


静のある風景

歯科医院には、歯の痛みで不安な方が、たくさん来られます。受付のカウンターと診療室

に飾って、静による安らぎを期待しております。（広島県・中西歯科医院様）

1



静のある風景

玄関に置いています。

以前は、暗くて雑然としていましたが、

「静」を置くようになってから明るく

なり家族が早く帰ってくるようになり

ました。

玄関が良くなってきたら、家中が心地

よく生活できるようになったのを感じ

ます。家族のコミュニケーションも良

く取れるようになってきました。

（須田様）
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静のある風景

子供の勉強机に置いています。机の前に座ってもやる気にならず、気が散ってしまい他の

事をしたり寝てしまったりしていました。受験生になりどうしたらいいのか･･･と悩んで

いたところ「静」を勧めてもらいました。今は、自然と落ち着いて勉強するようになりま

した。子供部屋全体の環境が変わり居心地が良くなりました。（新井様） 3



静のある風景

私はイヤシロの水「静」を地層に使用させていただいています。使用している場所の雰囲

気が明るくなったり植物の成長や仕事の状況も良く、とても良い波動が流れていることに

感謝しています。ありがとうございます。（森田様）
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静のある風景

部屋の空気が変わったと感じます。

静かな感じになるのです。

（愛知県・冨田様）
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静のある風景

キッチンのパイウォーター浄水器

251の横に。

静を置いた瞬間から空気がとても澄

んで、とても気持ちが良いです。

（愛知県・遠山様）
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静のある風景

静を居間に置きました。

ちょうど部屋の中心当たりに置いた

ところ、存在感があり、光に反射し

て静が浮いているように見える時が

あり、不思議な感じになりました。

（北海道・乾様）

7



静のある風景

週１～２で、実家に帰ってきますが、

仕事が忙しい時は、イライラしてい

る気持ちもあって･･･。

静のおかげで、帰る時にはちょっと

落ち着いて帰ります

（武井様）
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静のある風景

「静」を置いたら、最初は何だろうと見たことないなぁというのと、エネルギーを感じる

のか少し震えていましたが、しばらくするとそばに寄りクンクンしたりなめたりしていま

した。「静」をとろうとすると怒りはじめて口でくわえようとしたりします。落ち着いて

きました。（新井様） 9



静のある風景

我が家の愛犬は13歳です。

☆静☆を側に置くようになってから

は、目の輝きも出てきて、とても元

気です。

これからも☆静☆は愛犬にとって必

需品です。

（宮地様）
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ピアノの部屋に置いています。ピアノの部屋は、恥ずかしいことに物置になっていました。

でも、どうにかしなくては･･･と思いながら10年以上経ってしまいました。この「静」を

置くようになり、部屋が明るくなり雰囲気も変わり、片付くようになりました。ピアノも

気持ち良く弾けるようになり、音色も違って聞こえます。（新井様）

静のある風景
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静のある風景

龍神様のところに置いてあります。

おはらいの時に、龍神様が応援して

くださり、場が清まってきました。

おはらいにきた方には、「これはお

酒ですか？」と、聞かれました笑。

（教善寺様）
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静のある風景

パソコン仕事が多く、頭痛や目の疲

れがひどい日々でした。今は、静を

パソコンの近くに置いています。な

がめるだけで心が安らぎます。

玄関にも置いており見た目も爽やか

です。

（福岡県・稲垣様）
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静のある風景

施設に入っている祖母の部屋に置い

ています。

（福岡県・遠藤様）
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静のある風景

店の棚に飾っており、店全体が居心

地の良い空間になっています。

お客様も静の見た目に安らぐようで

「体も心も軽くなりました」との声

が多く聞かれるようになりました。

静をかかえて変化を感じて購入され

た方もいらっしゃいました。

（福岡県・稲垣様）
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静のある風景

静を自室の棚に飾っており、部屋全

体がここち良い空間になりました。

朝もスッキリ。

静をながめては、安らいでいます。

（福岡県・萬福様）
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静のある風景

店に来る方々が「これは何ですか？

とても気になる」と言ってくる方が

結構いるので不思議です。

存在感があります。

（愛知県・茶～民カフェ様）
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静を置いたら3番目の子供が勉強するようになりました。マイナス思考の人達があまり寄

り付かなくなったような気がします。

（宮城県・鈴木様）

静のある風景
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静のある風景

静をトイレに置くとよいエネルギー

が流れていくように感じています。

ありがとうございます。

（愛知県・渡辺様）
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部屋の空気が澄んでいるような気がします！皆んな仲良く楽しく過ごしています！

（福島県・金澤様）

静のある風景
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静のある風景

パワーストーンが浄化と共にエネル

ギーを増してくれます。

（愛知県・川北様）
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静のある風景

皆の集まる所に置いています（周り

にあかねを入れたフラスコの所）。

来られた方が「空気が違いますね、

パワースポットみたい!!」と言って

くれます。

2個購入して、1つは自宅内にあるサ

ロン、もう１つは夜は寝室、昼はい

つもいる部屋でテレビとの間に置い

ています。

（福岡県・原田様）
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静のある風景

一人暮らしですが、静が来てから何

故か「寝るのが楽しみ」な気分にな

ります。

畑仕事が多い日常なので家庭マッ

サージをする時手に持ってマッサー

ジ機にあたっています。

（福岡県・渡邉様）
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玄関に静を置きました。隣の部屋が夫です。なんとあのイライラしていたのがとても静か

