、発根がさかんになります。

※肥料切れに注意し、特に窒素肥料は多めに施用してください。

●登熟稔実の良い籾に
水稲の場合は、節間が短く倒伏に強くなり、登熟稔実のよい籾ができます。

●いっそうおいしい作物に
野菜、果樹類は、糖度・鮮度・食味が増し、一段と品質が向上します。

スーパーあかねの作用と効果 電子顕微鏡で見た
玉ねぎの細胞比較
あかね使用前（不健全な細胞）

あかね使用後（健全な細胞）

電子顕微鏡で見た細胞比較。あかねを使用した
後は、細胞も健全な状態で細かな目になる。

水田や畑に

育苗に

観葉植物に

本格的な農作業から家庭菜園まで、使い方は簡単。
土にまいて、混ぜて、水をかけるだけ！

種や苗を植える前（できれば3週間以上前）に撒いてください。

●使用方法

①散布：「スーパーあかね」を全面均一に散布します。

②耕転・攪拌：ロータリーで十分に耕転・攪拌して下さい。

③灌水：雨にたっぷり打たせるか、灌水を十分にして下さい。

　（この後、3週間以上土を寝かせると効果的）

④播種・定植・植付

苗床に「スーパーあかね」を苗床の土の量の１％程度混ぜ、ダンゴ状になる程度に水を加え

ます。その後、2週間以上放置（養生）し、乾かすと「育苗用土」として使用できます。

※「果樹」や「サトイモ」など、長期栽培の作物は、途中で「スーパーあかね」を追加施用して

ください。果樹の場合は、「根の張る範囲」に撒くのがポイントです。

種や球根を植える前に、鉢植えの土に「スーパーあかね」をまぜて、たっぷりとお水をかけて

ください。

●使用量の目安：並鉢3～4号…１つまみ程度（約0.5g／大豆1粒）

【応用編：きれいに咲いている鉢植えのお花を長く楽しむためには・・・】

「鉢植え」…1か月に1度、株元に少なめの「１つまみ（0.1g）」を撒く。

「底面吸水鉢」…1か月に1度、吸水口の中に少なめの「１つまみ（0.1g）」を撒く。

水田や畑、家庭菜園の場合

育苗用土の作り方

もっと気軽に！観葉植物などの鉢植えの場合

ココがPOINT！

「スーパーあかね」は肥料ではありません。肥料は別途ご用意ください。

スーパーあかねの使用方法

0605



　ここは藤原さんが暮らす家の一室。お付

き合いしている二人は、よくここで一緒に

料理をつくるそうです。大のパイウォーター

ファンでもある二人。キッチンには、２年前

からパイウォーター浄水器・アクアパイ251

が設置されています。

　「最初は、浄水器というもの自体への信

頼感を持っていなかったんです。でも、勧

められるがまま飲んでみたら、体に浸み込

む感じがして、すごくおいしい水だなって。

ただ、やっぱり高い買い物じゃないですか。

躊躇していたら、販売店の方がペットボト

ルに浄水器の水を入れてくださったんで

す。早速、家で焼酎を割って飲んでみたら、

まろやかで口当たりがまったく違う！翌日に

浄水器を購入しました（笑）」（真田さん）。

　それまでにも、二人はいろいろな水を試

してきたのだそうです。

　「自分が考えていた良い水のポイントは、

①有害物質がフリーであること②自然に

近い水であること③エネルギーが高い水

であること。この３つの条件を満たす水は、

なかなかないんです。今は、すべての条件

をクリアした水が、水道から気軽に飲める

のがうれしいですね」（藤原さん）。

　今日も一緒に料理を楽しんでいる二人。

パイウォーター浄水器の水を使ってゆがい

た野菜のお湯は、捨てずにそのまま味噌

汁や料理の出汁に使っています。

　「野菜の旨みがたっぷり抽出されている

ので、具はお揚げだけのシンプルなもので

も、美味しい味噌汁になるんです。パイウォ

ーター浄水器の水にしてからは、料理の時

に捨てる水がない。本当にすごい水だな

あと思います」（真田さん）。

　食べること。飲むこと。一緒に笑うこと。

二人が大切にしている生活のベースに、

パイウォーター浄水器の水があります。

（左下）藤原さんが飼っているインコ。「パイウォーター浄水器の水をあげるようになってから、毛並みが格
段に良くなりました」。（右）購入時は丸い形のサボテンが、パイウォーター浄水器の水を散布してからは、
徐々に縦長へと成長。「自然に生えているサボテンは、もともとこんな形だそうです。パイウォーターで作物
を育てると先祖がえりをすることがよくあるとは聞いていたのですが、本当に驚きました」（藤原さん）

（左）パイウォーター浄水器の水で焼酎を割ると、味がまろやかに。（右・上下）野菜をゆがいたお湯は、捨
てずに味噌汁の出汁に。トマト、ツルムラサキ、地元・京野菜の旨みが凝縮された味噌汁になる。

「パイウォーター浄水器の水に野菜を浸けておくと、まったく鮮度が変わってくるんです。小松菜などの葉
物野菜は、桶から野菜が立ち上がってくるくらいです。水道水では絶対に起こらないことですよね。パイウ
ォーターは、それだけのエネルギーが溢れている水なんだと思います」（藤原さん）

野菜をゆがいた後は出汁に。
料理の時に捨てる水がない。

条件を満たした水が、
毎日、水道から飲める幸せ。

ユーザーエピソード②

藤原正史さん・真田浩実さん（京都府京都市）
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　米田屋さんの創業は昭和10年です。

現在の大将である新實秋男さんで二

代目。地元の吉良町で愛され続けてき

た和菓子店です。

　「和菓子づくりには、よい水が欠かせ

ません」と秋男さん。和菓子の命ともい

える小豆は、通常は一晩、12時間ほど

水に浸けます。その後、釜で３時間かけ

て煮るのですが、その際にも水の存在

が重要になります。煮た後は、小豆の皮

を取り、中身だけになった小豆を水に浸

けながら熱を取る『さらし』という作業を

３回繰り返します。もちろん、水が大切な

役割を果たすのは言うまでもありません。

　「羊羹や桜餅などは、50％以上が水

で出来ており、『水を食べている』といっ

ても過言ではありません。ですから、和

菓子づくりの１歩は、水を丁寧に計るこ

とから始まる。水も大切な原料の一つな

んです」。

　おいしい和菓子に欠かせない『良い

水』。米田屋さんに長年ご使用いただ

いているのがアクアパイ503の水です。

　「パイウォーター浄水器の水でつくる

餡は、口当たりがよく、なめらかで嫌味

のない味に仕上がります。小豆本来の

味を、水が引き出してくれるのだと思い

ます。私が思うに、パイウォーター浄水

器の水は『素直な水』だと思います。素

材に対して、味を壊すことなく、おいしさ

を素直に引き出してくれる。だから、うち

の和菓子も、自然の味をそのままに提供

することができています」。

　季節のデザインをあしらった、美しく、

おいしそうな和菓子たち。店頭に並ぶ

色とりどりの『自然』を、パイウォーター浄

水器の水が支えています。
小豆の皮は捨てず、サツマイモ畑にまいて再利用。「パイの畑です（笑）。葉っぱが生い茂って、本当に元
気。普通、葉が元気すぎると、実がつかないのですが、パイウォーター浄水器の水をたっぷり含んでいる皮
だから、おいしいサツマイモが収穫できる」（大将・秋男さん）。収穫したサツマイモは、和菓子の材料となる。

（左）多くの「時間」と「水」を費やしてつくられる餡。「自然でおいしいものを」。職人の思いが込められて
いる。（右上）「パイのきび化粧」をはじめ、パイウォーターオリジリナルの和菓子「パイの心」も制作。（右
下）季節感のある和菓子のデザインはもちろん、可愛らしいパッケージもお客様に人気。

家族で店を守り続けている米田屋の皆さん。左から、長男の新實芳紀さん、芳紀さんの妻・裕子さん、大
将の妻・香代子さん、次男の和浩さん、孫の鈴奈ちゃんをだっこしているのが、大将の秋男さんです。

味を壊すことなく、
素材本来の美味しさを、
水が引き出してくれる。

「素直な水」で、自然な和菓子を。
ユーザーエピソード③

和菓子だより「米田屋」の皆さん（愛知県西尾市）
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健康と安心。
たいせつな
人のために
選びたい水。

π‐WATER SYSTEM 家庭用浄水器

人のからだの３分の２を占める水。生命の営みを支える水の活性力を引き出し、浸透力や吸収力に優れた「良い
水」を供給するのがパイウォーター浄水器です。設置場所を選ばず、カウンタートップにもアンダーシンクにも使用
できるπウォーター システム家庭用浄水器「アクアパイ251」は、ＩＢＥを代表する商品として数多くの家庭で愛用
されています。「大切な人のために選ぶ水」。アクアパイ251が健康で快適な水のある暮らしを支えていきます。

パイウォーター浄水器から供給される水には、多くの細かな泡を目にすることができます。これが「微泡水」

です。細かな泡は、それだけ水分子が細分化しているということであり、水分子が細かければ浸透力や吸

収力も高まり、活性力のある水をいち早く送り届けることができる。泡は「活性力のある水」の証なのです。

①食べ物は新鮮に。植物は活き活き。「鮮度」を保ちます。
活性力と浸透力のあるパイウォーター浄水器の水は、素材が持つ力を引き出し、香りが長持ちする、腐りにくく

なる、活けた花が長生きするなど、自然や生命の働きを助け、持続させる働きがあります。

②「汚れ」も落ちやすく。さまざまなものを本来の姿に戻す力があります。
野菜に付着した汚れも、パイウォーター浄水器の水につけておくと落ちやすくなるなど、さまざまなものを本来

の姿に戻す力があります。洗濯物や食器などの汚れにも、その力は存分に発揮されます。

③節約にも貢献。家計にもやさしい製品です。
総濾過能力は30，000Ｌ。2Ｌのペットボトルの水15，000本分に相当します。2Ｌのペットボトルを1本200円で換算

すれば、200円×15，000本で300万円。本体セット価格は18万8000円（税別）ですから、断然、お得です。

④洗顔など生活のあらゆるシーンで活躍します。
体になじみやすい水ですから、赤ちゃんからお年寄りまで安心して使うことができます。保水性にも優れており、

入浴・洗顔・洗髪はもちろん、生活のいろいろなシーンで活用できます。

アクアパイ251・4つの特徴！！

アクアパイ251（本体＋πアップ）
●価格／税込206,800円（本体188,000円）
●総能力／30,000L
●材質／本体＝ステンレス
●サイズ／本体＝高さ31.6cm、直径12.4cm
●番号／41114

パイウォーター浄水器の特徴は「微泡水」。

直径12.4cmのスリムさは、シンクの下に置いてもじゃまになりません。シンク下への設置には、「アンダ

ーシンクキット」（写真①）が必要です。また「専用水栓」を立ち上げる場合は、「アンダーシンクキット」

（写真①）と「πアップ専用元止水栓」（写真②）の２つが必要になります。詳細はお問い合わせください。

シンクの下に設置する場合

「ミクロフィルター濾過層」＝サビ、泥などの不純物をカット
「ミクロフィルター濾過層」で、水道管の中に残されている「サビ」「泥」「雑菌」など、0.45ミ

クロン以上の不純物をカット。多孔質な繊維で目詰まりしにくい構造です。

【アクアパイ251の構造】

「πUPⅢ」＝よりコンパクトに。活性力もアップ。

「特殊活性炭層」＝残留塩素、農薬などの細かな物質を除去
「特殊活性炭層」で、さらに細かな不純物の「塩素」や「農薬」などを除去します。

●遊離残留塩素：総濾過水量30,000L●総トリハロメタン：総濾過水量7,500L

●溶解性鉛：総濾過水量30,000L●農薬（CAT）：総濾過水量30,000L

＜試験方法JIS3201に基づく＞

アクアパイ251カートリッジ（交換用）
●価格／税込41,800円（本体38,000円）
●番号／42114

アクアパイ251アンダーシンクキット
●価格／税込11,000円（本体10,000円）
●番号／45352（部品）

πアップ専用元止水栓
●価格／税込17,600円（本体16,000円）
●番号／45357（部品）
（※πアップは別売）

①

②

浄水器本体上部のフタを
回して外すだけ。
カートリッジ交換も簡単。

 

「πセラミック層」＝ミネラルを含んだ水に
「πセラミック層」には、π－WATER SYSTEMで処理した特殊セラミックと、化石サンゴを

粒状にした「コーラルサンド」を内蔵。ミネラルを含んだおいしく、きれいな水にします。

本体には4200ガウスの強力磁石
「ネオジウム磁石」を採用。

カートリッジ断面図

微泡水を発生させる「竜巻空泡発生機能」が水分子を細分化。
浸透力と吸収力を高め、活性力のある水が自宅で楽しめます。

●価格／税込10,120円（本体9,200円）　●番号／46003
●本体サイズ／直径27㎜×全長85㎜　●総重量／約45g　
●取付可能サイズ／出吐管口12.8㎜～14㎜　●耐熱温度／40℃以下
●使用水圧／0.5～4㎏ｆ/cm　●保証期間／購入より1年間　
●材質／セラミック、ABS樹脂、黄銅、POM、EPDM

2

パイアップスリー

「πセラミック」＆「微泡水」のW効果で“おいしい水”に。

※πウォーター システムはIBEの登録商標です
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π‐WATER SYSTEM 家庭用・業務用大型浄水器

幅広いジャンルの
プロも愛用する
頼れる大型浄水器。

●家庭用として
健康維持のため「飲み水」としてはもちろん、料理や洗いもの、洗面所での歯磨き
や洗顔、お風呂での体洗いや洗髪、鉢植えの花や家庭菜園の水やり、マイカーの
洗浄など、一軒全体の浄水システムとしてお使いいただけます。

●業務用として
美容室、病院、総菜屋、ホテル、歯医者、釣り堀、酒造会社、犬のブリーダー、スー
パー、和菓子店、幼稚園、ラーメン屋、豆腐製造工場、麹屋、レストランなど…幅広
いジャンルのプロの皆さんに使われています。

※ホームページに「浄水器ユーザー体験集」を掲載しています。ご一読ください。
　http：//www.ibe-techno.com/

アクアパイ503
●価格／税込836,000円（本体760,000円）
●総能力／400,000L
●材質／本体＝ステンレス
●サイズ／本体＝高さ91.5cm、直径16.5cm　●番号／41233

アクアパイ503カートリッジ3本セット（交換用）
●価格／税込110,000円（本体100,000円）　●番号／42233
※πウォーター　システムはIBEの登録商標です

バスタイムをもっと楽しく。「πビューティーシャワー」
シャワーのノズルを「πビューティーシャワー」に変えてみませんか？気軽にお風呂でパイウォーター浄水
器の水を楽しめます。カートリッジろ材を効率よく使用できる「原水・浄水切替機能」付。便利な「マッサ

ージ水流切替機能」も付いています。さらに約40％の節水効果もあります。

πビューティーシャワー
●価格／税込16,500円（本体15,000円）●総能力／40,000L●材質／ABS樹脂●番号／41431
πビューティーシャワーカートリッジ（交換用）
●価格／税込4,400円（本体4,000円）●番号／42432

※現在お使いの浄水器のカートリッジ・部品については別紙「価格表（商品一覧表）」をご参照ください。
※よりおいしいπウォーター　システムのお水を使っていただくために、定期的なカートリッジ交換をおすすめします。
※販売店による取付けを希望される場合には、別途取付費が必要な場合があります。

簡単！水に入れるだけで美味しく
まろやかな水をつくるセラミックボール。
水を一段と美味しくさせるセラミックボールです。ご家庭の水差しに、市販のペット
ボトルに、学校に持参する水筒に…ご家族で“まろやかな水”をお試しください。

ペットボトルや水差しの「水（約５００ml～1000ml）に対し１本」を入れて、30分以
上置いてからお飲みください。
○YPセラミックとは／天然の松・竹・梅から抽出したエキスを特殊製法により長
期間熟成させて作られた釉薬と、πウォーター®システムの融合により生まれたセラ
ミック。1300℃で高温焼成しているので、強度と安定した品質が持続します。

●主成分／セラミック
●材質／YPセラミック、ポリプロピレン
●サイズ／直径２０mm、長さ７７mm（重量：約２０ｇ）
●使用温度／０℃～９０℃
●価格／税込1,980円（本体1,800円）
●番号／43001

あ　ま　み　ず

アクアパイ251「抽出力」試験（昆布の「グルタミン酸」抽出）

対照区 試験区

だし用に使われる昆布などに比べ、煮物用に使われる昆布は、うま味成分である「グルタミン酸」が抽出されにくいと

言われています。そこでパイウォーター浄水器の水を活用し、煮物用の昆布からグルタミン酸をいかに抽出できるか

の実証試験を行いました。

＜対照区（左）＞昆布5gを水道水500mlに30分浸し、その後軽く煮立たせて昆布を取り除いた。

＜試験区（右）＞昆布5gをパイウォーター浄水器「アクアパイ251」の水500mlに30分浸し、その後軽く煮立たせて

昆布を取り除いた。

【考察】昆布のグルタミン酸や鰹節のイノシン酸は、

和食のおいしさを支える大切な「旨み」成分であり、

甘味、辛味、酸味、塩味に続く第5の味「UMAMI」

として海外の料理人にも注目されています。パイウ

ォーター浄水器の水を活用することで、水道水では

引き出すことのできない昆布が持つ本来の「旨み」

を引き出す作用が証明されたと言えるでしょう。

【試験結果】抽出された「グルタミン酸（うま味成分）」濃度

遊離グルタミン酸濃度

検出せず

2㎎/100g

昆布だし（水道水使用）

昆布だし（浄水器水使用）

※定量下限 1㎎/100g（一般財団法人日本食品分析センター調べ）

浄
水
器
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　株式会社小林は、店舗・住宅の設計・施

工、オーダー家具の設計・製作を手がける

会社です。創業66年目。今は、幸子さん夫

婦が二代目を受け継いでおり、幸子さんが

経理と総務を、夫の豊さんが経営と現場を

担当し、二人三脚で会社を切り盛りする忙

しい毎日です。

　25年以上前のこと。幸子さんは大病した

ことをきっかけに、パイセイレイを飲み始め

ることにしました。

　「ドクターから『食事療法に取り組む前

に、飲んでいる水を変えなさい』と言われま

した。そこで、いろいろと水を探している時

に、パイウォーター浄水器とパイセイレイに

出会ったんです。それからは、パイセイレイ

をほとんど１日も欠かしたことがありません。

飲み始めて25年、26年になると思いますが、

今もいつでも使えるよう食卓に欠かさず置

いてありますし、外出する際も必ずカバン

に入れて出掛けています」。

　まずは朝、起床時に、パイウォーター浄

水器の水にパイセイレイを入れて飲む。昼

は、コーヒーなどに入れて。夜は、枕元に

500mlの水にパイセイレイを入れたペットボ

トルを置いて寝るようにしているそうです。

　「就寝中に足がつることがあるんです。

15分くらいつりっ放しで、そのうちに太もも

までつってしまうこともあるくらいです。そん

な時には、パイセイレイを入れた水で水分

補給をします。枕元に置いておくと安心で

きるんですよね」。

　幸子さんは、今年で65歳。仕事以外にも、

地元の奉仕団体や法人会女性部会にも

参加。夫婦で合唱同好会など、さまざまな

ことに取り組んでいます。「年齢にも、病気

にも、まだまだ負けない」。パイセイレイの一

滴を、これからも続く健康な人生と幸せの

ために。
事務所の中には、パイウォーター浄水器の水で育った観葉植物が。「いろいろと勉強していくと、今まで自
分が正しいと思っていたことが違うこともある。仕事も、健康も、まだまだ勉強が必要ですね」（幸子さん）

（左）いつもパイセイレイをカバンに入れて持ち歩く。「たまに友人のコーヒーにもポタポタと入れてあげる
んです」（右上）夜は、ペットボトルの水にパイセイレイを20滴入れて枕元に。（右下）木目調の落ち着いた
雰囲気の社屋。株式会社小林は、IBEの販売代理店も営んでくれています。

会社の事務所の中で、小林幸子さんと、夫の豊さん。二代目を継いで26年になる。「私たち夫婦は、戦友
でもあると思っています。ケンカもしますが（笑）、お互いに大事にしなくてはと思っています」（幸子さん）

健康な人生と幸せのために、
欠かせないこの一滴。

ユーザーエピソード④

株式会社小林　小林幸子さん（愛知県西尾市）

飲み続けて25年。
朝も、昼も、夜も、欠かさずに。
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UFO-Ⅰを使ったヨーグルト「腐敗防止試験」
対照区 試験区 ＜対照区（左）＞市販のヨーグルト20グラムを､500㎖の水道水に溶かし、30日間放置しま

した。黒カビが生え、腐敗臭がしています。
＜試験区（右）＞市販のヨーグルト20グラムを､500㎖の水道水に溶かし、「UFO-Iを10滴」
加えて30日間放置しました。無臭のままで腐敗も進んでいません。

【考察】水のエネルギーが低い状態になれば腐敗が進みます。それは、私たちの体も同じで
す。常に体内の水を良い状態（活性化した状態）に保つことが健康維持には重要だという
ことです。健康に欠かせない体内の大切な水を活性化する。それが「UFO-I」の働きです。

パイセイレイ
Paiseirei

５種類の植物エキス配合。
発売25年目のロングセラー。
5種類の植物エキス（甘草（カンゾウ）、シーベリー、
陳皮、菊、朝鮮人参）をブレンドしています。

パイセイレイ（清涼飲料水）
●内容量／5本入（10ml×5本）
お徳用25本入（10ml×5本入×5箱）
●価格／5本入：税込16,200円（本体15,000円）
お徳用25本入：税込64,800円（本体60,000円）
●原材料／水、食塩、シーベリー抽出物加工粉末、砂糖、
チンピエキス、カンゾウエキス、朝鮮人参エキス、 菊花
エキス/塩化マグネシウム（にがり）、V.C、鉄、クエン酸
●商品番号／5本入：20101　25本入：20104

パイピエール
Pipur

霊芝、エゾウコギなどを
贅沢にブレンド
8種類の植物抽出エキス（霊芝、エゾウコギ、山
椒、醋柳、陳皮、甘草、朝鮮人参、菊）を贅沢にブ
レンドしました。

パイピエール（清涼飲料水）
●内容量／1本入（20ml×1本）
お徳用6本入（20ml×６本）
●価格／1本入：税込12,960円（本体12,000円）
お徳用6本入：税込73,440円（本体68,000円）
●原材料／水、食塩、サンゴCa、貝Ca、霊芝(マンネン
タケ)子実体、エゾウコギ、山椒、醋柳果抽出物、蔗糖、
蜜柑抽出物、甘草抽出物、人参茎葉抽出物、菊抽出物/
塩化マグネシウム含有物、V.C、鉄、クエン酸
●商品番号／1本入：20203　6本入：20201

パイネス
Painess

ミネラル・アミノ酸を含んだ
「フルボ酸エキス」を配合。
ミネラル、アミノ酸等をバランスよく含んだ「フルボ
酸エキス（腐植物質水溶液）」を配合しています。

パイネス（清涼飲料水）
●内容量／2本入（20ml×2本）
●価格／税込14,040円（本体13,000円）
●原材料／フルボ酸エキス、水、食塩/塩化マグネシウ
ム含有物、鉄
●商品番号／20208

高
エ
ネ
ル
ギ
ー・パ
イ
ウ
ォ
ー
タ
ー

毎日の数滴が、
からだを健やかに保つ。

絶妙な調和力を生み出す濃縮タイプの健康飲料

「UFO®-I（ユーエフオーワン）」は、π－WATER®SYSTEMの応用技術から
生まれた健康飲料です。南の島の海水100％で作られた天然の塩（アルカリ）・
竹（中性）・鉄（酸）の融合が絶妙な調和力を生み出します。
水、コーヒー、お茶、ジュース、アルコール類やお味噌汁などの飲み物に数滴混
ぜてお召し上がりください。医薬品ではありませんので、いつでも、どなたでも
お飲みいただけます。毎日の健康維持にお役立てください。

UFO®-Ⅰ（ユーエフオーワン）
●内容量／1本入（20ml×1本）　3本入（20ml×3本）
●価格／
1本入　税込2,700円（本体2,500円）
3本入　税込7,236円（本体6,700円）
●原材料／水、食塩、孟宗竹エキス/鉄
●番号／20402（1本入）、20403（3本入）

①携帯に便利なコンパクトサイズです。
手のひらに収まるコンパクトな容器ですから、どこにでも携帯できるので便利。ポーチなどにもすっぽりと収まります。
②飲みやすい濃縮タイプです。
濃縮タイプの液体なので、お年寄りやお子さまでもお好みの量に調整してお飲みいただけます。
③いつでもお飲みいただけます。
朝食、ティータイム、夜の晩酌の後に…お好きな時に、コップ1杯に数滴を混ぜてお召し上がりください。

高エネルギー・パイウォーターの特徴！！

竹（中性）

塩（アルカリ） 鉄（酸）

南の島の海水100％で作られた天然
の塩（アルカリ）・竹（中性）・鉄（酸）の
融合が絶妙な調和力を生み出します。

からだを健康に保つ
「調和の三角形」を実現。

17 18



　帰山美奈子さんが『美容室Pure Life

（ピュアライフ）』をオープンしたのは17年前

のこと。美容師になって35年。同世代のお

客様も多く、「みんなで一緒に年齢を重ね

ている感じです」と帰山さん。

　うるおいがなくなった、白髪が目立つよう

になってきた……同世代の髪や美容に対

する悩みは尽きません。

　「今は、『これは大丈夫』という情報が世

の中にあふれています。その情報を信じて

『大丈夫ではない経験』を繰り返している

人も多いんです。そんな人にパイウォータ

ーは、“最後の砦”。どの商品も合わずに悩

んでいる人も、肌が弱くて困っている人も、

パイウォーターなら肌に優しいですから」。

　オープン当初からミクロシリーズを使って

いるという帰山さんは、すべてを施術の

『前処理』に活用しているそうです。

　「頭皮や肌は、畑と同じです。健康な土

壌を保つには、良い水が欠かせません。パ

イウォーターは、あらゆる薬剤に対して、バ

リア機能を果たしてくれていると思ってい

ます。最近は、ミクロウォーターを塗布した

後、遠赤で10分ほど温めながら浸透させ

ると、カラー剤で髪を傷めることなく、きれい

にカラーリングできることを発見したんです。

熱を加えることで、さらにミクロウォーターが

髪に入りやすくなるのだと思います。17年

もパイウォーターを使っているのに、今も発

見の毎日です。まだまだ新しい可能性があ

るかもしれないと思わせてくれるところが、

パイウォーターのすごいところです」。

　帰山さんの店には今、同世代の方のお

子さんたちも訪れるようになっています。

「いつまでも、健康で、美しく」。帰山さんの

思いは、パイウォーターとともに、次の世代

へと受け継がれていきます。
（左上・右）立ち仕事の毎日。朝と夜とでは、足の形が変わってしまうほど。とくに、ふくらはぎがむくみやすく
なるのだとか。「ミクロウォーターをシュッとかけて、さらにストークを足裏からふくらはぎになじませてマッサ
ージすると、本当に楽になるんです」。（左下）帰山さんの叔母は元美容師。「昔、自宅で叔母が祖母にパ
ーマをかけている姿を見て、いいなあと思ったのが美容師を目指すようになったきっかけです」。

（左）パーマの前処理にミクロウォーターを、カラーの前処理にはミクロウォーターとマイティを使う。（右下）
マイティをしっかり擦り込んでおくと、毛穴の汚れが浮き上がり、髪の根元が立ちやすくなります」。

店内にはミクロウォーターの紹介が。「いいと聞けば、いろいろ試してみたくなるのが女性というものだと思
います。でも、一度離れても、ほとんどの人がまたパイウォーターに戻ってくるんです。あれこれ試してみると、
さらに良さがわかるんですよね。ですから、ミクロシリーズはリピーターが多いんです」。

遠赤とスチームで温め髪への浸透をさらに高め
る。「加熱することで、髪のタンパク質のキューテ
ィクルが開いて、より浸透を早めるんです」。

頭皮も、肌も、畑と同じ。
健康な土壌のために、良い水を。

17年もパイウォーターを
使っているのに、
今も発見の毎日です。

ユーザーエピソード⑤

美容室「ピュアライフ」
帰山美奈子さん（北海道函館市）

美
容
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美
容（
フ
ェ
イ
ス
ケ
ア
）

肌に何より必要なのは「水を保つ」こと。乾燥した肌からはハ
リや弾力が失われ、小ジワの原因になります。「水」にこだわ
ったパイミクロシリーズは、幅広い世代の方にオススメします。

π-MICRO SERIES

①
汚
れ
を
落
と
す パイミクロ クレンジング

●内容量／100g
●価格／税込3,080円（本体2,800円）
●番号／33041

肌に負担をかけない
メイク落とし。
毛穴の汚れを確実に。

【特徴】
○肌に余分な負担をかけずにメイクの汚れ、毛穴に詰まった皮
脂や角質の汚れを落とします。
○肌を柔軟にする効果や保湿効果に優れた美容成分や植物エ
キスを配合。
○肌にやさしい天然由来の洗浄成分を使用。
【使用方法】
①顔と手は乾いた状態で、適量を手に取り、顔全体になじませる。
②ポイントメイクはこすらず、やさしくマッサージする。
③水またはぬるま湯でしっかりと洗い流す。

②
洗
い
流
す

キメ細かな泡で
やさしく洗い流す。
さっぱりした使用感。
パイミクロ 洗顔フォーム
●内容量／100g
●価格／税込3,080円（本体2,800円）
●番号／33051

【特徴】
○古い角質や毛穴の汚れをキメ細かな泡でやさしく洗い流します。
○植物系の天然由来の洗浄成分を使用。肌にやさしく洗浄力
に優れています。さっぱりとした使用感があり、肌を柔軟にする美
容成分や植物エキスも配合しています。
【使用方法】
①手のひらと顔を湿らせた後、適量をとり、クリーム状に泡立てる。
（市販の泡立てネットを使ってもOK）
②顔全体を手のひらの“泡”で包みこむようにして押し洗いする。
③すすぎ残しのないよう、水またはぬるま湯で丁寧に洗い流す。

③
潤
い
を
与
え
る

大切な水分補給を
ワンプッシュで。
全身に使える化粧水。
パイミクロ ウォーター
●内容量／250ml
●価格／税込3,300円（本体3,000円）
●番号／32521

＜1L＞
●価格／税込7,700円(本体7,000円)
●番号／32531

＜5L＞
●価格／税込29,700円（本体27,000円）
●番号／32541
＜10L（5L×2個）＞
●価格／税込49,500円（本体45,000円）
●番号／32542

＜つめかえ容器(70ml×5本)（販促品）＞
●価格／税込1,650円（本体1,500円）
●番号／32581

【特徴】
肌に水分を補給し、みずみずしく、潤いのある
肌に整えます。敏感肌の方にもご愛用いただ
いており、全身にお使いいただけます。
【使用方法】
顔や首筋にかけてシュッとスプレーしてお使い
ください。

④
保
湿
力
を
高
め
る

【特徴】
肌にすばやくなじみ、乾燥肌、脂性肌ともにバランスを整え、潤い
と保湿力のある肌を保ちます。
【使用方法】
手のひらに３～５プッシュ出し、顔から首すじまでをやさしくパッテ
ィング。目のまわりやほうれい線など気になる部分には薬指で重
ねづけすると効果的です。

季節や天気に
負けない保湿力を
高める美容液。
パイミクロ コム
●内容量／50ml
●価格／税込8,800円（本体8,000円）
●番号／32511

⑤
保
護
す
る

すっとなじんで
しっかりと保護する。
やわらかな肌に。
パイミクロ フレンズ
●内容量／100g
●価格／税込11,000円（本体10,000円）
●番号／32591

【特徴】
クリームなのにさっぱりとした使用感です。肌を柔らかくする効
果や保湿効果に優れた植物エキスをたっぷりと配合しています。
全身にお使いいただけます。
【使用方法】
適量を手のひらに取り、顔全体になじませてください。首すじから
鎖骨にかけて、年齢の出やすい部分までのばすと効果的です。

＜2個セット＞
●価格／税込19,800円（本体18,000円）
●番号／32592

「ミクロパック」でスペシャルケアしませんか？
目もとのたるみやフェイスラインがすっきり！透明感とハリのあるふっくらとした
肌に。パイミクロシリーズを使ったスペシャルケアがオススメです。

1）洗顔後、パイミクロウォーターを顔と首全体にスプレーし、よくなじませる
2）パイミクロコムを５プッシュ以上顔と首につけ、よくなじませる。
3）パイミクロウォーターを、コットンまたはパック用シートにたっぷりしみ込ませ、10分程度パックする。
4）パイミクロフレンズを適量手にとり、顔と首にやさしくなじませる。
※イラストのように顔半分のみをパックして、左右の違いを比較すると、より効果が実感できます。

お試しください！

21 22



美
容（
ヘ
ア
ケ
ア
）

美しい花は、丈夫で健康な大地の上に咲く。髪も同じです。
パイミクロシリーズのヘアケア商品は、頭皮のダメージの原
因となる皮脂汚れを落とし、頭皮環境を整え潤いを与えま
す。あなた本来の髪は、健やかな頭皮から生まれるのです。

π-MICRO SERIES

①
髪
を
洗
う

きめ細やかな泡で
やさしく洗い、
頭皮の環境を整える。
パイミクロ シャンプー
●内容量／500ml
●価格／税込4,180円（本体3,800円）
●番号／33001

【特徴】
○髪と頭皮にやさしい植物洗浄剤。クリーミーできめ細かな泡で
汚れを落とします。
○髪を潤いとツヤのあるしなやかな手触りに仕上げます。
○頭皮を健やかに保ちます。配合成分が紫外線から守ります。
○植物エキスを使用。さわやかなオレンジ系の香りが髪全体を包
み込みます。

●パイミクロシャンプー　詰めかえ用（番号／33005）
内容量／450ml　価格／税込3,080円(本体2,800円）
●パイミクロシャンプー　業務用（番号／33009）
内容量／450ml×6袋　価格／税込15,400円(本体14,000円）

②
補
修
す
る

髪のバランスを整え、
根元から補修。
パイミクロ ヘアマイティー

【特徴】
○髪・頭皮の水分とタンパク質のバランスを整え、補修します。
○髪に潤い・ツヤ・ハリ・コシを与えます。 
○髪・頭皮、パーマ・カラーなどの臭いや刺激を緩和します。
【使用方法】
１） シャンプーを洗い流した後、髪と頭皮に「ヘアマイティー」を適
量つけます。
２） その後、「ヘアマイティー」を洗い流さず「トリートメント」をつけ、
一緒に洗い流します。
※頭皮や髪のダメージが気になる方には「頭皮クレンジング」が
おすすめ。シャンプー前に「ヘアマイティー」を頭皮と髪になじませ、
５分ほど放置してから流すと、とれにくい汚れを浮かせて取ります。

（洗い流すヘアパック）

●内容量／250ml
●価格／税込3,520円（本体3,200円）
●番号／33002

●内容量／１L
●価格／税込9,900円（本体9,000円）
●番号／33003

⑤
補
修
・
保
護
す
る

③
潤
い
を
与
え
る

④
水
分
を
与
え
る

髪のパサつきを抑え、
傷んだ髪を
やさしく保護する。
パイミクロ トリートメント
●内容量／500ml
●価格／税込4,180円（本体3,800円）
●番号／33011

【特徴】
○髪をケアしながら潤い・ハリ・コシを与え、パサツキから守り、傷ん
だ髪を保護します。
○配合成分やシルク成分が紫外線・帯電・乾燥から守り、ツヤの
あるしなやかな髪に仕上げます。
○さわやかなオレンジ系の香りが髪全体を包み込みます。植物エ
キスを使用。

●パイミクロトリートメント　詰めかえ用（番号／33006）
内容量／450ml　価格／税込3,080円(本体2,800円）
●パイミクロトリートメント　業務用（番号／33010）
内容量／450ml×6袋　価格／税込15,400円(本体14,000円）

髪にも化粧水で
水分補給する。
みずみずしい髪に。
パイミクロ ウォーター
●内容量／250ml（1L、5L、10Lも有り）
●価格／税込3,300円（本体3,000円）
●番号／32521
※1Ｌ、5Ｌ、10Ｌサイズの詳細は
「フェイスケア」22Pをご覧ください

【特徴】
○頭皮や髪に水分を補給し、潤いとハリのある髪に整えます。
○敏感肌の方にもご愛用いただいています。
【使用方法】
１）タオルドライした後、髪全体と頭皮にたっぷりとスプレーします。
※朝のスタイリング時や乾燥が気になる時にもスプレーしてください。
２）その後、髪を乾かしてください。

髪をタオルドライした後、「パイミクロウォーター」を含ませた「ササポン」で頭
をポンポンと軽く刺激し、頭皮と髪全体に水分を入れ込みます。その後、髪
を乾かせば、頭皮と髪へのエステ効果が得られます。

ササポン（植物繊維スポンジ・販促品）
●内容量／2個入　●番号／32593
●価格／税込220円(本体200円）

使用前の髪 使用後の髪

１回分の使用量は、
ショートヘアで
4プッシュ以上を。

髪本来の輝きと強さを
取り戻していく。
スタイリングも自在に。
パイミクロ ストーク

●内容量／150ml
●価格／税込3,080円(本体2,800円)
●番号／33007

（洗い流さないトリートメント）

●内容量／１L
●価格／税込10,780円（本体9,800円）
●番号／33008

●内容量／20ｍｌ
●価格／税込418円（本体380円）
●番号／33106

ポンプ （販促品）
●価格／税込110円（本体100円）
●番号／00702
※１Lサイズ（ミクロウォーター、ストーク、
ヘアマイティー）に使えます。

朝＆夜　自宅で気軽にホームケアをしましょう！

【特徴】
○傷んだ髪を頭皮から改善します。
○髪本来のツヤ・ハリ・コシを取り戻し、健やかでまとまりやすい髪に。
あきらめていたヘアスタイルも楽しめます。
○手にのばしてもすぐに水状に。ノンオイルなのでべたつきません。

　  まとまりやすい髪に
スタイリング前に、髪全体（毛先から根元）と頭皮に適量をなじ
ませます。

　  髪と頭皮をしっかり補修
１）お風呂上がりのタオルドライ後、髪全体（毛先から根元）と頭皮
に適量をなじませます。
２）髪がしっとりするまで少量ずつなじませていくと無駄なくつけら
れます。
３）頭皮には、指先でやさしくマッサージするようになじませていくと
効果的です。
※ストークを使う前に「パイミクロウォーター」で髪全体に水分補給
するとより効果的です。

朝

夜
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全
身
用
化
粧
水

全
身
用
ク
リ
ー
ム

美
容（
ボ
デ
ィ
ケ
ア
）

全身のお肌のお手入れに、欠かせない存在となるのがパイ
ミクロシリーズのボディケア商品です。その使い心地をぜひ
体感してください。

π-MICRO SERIES

全
身
用
洗
浄
料

肌にやさしい、
天然由来の素材を
使ったボディソープ。

肌の水分量を整え、潤いを与える「パイミクロ　ボディーソープ」

パイミクロ ボディソープ
●内容量／500ml
●価格／税込3,960円（本体3,600円）
●番号／33021

【特徴】
○肌にやさしい天然由来の植物性洗浄成分を配合。
○植物エキス、天然シルク成分（保湿成分）配合で肌に潤いを与
え、乾燥を防ぎます。
○クリーミーできめ細やかな泡。ソフトに汚れを落とします。

湯上がりにシュッと。
スプレータイプで
簡単に全身保湿を。
パイミクロ ウォーター
●内容量／250ml
●価格／税込3,300円（本体3,000円）
●番号／32521

【特徴】
○からだ全体に水分を補給し、みずみずしく、潤いとハリのある
肌に整えます。
○敏感肌の方にもご愛用いただいています。
【使用方法】
湯上がり後、からだ全体にたっぷりとスプレーします。

※1Ｌ、5Ｌ、10Ｌサイズもあります。商品情報の詳細は「フェイスケア」
22ページをご覧ください。

全
身
用
洗
い
流
さ
な
い
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト

全身のマッサージで
肌のキメを整え、
ツヤ・ハリ・柔軟性を。
パイミクロ ストーク
（髪・頭皮・ボディ用）
●内容量／150ml
●価格／税込3,080円（本体2,800円）
●番号／33007 

【特徴】
○洗い流さない全身・頭皮用トリートメントです。
○みずみずしいツヤ・ハリ・柔軟性を与え、潤いを保ちます。
○ボディ用マッサージローションとしてご使用いただけます。
○手にのばすとすぐ水状に。ノンオイルなので手がべたつきませ
ん。※全身の気になる部分、どこにでもご使用いただけます。

※お得な1Ｌ、持ち歩きに便利な20mlサイズもあります。詳細は
「ヘアケア」24ページをご覧ください。

【より効果的なストークの使い方】パイミクロシリーズと組み合わせれば、さらに潤い度アップ！

① ② ③

ストークを使う前
に「パイミクロウォ
ーター（全身化
粧水）」を全身に
スプレーします。 

その後、ストークをつけます。少しなめらか
さが足りなくなったら、また「パイミクロウォ
ーター」をスプレーします。 

お手入れの最後に「パイミクロフレン
ズ（保湿クリーム）」で潤いを閉じ込
めます。 

クリームなのに
さっぱりとした使用感。
全身の肌を柔らかく。
パイミクロ フレンズ
●内容量／100g
●価格／税込11,000円（本体10,000円）
●番号／32591

【特徴】
クリームなのにさっぱりとした使用感です。肌を柔らかくする効
果や保湿効果に優れた植物エキスをたっぷりと配合しています。
【使用方法】
適量を手のひらに取り、体全体にやさしくなじませてください。乾
燥の気になるひじ、ひざ、かかとにも効果的です。

＜2個セット＞
●価格／税込19,800円（本体18,000円）
●番号／32592

パイミクロボディソープと石鹸の「肌の水分上昇率（潤い）」比較試験

「パイミクロボディソープ」とA社の「石鹸」を用いて、それぞれの使用前と使用後、肌表面の

「水分上昇率（潤い）」をモイスチャーチェッカーで測定。結果、「パイミクロボディソープ」使用

後の「水分上昇率（潤い）」は平均9.9％アップ、石鹸は7.2％アップにとどまりました。

肌の水分量が低下（乾燥）すると、肌が荒れて、結果としてかゆみや小ジワの原因になります。

「パイミクロボディソープ」は、洗うたびに肌の水分量を整え、皮脂を取り過ぎず、潤いを与えま

す。だから洗い上がりもしっとり、つっぱりません。（自社開発部調べ）

ボディソープと石鹸の使用後の肌の水分上昇率

ボディソープ（％） 石鹸（％）

9.9%UP！

7.2％

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
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７種類の天然ハーブmixエキス配合

敏感肌の人はもちろん、いつまでも健康で美しい肌を維持していきたいと願う、すべての人

たちのために、パイウォーターの力で肌を満たし、自然の力で肌を整える。幅広い方々にお

使いいただけるハンド＆ボディクリームが「パイフル」です。年齢が出やすい首や手のケアを

はじめ、全身にお使いいただけます。

パイウォーターの力で、
肌を満たす、整える。

「π-ful（パイフル）」

美
容（
ハ
ン
ド
＆
ボ
デ
ィ
ク
リ
ー
ム
）

パイフル（ハンド＆ボディクリーム）
●内容量／50ml
●価格／1本入　税込3,960円（本体3,600円）
　　　　3本入　税込10,780円（本体9,800円）
●番号／33061（１本入）、33062（３本入）
成分内容／水、プロパンジオール、オリーブ果実油、ラウリン酸メチルヘプチル、シア脂、スクワラン、水添ナ
タネ油アルコール、ステアリン酸、ミリスチン酸ポリグリセリル－１０、アサイヤシ果実油、カミツレ花エキス、ツ
ボクサエキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、イタドリ根エキス、ローズマリー葉エキス、オウゴン根エキス、
セリン、プロリン、オレンジ油、グレープフルーツ果皮油、ユーカリ葉油、BG、酸化銀、フィチン酸、アルギニン、
メントール、水添レシチン、ステアリン酸グリセリル、クエン酸、クエン酸Na、トコフェロール、キサンタンガム

πウォーター
（基剤） （保湿剤）

オーガニック
アサイーオイル
（天然植物保湿剤）

アミノ酸＋ ＋

全成分自然由来。
石油系界面活性剤・鉱物油・アルコール・パラベン・合成香料不使用。

カンゾウ根エキス カミツレ花エキスオウゴン根エキス

ツボクサエキス イタドリ根エキスチャ葉エキスローズマリー葉エキス

７種類の
天然ハーブ
mix エキス配合

効果的な使い方

あずき大程度の量を手の甲や手の
ひらに出し、やさしく伸ばします。

軽く押し込みながら浸透させます。
体温で温めて使うと効果的です。

①手の甲に出す

②手のひらで押しこむ

パイフルの特徴
パイウォーター（基剤）、オーガニックアサイーオイル（天然植物保湿剤）、アミノ酸（保湿剤）」の力で
「水」に満たされた健やかなお肌を保ちます。

パイウォーターのクリームの大好きなと

ころは、スッと肌に浸透してなじんでい

く感じがいいんです。水仕事をすると

よくわかります。仕事をした後も、ちゃ

んと肌にクリームのしっとり感が残って

いる。保湿はしっかりしつつ、かといっ

てベタつくのではなく、肌触りがさらっ

として気持ちがいい。以前は国内外の

さまざまなクリームを試していましたが、

結局どれも長続きしませんでした。パ

イウォーターのクリームは、何歳になっ

ても使い続けられると思っています」。

　今は、原田さん夫婦、中嶋さん夫

婦と大学生になる娘さんの５人で暮らし

ています。母がパイフルを塗っている

かたわらに娘。「あなたも塗る？」と母。

女ですもの。いつまでも健康で美しい

肌を、母と娘でご一緒に。

　原田きみ子さんと中嶋有華さんは、

母娘でパイフルを使っています。まず

は母のきみ子さん。

　「２年前の冬、肌荒れのケアにパイフ

ルを使って以来、とても気に入っていま

す。いつもリビングに置いてありますから、

気になるところがあれば、すぐに塗るよ

うにしています。これまでは、夏の日差

しや冬の乾燥に苦労していましたが、

今はしっかりとパイフルが守ってくれま

すから安心です」。

　続いて話すのは娘の有華さんです。

　「私はパイミクロ・フレンズのファンな

んです。もちろん、パイフルも使いますよ。

ユーザーエピソード⑥

健康で美しい肌を、母と娘でご一緒に。
原田きみ子さん・中嶋有華さん（愛知県岡崎市）

きみ子さんのケアセット。パイフルのほかにも、ミクロ
ウォーターやストークなども愛用。

「以前はシミが気になりましたが、今はお肌の調子
がとてもいいみたいです」ときみ子さん。

親子３人で。右は夫であり父である原田文雄さん。

パイウォーターのクリームは、
肌にスッと浸透していく。
ずっと使い続けられる。
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健
康
器
具

「水」にこだわり続けてきたIBEが「空気」を変えます。高圧の「エア（空気）」を特殊なπセラミックに当て、ノズルの先
端からエアーを噴射します。ご自宅のリラックスタイムに、美容サロンのメニューに・・・幅広くご活用いただけます。パ
イウォーター システムの応用技術から生まれた「エア」の新技術。究極の「リフレッシュ」をご提供します。

パイウォーター システムの応用技術から生まれた特殊なエア

ニュー・ドクターエアバランス

パイウォーターの「エア」を噴射。
究極のリラックスタイムを。

ニュー・ドクターエアバランス
（本体＋エアポンプ）
●価格／税込264,000円（本体240,000円）
●番号／77300
●材質／本体（ステンレス）、ノズル（樹脂）、
ホース（シリコン）
●サイズ／本体（高さ32cm、直径11cm）
●重量／本体3.27kg、エアポンプ2.4kg

2年ごとに「πセラミック」のメンテナンス
《πセラミック・メンテナンス（新品に交換）》
●価格／税込38,500円（本体35,000円）
●番号／79301
《先端ノズル（２本セット）》（販促品）
●価格／税込550円（本体500円）　●番号／79300
《ホース（１m、２m 各１本）》（販促品）
●価格／税込3,960円（本体3,600円）　●番号／79310

癒しの施術メニュー「Water Healing（ウォーターヒーリング）」

エアーの力で、
心の風向きも変えて。

ユーザーエピソード⑦

「心美庵（シンピアン）」
野々山理加さん（愛知県西尾市）

しまっている方もお見えになります。そう

いう方には、コットンにミクロウォーターを

たっぷりと含ませて、その上からエアバ

ランスをかけます。エアの振動が、ミクロ

ウォーターの水に伝わるからでしょうか。

肌への浸透がすごく良くなるんです」。

　さらにもう一つ、野々山さんは“空気

清浄機の代わり”としてエアバランスを

使っているそうです。

　「治療後は、どうしてもお客様の『気』

のようなものが出て、部屋の空気が重

たくなります。そこで、施術と施術の間

の空き時間には、部屋にエアを流しっ放

しにしているんです。エアのおかげで、

部屋全体の空気も変わるし、自分の気

持ちも切り替わる。次のお客様に、前の

お客様の影響があってはいけませんか

ら、これは本当に助かっています」。

　エアの力で、心も、体も、良い風向き

に。エアバランスを導入して以降、「眠れ

るようになった」「不安な気持ちがおさ

まった」など、お客様からの評判も上々

のようです。

　『鍼灸 あん摩マッサージ指圧師』の

国家資格を持つ野々山さんが、鍼灸あ

ん摩マッサージ＆エステサロン『心美庵

（シンピアン）』を開いたのは4年前のこ

とです。２年前から院内にドクター・エ

アバランスを導入しています。

　「今は、ストレスを抱えている人が多く、

精神的に不安定な患者さんも少なくあ

りません。こうした方たちの気持ちを少

しでもリラックスさせることができればと、

エアバランスを導入しました」。

　野々山さんは、鍼灸とエステのそれ

ぞれにエアバランスを組み合わせた独

自の施術を行っています。

　「例えば、ハリ治療の前は、緊張で体

がこわばってしまう方が多いんです。そ

こで体をほぐすために、治療前にエア

バランスをかけるようにしています。エス

テの場合は、肌の弱い方、肌が荒れて

鍼灸やエステの施術に、
エアバランスを取り入れる。
空気清浄機の代わりにも。

（上）ミクロウォーターをコットンに含ませてエアバラン
スをかけると効果バツグン！（下）ハリ治療の前、エア
バランスのエアが緊張した心と体をほぐす。

野々山さんは、３歳になる心音ちゃんの子育て中。
働くママを支えてくれるのが祖母の美枝子さん。

院内には、様 な々パイウォーター商品が並ぶ。

【水の力を技術に】パイウォーターの力を活かした癒しの施術。それが「ウォーターヒーリング」です。ぐっすり眠った後は心身ともに
スッキリするように、深いリラクゼーションは自律神経のバランスを整え、からだ本来の力を取り戻します。本来備わっているからだの
不調を修復する力も、疲労した頭とからだでは、その力を存分に発揮できません。通常のマッサージは体をほぐしますが、ウォー
ターヒーリングはパイウォーターのエアを頭に噴射することで、全身の司令塔である頭部をケアし、心身のバランスを整えます。
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　今まさに、おしゃれギャラリーいながき

の店内では、『中庸蒸し』が始まろうとし

ています。店のオーナーである稲垣由

美さんが、娘の心美さんと相談して購

入した家庭用スチームサウナセット。サ

ウナの中では、ディフューザーに中庸を

入れて噴霧しているほか、外からはパイ

ウォーター浄水器の水とルナーチを入

れた蒸気を送り込んでいます。体が芯

から温まる。顔色がだんぜん変わる。も

ちろん、お肌もツルツルに。「中庸蒸し最

高！」という常連さんも少なくないとか。

　「バランスを整えるということは、足り

ないものを足し、いらないものは出すと

いうこと。中庸という名前のごとく、“真ん

中に戻す”ということだと思っています。

中庸蒸しはもちろんですが、体のあらゆ

る部分にひと吹きするだけで、心も、体も、

とてもラクになるんです」（稲垣さん）

　中庸蒸しをしながら、会話をして、楽

しんで。毎日の中で足りないものは何？

出さなきゃいけないものはなんだろう？そ

の答えは、中庸蒸しを終えた後のみん

なの笑顔の中にあるようです。
（左）写真左から、介護施設を運営する娘の稲垣心美さん、中央後ろが稲垣由美さん、右が心美さんの
同僚の遠藤涼子さん。サウナセットの中にいらっしゃるのが、中庸蒸しの常連さん・伊藤由美さんです。

店内の棚には、常連さんたちの「中庸ボトルキープ」がズラリと並ぶ。「中庸蒸しをするのと、しないのとで
は、その後の体の疲れ方がぜんぜん違う」という声が多いとか。

（上）加湿器にパイウォーター浄水器の水、ルナ
ーチを入れてパイの蒸気でいっぱいに。（下）椅
子の下からは中庸を霧状に噴射。

疲れた心とからだを、
中庸を使うことで
「真ん中」に戻していく。

足りないものを足し、
いらないものを出すのです。

ユーザーエピソード⑧

おしゃれギャラリーいながき
稲垣由美さん（福岡県中間市）

もとみ日
用
品

リフレッシュタイムや、癒しの空間づくりに。
古来から、この世界はすべて、地、水、火、風のエネルギーで構成されていると言われており、人の体や心も、こ
の４つのバランスが整うことで安定した状態を保つことができると考えられています。「中庸」は、地・水・火・風の
４つのエネルギーをパイウォーターに込めたものです。日々 のリラックスタイムに、あなたを整えてくれる水です。

「中庸（ちゅうよう）」

中庸／ちゅうよう（πのリフレッシュウォーター）
●原材料／水、塩、ひのき精油（※１）、フランキンセンス精油（※2）
●内容量／300ml、2L、５L
●価格／300ml：税込2,750円（本体2,500円）　2L：税込15,400円（本体14,000円）
　　　　５L：税込31,900円（本体29,000円）
●番号／71305（300ml）、71306（2L）、71307（5L）
（※１）優しい木の香りにより、森林浴のようにリラックスとリフレッシュしたい時に使用される香りです。
（※２）新約聖書のイエス・キリスト誕生物語の中にも登場する有名な香りです。

　のリフレッシュウォーターπ
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日
用
品

大腸菌による静菌テスト

πウォーター システムの応用技術により、活性化された水と、人と環境にやさしい天然植物エキスから
生まれた除菌・消臭・防臭ウォーターです。無香料・ノンアルコールですから、さまざまな生活シーンに
おいて安心してお使いいただけます。食器、まな板、冷蔵庫、衣類、寝具、ベビー用品、大切なペットにも
直接スプレーしてOK。草花に噴射すれば害虫も寄り付きにくく（忌避効果）なります。

パイウォーターと、
植物エキスの力で、
シュッと除菌・消臭。
パイクリーン（除菌・消臭・防臭ウォーター）
●内容量／300ml
●価格／税込2,750円（本体2,500円）
300ml×4本セット／税込10,120円（本体9,200円）
お徳用2Ｌ／税込15,400円（本体14,000円）
●番号／71301（300ml） 71302（4本セット） 71303（2Ｌ）

除菌・消臭・防臭ウォーター

大腸菌

緑膿菌

黄色ブドウ球菌

試験菌 試験液

●パイクリーンにおける試験液の生菌数測定結果（財団法人日本食品分析センター調べ）

パイクリーン
生理食塩水
パイクリーン
生理食塩水
パイクリーン
生理食塩水

生菌数（／ml）

開始時 ３時間後 ６時間後 24時間後
1.8×105
1.8×105

1.8×105
1.8×105

1.2×105
1.2×105

＜10 ＜10 ＜10

＜10 ＜10 ＜10

＜10 ＜10 ＜10

1.8×105

1.2×105

1.9×105

1.8×105

1.3×105

1.8×105

9.2×105

9.9×105

6.9×104

※サルモネラ、カンジダ、クロコウジカビでも同様の効果が確認されました。※＜10＝検出されず

大腸菌塗布寒天培養シャーレの上に濾紙を置き、水とパイクリーンをそれぞれに各同量を濾
紙に添加。温度 36℃、湿度 60％の条件下で 24時間静置後の結果が下記の写真です。

①植物が主原料。天然由来の「松の油」を使用。
②πウォーターの微粒子化作用で、水に溶けやすく、洗浄力アップ。
③天然成分なので手洗いにも使えます。手肌にやさしく、赤ちゃんにも安心。
④洗濯、食器洗い、トイレ…多目的な用途に。食器洗浄機での使用もできます。
⑤日常に使っているだけで排水管や下水の浄化をします。

パイアージュ・5つの特徴！！

天然の「松の油」で
安心と洗浄力アップ。

多目的濃縮洗剤

パイアージュ（多目的濃縮洗剤）
●内容量／1Ｌ（計量ボトル付）
●価格／税込4,950円（本体4,500円）
●番号／75108
●主な成分／植物性界面活性剤（25％ラウラミドプロピルアミン
オキシド）、松油、脂肪酸カリウム、水、オレンジオイル、グリセリン
【詰め替え用】
●内容量／１L　●価格／4,400円（本体4,000円）
●番号／75109

＜パイアージュの使用量＞
●洗濯の場合／水30リットルにつき約６ml
●食器洗いの場合／適量を１０倍希釈。
※「洗濯用」として使用した場合、「パイ
アージュ１本でお洗濯166回分」です。

パイクリーン＋パイアージュ＝「パイウォッシュ」を作ろう！

パイアージュを入れる パイクリーンを入れる よーく振って混ぜる 自然派ソープのできあがり！

１ ２ ３ ４

パイアージュとパイクリーンを
１：１で混ぜれば、自然派ソープ
「パイウォッシュ」が作れます。パ
イアージュの洗浄力とパイクリー
ンの除菌力が、手洗いや食器洗い
などに絶大な力を発揮。専用のパ
イウォッシュ容器を使えば、ワン
プッシュで泡が出てさらに便利！

パイウォッシュで
手洗い後には

ウヨウヨ
した菌が

しっかり
キレイに

【パイウォッシュの抗菌実験データ】
手を洗う前と、パイウォッシュで洗った後の指 3本の菌を比較し、抗菌効果を試しました。

パイウォッシュ専用容器（販促品）
●容量／350mlの空容器
●価格／税込220円（本体200円）
●番号／71401

未処理
（水）

24時間後もパイクリーンの周りは大腸菌の発生が
見られず、長時間抗菌力を維持しています。

パイクリーン

赤い部分が
大腸菌です。
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心と体に心地よい時間を。
お風呂に広がる「１滴」のチカラ。

発酵野草から生まれた風呂水改質液

安心の天然素材で歯周病の予防を

強い生命力がある野草とさとうきびを長期間発酵し、IBE独自の製法で作り上
げました。大地のめぐみのお風呂が、心と体を心地よく包み込みます。

●内容量／50ml　●価格／税込7,700円（本体7,000円）
●番号／75160
●原材料／さとうきびエキス、ヨモギ、カタバミ、ホオズキ、ヘクソカズラ、黒糖、
食塩、孟宗竹エキス、金、鉄
●ご使用方法／お風呂のお湯（約180～200リットル）に「πのめぐみ」を、5～
20滴入れて入浴してください。お好みの温度に15～20分、ゆっくり浸かってお
くつろぎください。

πのめぐみ（風呂水改質液／保存料無添加・無香料・無着色）

毎日のリラックスタイムに、
月桃（げっとう）の優しい香りを。

100％沖縄産「月桃」のエキスを独自の高温高圧蒸留法を用いて抽
出。パイウォーターシステムの応用技術によって生まれた、優しい香り
の月桃原液です。リラックスタイムにご利用ください。

「月雫桃（ルナーチ）」

月雫桃／ルナーチ（πの月桃原液）

人にも、環境にもやさしい
生薬配合の風呂水改質浄化液。

毎日の入浴をより健康的に、環境にもやさしく

「湯～みん」

●内容量／2Ｌ
●価格／税込4,840円（本体4,400円）
●番号／75112
●主な成分／フムスエキス、植物抽出液、霊芝・エゾウコギ抽出液
※残り湯は、洗濯や植物の水やりとしてもご使用いただけます。

湯～みん（風呂水改質浄化液）

天然素材の自然派ハミガキ。
歯と歯茎にチカラを与える。

●内容量／80g
●価格／税込1,980円（本体1,800円）
●番号／32409
●原材料／

薬用ハミガキπフレッシュ（医薬部外品）

の月桃原液でリラックスタイムをπ

「　のめぐみ」π

「　フレッシュ」π

<有効成分＞β-グリチルレチン酸
＜その他の主な成分＞重質炭酸カルシウム（研磨剤）、常水（基剤）、海水乾
燥物（２）（香味剤）、濃グリセリン（湿潤剤）、アロエエキス（2）（湿潤剤）、I-
メントール（清涼剤）、ハッカ油（清涼剤）

●内容量／100ml
●価格／税込2,750円（本体2,500円）
●番号／75161
●原材料／月桃の葉・茎（沖縄産）、水

「パイクリーン（除菌・防臭ウォーター）」等に10％程度の分量を入れ芳
香用としてご使用ください。お好みの濃度でお使い頂いても大丈夫です。

 ご使用方法

10%程度入れて
お使いください！

熱帯や亜熱帯に自生しているショウガ科ハナミョウガ属の多年生常
緑草本です。沖縄では、古くより薬草として利用されています。近年で
はポリフェノールなどの成分が多く含まれていることがわかってきたほ
か、月桃が持つ独特な香りは、リラックスタイムに最適。化粧品原料と
しても注目が集まっている植物です。

「月桃（げっとう）」とは？

　八木友恵さんがルナーチを使用

するのは、入浴後、就寝前に気分をリ

ラックスさせたい時です。

　「ルナーチを手のひらにとって数回

深呼吸すると、１日の終わりにほっと

できます。月桃葉と茎、そして水だけ

で作られているのは素晴らしいです。

植物と水だけという製品は、本当に

めずらしいと思います。一般的なアロ

マ商品には、たいていアルコールな

どの化学物質が含まれていますから、

やはり香りがきついのです。ルナーチ

の香りは、とても繊細で穏やかなので

好きです」。

　八木さんは、月と星と植物が表現

されているルナーチのボトルデザイン

もお気に入りだそうです。

　「落ち着いた静けさと、月明かりの

中に、月桃の生きる世界が広がる。ル

ナーチは、『意識を自分の内側に向

けていく』というイメージです。月も水

も潜在意識を表しますので、ルナー

チを使う一人ひとりがリラックスするこ

とにより、自分の内側に意識を向けた

り、普段は表面に出てこない潜在意

識を感じたりすることにもつながって

いく製品ではないかと思っています。

ルナーチの香りは、静けさの中でリラ

ックスすることで、自分自身を受け容

れ、自分に優しくする助けになるのか
もしれませんね」。

ユーザーエピソード⑨

その香りは、私の『内側の世界』にまで届く。
八木友恵さん（京都府）
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　山本ゆう子さんは、３人の子どもを育

てているお母さんです。今年、長男の航

誠くんが誕生。６歳になる長女の千夏ち

ゃん、３歳になる次女の結愛ちゃんととも

に賑やかな毎日を送っています。

　ゆう子さんは、長年にわたるパイウォ

ーター商品の愛用者です。出汁をとる

時も、野菜や魚の処理をする時も、食事

をつくる際はすべてパイウォーター浄水

器の水で。『πの塩』『πのきび糖』『パイ

カミン88』はもちろん、『UFO-Ⅰ』や『パイ

フル』もお気に入りです。

　「パイウォーター商品は、今や暮らし

の中に欠かせません。安全に安心して

使えるところが気に入っています。パイ

ウォーター浄水器の水を飲むと、からだ

のすべてを洗い流してくれる感じがす

るんです。私はもともと敏感肌で、お菓

子などを食べるとすぐに肌が荒れてし

まい、小さい頃から食べる物には苦労し

てきました。だから子どもたちは、身体に

良い水を飲んで、たくさん良い物を食べ

て、のびのびと健康に育ってほしいと思

っているんです」。

　朝と夜、山本家では家族みんなで

『パイカミン88』を飲んでいます。また、姉

妹で『πの塩』を使っておにぎりをむすん

だり、『πのきび糖』を使ってケーキづくり

もしたりするそうです。

　一緒に飲んで、一緒に食べて、一緒

に遊んで。きっと近い将来、遊び盛りの

お姉ちゃんたちの間に、航誠くんが加わ

るはずです。

　「好き嫌いすることなく、何でもしっか

り食べて、大きくなってくれたらと。その

ためにも、これからもおいしい料理を作

っていかなくちゃと思っています」。

長女の千夏ちゃん（左）と、次女の結愛ちゃん（右）です。２人とも『パイカミン88』が大好きです。結愛ちゃ
んが頬張っているのは、『πの塩』でむすんだおにぎり。最近は、自分でちゃんとむすべるようになったようで、
大きなおにぎりをお口いっぱいにして食べています。

（左上）食材のしたごしらえや料理の調味料にパイウォーター商品を活用している山本さん。「πの塩はお
漬物をつくる際に重宝しています。πのきび糖は、甘すぎず、味がまろやかになるので、煮物などによく使っ
ています」（右）昨年生まれた長男の航誠くん。大きな声で、元気に泣いています！

山本さんは、IBE販売代理店である「（株）日本健康美容開発」の後藤専務の娘さんです。後藤専務は、
子どもたちにとって大好きなおじいちゃん。お休みの日は、いつも一緒に遊んでいます。

いつも良い水を飲んで、
たくさん良い物を食べて。
ずっと健康な身体で。

ユーザーエピソード⑩

山本ゆう子さん（静岡県浜松市）

しっかり食べて、大きくなーれ。

食
品
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πウォーターが引き出す
天然ミネラルの味と力。

88種類の素材を
540日間熟成させた
総合栄養酵素液を配合。

「πウォーター」＋「酵素」＋「葉酸」から生まれた健康ドリンク

「パイカミン88」は、πウォーター®システムの応用技術によ
り生まれた健康酵素飲料です。選りすぐりの88種類の果
物・野菜・野草・豆類を、じっくり540日間、発酵・熟成・濃縮
させて抽出した「総合栄養酵素液」に加え、栄養成分
（葉酸）もプラス。リンゴ酢をベースにした飲みやすいドリ
ンクです。「体の働きを整えていつまでも元気で健康に」。
パイカミン88が、皆様の健やかな毎日をサポートします。

パイカミン88（希釈用）
●内容量／1Ｌ
●価格／税込2,376円（本体2,200円）
●番号／21486

88種類の酵素素材／パイナップル、サツマイモ、オレンジ、メロン、アマ
ランスレッド、レモン、トマト、トウモロコシ、グアバ、カボチャ、パッションフ
ルーツ、ブロッコリー、アップル、ダイダイ、ブドウ、ゴレンシ、マスタード、
大豆、桑の実、ピーマン、スイカ、パパイヤ、大根、ポテト、レタス、カリフラ
ワー、竜眼、マンゴー、梅、ニンジン、白菜、イチゴ、ココナッツ、サヤイン
ゲン、小豆、エンドウ、キュウリ、カブ、ゴボウ、クズイモ、赤サトウキビ、レ
ンコン、タロイモ、セロリ、山芋、桑の葉、キャベツ、空心菜、ケール、エンド
ウ豆もやし、バジル、ライチ、グレープフルーツ、キンカン、ヘチマ、マッシ
ュルーム、ジンジャー、アロエ、ホウレンソウ、アボカド、エノキタケ、カシュ
ーナッツ、柿、イチジク、梨、ビワ、もも、レンブ、ヤーコン、スモモ、チェリー、
キウイ、蓮の実、ブルーベリー、菜種、松の実、ナス、サンザシ、インゲン豆、
ゴーヤ、バナナ、シャカ、水栗、ナツメ、胡麻、キャッサバ、アスパラガス、冬瓜

パイカミン88の特徴はこちらです。

※素材の成分が沈殿したり、液色が異なることがありますが品質には問題ありません。
※防腐剤不使用のため、開封後は冷蔵庫に保管し、早めにお飲みください。
※ハチミツが入っているため、1歳未満の乳児は飲用をお控えください。
●アレルギー表示
「パイカミン88」は、原材料の一部にコラーゲン（豚由来）、オレンジ、りんご、大豆、やまいも、もも、キウイ、
バナナ、カシューナッツ、胡麻を含みます。原材料名もご参照の上、食物アレルギーがある方は摂取を
お避けください。万一体質に合わない場合は、摂取をお避けください。

「天日塩」と「沖縄の海水」を原料とした、天然の

ミネラルを豊富に含んだ塩です。πウォーター　シ
ステムの技術を応用することにより、天然ミネラル

の浸透力がよくなり、塩本来が持つ力と、甘みと

まろやかさを合わせ持つ味を引き出しています。

焼塩（食卓塩に）
●内容量／１kg、1ケース（1kg×15袋入）
●価格／１kg：税込1,404円（本体1,300円）
1ケース：税込21,060円（本体19,500円）
●番号／１kg:60002  1ケース:60011

あら塩（料理一般に）
●内容量／１kg、1ケース（1kg×15袋入）、20ｋｇ
●価格／１kg：税込702円（本体650円）
1ケース：税込10,530円（本体9,750円）
20ｋｇ：税込10,800円（本体10,000円）
●番号／１kg:60005 1ケース:60012 20ｋｇ：60006
※焼塩、あら塩共に１ケース、20ｋｇは別送商品

阿蘇の名水と
πウォーター システムが
コラボレーションした
ナチュラルウォーター。
阿蘇の名水を源水としたπウォーター システムによるナチュラ
ルウォーターです。普段の飲料水としてはもちろん、災害時の

備蓄用の水としても活用できます。

パイカエース500ml　1ケース
●内容量／500ml×30本（別送商品）
●価格／税込6,480円（本体6,000円）
●番号／26002

パイカエース2Ｌ　1ケース
●内容量／2Ｌ×9本（別送商品）
●価格／税込4,374円（本体4,050円）
●番号／26005

πのきび糖
●内容量／500g
●価格／税込820円（本体760円）
●番号／65004

左があら塩、右が焼塩です。

食
品

サトウキビ本来の風味と
コクのある味わいを。
沖縄県産サトウキビ（100%使用）に、πウォーター システ

ムの応用技術で作られた活性水を加えた砂糖が「πのき

び糖」です。ミネラルを豊富に含んだサトウキビ本来の風

味とコクのある味わいが特徴。さらっとして溶けやすく毎

日の食卓に幅広くご活用いただけます。

88種類の酵素原料
88種類の果物、野菜、野草、豆類をじっくり約1年半、3段階の発
酵・熟成・濃縮させて作った「総合栄養酵素液」を配合しています。

「π－Feミネラルエキスh」
鉄イオンとミネラルの作用によって生命の働きをサポートする
「π‐Feミネラルエキスh」配合。πウォーターが酵素の力を引き出します。

栄養機能食品（葉酸）
葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素であるほか、胎児の正常
な発育にも寄与する栄養素です。

健康なお肌に。コラーゲン配合
年齢と共に衰えるお肌の柔軟性、うるおい、ハリが気になる方に…
「コラーゲン」を配合しています。

低カロリー
150mlあたり42キロカロリー（リニューアル前より20％カット）なので、
美容や健康を気にする方も、安心してお飲みいただけます。

【お召し上がり方】
本品1に対して、水2の割合で薄めてお飲みく
ださい。そのままでもお飲みいただけます。お好
みで調整してください。

よりさっぱり。「りんご酢」のさわやかな飲み口。
リニューアル前より甘さを抑えて飲みやすくなりました。りんご酢、り
んご果汁や梅酢を加えたさわやかな飲み口です。

1

2

3

4

5

6

栄養機能食品
（葉酸）をプラス
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πウォーターの実験データ（データ出所：IBE開発部）

その水にどのような可能性が秘められているのか。
ＩＢＥの歴史は、πウォーターの研究と開発に取り組んできた時間と共にあります。
現在、πウォーターはさまざまな分野で応用されており、
今後さらにその活躍領域は広がりを見せていくはずです。
生命を育む水を、より良い商品のカタチにして、一人でも多くの方々に届けたい。
私たちの挑戦は、これからも続いていきます。

πウォーターの可能性を
追い求めて。

π－WATER SYSTEM（πウォーター システムとは）
微量な励起状態（※１）の鉄イオンとミネラルの触媒作用（※２）によって、水分子を活性化する仕組みです。
この技術の本質は自然との調和がその基本となっており、その応用技術によって生物及び非生物の活性
が起こり、安定、維持が図られます。現在、農業・畜産・水産・工業・環境・健康・美容と幅広い分野に応用され
ています。
※１：励起状態とは、活性化された状態のこと。
※２：触媒作用とは、その物質の持つ、波動を転写（コピー）する働き。
※πウォーター システムはIBEの登録商標です。《特許第5757508号》

ＩＢＥ
πウォーター
システム

πウォーター システムは、さまざまな分野で活用されています。

環境分野 健康分野

医療分野

エネルギー分野

食品分野 美容分野活魚システム分野

畜産分野 水産分野農業分野

生簀でπウォーターの水を使用。魚介類の鮮度
を保つ（三河湾リゾートリンクス）

水が重要視される酒造りや菓子づくりの現場
で活用されている（太冠酒造（株））

美容室やエステサロンに美容関連の商品を提
供。肌や髪の活性化を実現。

医療分野での活用にも期待が高まっている
（伊藤整形・内科　あいち腰痛オペクリニック）

πウォーターの力で自然を蘇らせ、さまざまな地
域や分野の環境保護に貢献している。

ホテルのプールや大浴場でπウォーターの水を
活用（三河湾リゾートリンクス）

πウォーターの特性が有機栽培を手掛けている
農家を中心に注目を集める。

鶏や豚など家畜の飲料水や床土として活用さ
れている。家畜の品質向上に貢献。

πウォーターは魚を元気に、病気になりにくくす
る。漁船の船底塗料へも応用されている。

自動車の燃費効率アップ。ガソリン、軽油類の
改質と燃費向上に役立っている。

第一次産業からサービス産業まで。
あらゆる分野のニーズに応える。

 ●「スーパーあかね（土壌改質材）」土壌改質比較試験
「スーパーあかね」の土壌改質による、通気性・通水性を確認するための実
験。丸い筒に同量の土を入れ、同量の水を投入。水の「落下速度・落下量・
水の透明度」を同一時間内で測定。

＜対照区（写真右）＞
「対照区」の落下水量は200ml。
＜試験区（写真左）＞
「スーパーあかねを約３％まいた試験区」の落下水量は700ml。

「対照区」と比較し、3.5倍の通水性・通気性を持つ土壌になることを証明。
さらに、同じ土を1週間乾燥させた後の保水性実験で2.5倍の保水性を確
認。「スーパーあかね」の力で、通気性・通水性・保水性に優れた土壌が形
成されたことが分かります。このような土壌が、養分・水分を充分に吸収でき
る健康で丈夫な根を育てます。

ＩＢＥでは、安心・安全にご使用いただ

ける製品をご提供できるよう、細部に

至るまでの研究と開発、製造現場に

おける品質管理を行っています。「今

日より、明日はもっと良いものを」。品質

向上を目指し、研究・開発・製造が一

体となり、商品開発を進めています。

これからも、
お客様へ安心と安全を
お届けするために。

● πウォーターによるカイワレ大根の発芽試験
＜対照区（写真左）＞
水道水につけたカイワレ大根。
3日後、16粒中1粒発芽（発芽率6％）
＜試験区（写真右）＞
パイウォーター浄水器「アクアパイ251」の水につけた
カイワレ大根。3日後、16粒中14粒発芽（発芽率88％）。

● UFO-Ⅰによるトマト鮮度保持試験
＜対照区（写真左）＞
水道水500mlにトマトを丸ごと入れ常温で保存。
7日後に腐敗が始まる。写真は2年半後の様子。
ほとんど形が残っておらず、上部にはカビが発生。
＜試験区（写真右）＞
「UFO-I」を水道水500mlに5滴添加。
トマトは腐敗せず、浸漬水もきれいな状態のまま。

● πウォーターによるキクラゲ生育試験

● パイセイレイによるりんごの抗酸化試験

＜対照区（写真左）＞
水道水をキクラゲ菌床に毎日噴霧して22日後の様子。
キクラゲはわずかしか出ていない。
＜試験区（写真右）＞
パイウォーター浄水器「アクアパイ251」の水を
キクラゲ菌床に毎日噴霧して22日後の様子。
水だけでこれだけの差が生じている。

＜対照区（写真左）＞
りんごをすりおろして1時間後の様子。
＜試験区（写真右）＞
りんごをすりおろしてすぐにパイセイレイを10滴滴下
して混ぜ、1時間後の様子。対照区に比べ、
変色が少なく、酸化を抑えていることが分かる。
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