になりました。ありがとうございました。

（宮城県・千葉様）

静のある風景
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静のある風景

中２の息子がだんだん親離れ。リビ

ングに居る時間と言えばご飯の時く

らいに（ガーン･･･）。

静ちゃんが来てから、息子がリビン

グに居る時間が増えて、会話が弾ん

でいます！母嬉しいです。

静ちゃんありがとう。

（岡山県・根岸様）
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静のある風景

昨年の猛暑の夏から、パイウォー

ター浄水器の水だけ替えて2020年立

春まで鮮やかな観葉植物。その横に

静を置きました。

本当に命のエネルギーの濃ゆさを実

感できます。

（福岡県・美容室ビーボンズ様）
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静のある風景

お陰様で７６才の主人の身体年齢が

６２才になりました。うれしいこと

です♬（兵庫県・川本様）
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静のある風景

小学生の息子が体調がすぐれない時、

静を丹田に抱えたところ、「静、す

ごい！」とびっくりしていました。

（愛知県・太田様）
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静のある風景

この頃、洗面所が臭いなあと思って

いたら、集いで「トイレに置いても

良いですよ」と教えてもらったので、

洗面所に静を一晩、置いてみました。

すごいです！空気がすがすがしい感

じ。今度はトイレにも置いてみよう

と思います。ありがとうございます。

（福岡県・松本様）
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静のある風景

枕の横に、置いて寝てます。

職場のレジの下にあかねマット、横

に静を置いてます。空気感が変わる

のと、落ち着いて居られます。本当

に、環境が静かに変わります。

（福岡県・大田様）
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静のある風景

茶の間に置いてます。高校2年の息

子が最近穏やかになったような気が

します。

（山形県・佐藤様）
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静を家（出窓）に設置してから、心が整いやすくなりました！（東京都・河合様）

静のある風景
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静のある風景

玄関に置いています。仕事から帰っ

てきて、静を抱っこ。夜は寝室に。

心身ともに手放せません。穏やかな

気持ちになれるようにと、祈ってま

す。

（愛知県・長田様）
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静のある風景

子供と妻が寝る前に、中庸をスプ

レーして足元に静を置いて寝ており

ます。

とても良いです。

（曽根様）
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ダイニングテーブルに置いたり、寝室・枕元に置いたり、かわいく飾りもつけて移動させ

てます。安心感が何よりの幸せです。（愛知県・加藤様）

静のある風景
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静のある風景

友達が上から目線の嫌味をいわなく

なりました。（福岡県・清水様）
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静のある風景

庭の環境が整ってきました。

（中村様）
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静のある風景

空間が明るくなり、部屋がスッキリ

しました。静があるおかげで、落ち

着いた時間を過ごせるようになりま

した。

（中村様）
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静のある風景

体の不調に気づかせてくれました。

（中村様）
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自立してアパートを借りる事ができました。

（中村様）

静のある風景
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静のある風景

静を置くと、お花も長持ちします。

（愛知県・小池様）
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静！いつも一緒に居ます。

車に積んで一緒に移動、帰ったら、

部屋に！！

ベタベタ触ってるのに、全然汚れな

い！！不思議です！！

（茨城県・柳生様）

静のある風景
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静のある風景

茶の間に置いたり玄関に置いたりし

てほっこりしています。

見ているだけでキラキラしてきれい

でなごみますね♪

（宮城県 生平様）
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静のある風景

那覇で飲食店をしています。

客席に静を置くことでエネルギーに

興味のある方、そうでない方も手に

触れ感じることができます。

丸いフォルムがかわいらしくお客さ

んに大人気です。

おでこにつけて涙をこぼす子や妊娠

中に静を抱いた方は赤ちゃんがおな

かの中ですごく反応してました。

ヒーリングミュージックとの相性抜

群です。泡の中にいるような体験を

した方もいました。

（沖縄県・キッチンリュウグウ様）
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静のある風景

那覇で飲食店をしています。

飲み物を静に乾杯するとまろやかに

なります。

客席においてみんなカラカラと音や

かわいいフォルムになごんで、穏や

かな食事を楽しんでいます。

空気が重い会食で真ん中に静を置く

と話が盛り上がり陽気な雰囲気に変

わりました。

（沖縄県・キッチンリュウグウ様）
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自分の部屋に置いています。おちつく。イライラが少なくなったと思います。（福岡県・

野中様）

静のある風景
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自分の部屋に置いている。寝る時は手放せない。（福岡県・野中様）

静のある風景
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基本的に居間に置いていますが、あちこち移動して使っています。車の中にも。とにかく

イライラが少なくなったと思います。（福岡県・美容室リーフィ様）

静のある風景
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静を美容室の店内に置くようになり、ますます観葉植物がすくすくと成長しています。蘭、

ゴムの木など一部を写真撮影しました。ご来店のお客様も来店時よりも、顔色も良くなり

喜んでいただいています。（福岡県・サロンド クミ様）

静のある風景
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子供があまりぐずらない。よくほえる犬が最近おとなしい。（上地様）

静のある風景
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主人が細かなことをいろいろ言って「うるさいな！」と思っていましたが、最近言わなく

なりました。（緒方様）

静のある風景
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まだ買ったばかりでよくわかりませんが、こういう見えない世界がすきなので色々ためし

てみます。（中山様）

静のある風景
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抱いて寝てますよ。（福岡県・美容室しゃれ庵様）

静のある風景
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毎日車の中に置いてますが運転しててもイライラが少なくなりました。（大山様）

静のある風景
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サロンに置いています。お客様の声は「気持ちが良い」「リラックスできる」など。

（福岡県・hair make Bee-hive様）

静のある風景
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サロンに置いています。「気持ち良い」「空気が澄んでいる」「リラックスできる」「な

ぜこんなに植物がきれいなのか」と言われます。（福岡県・Hair chang様）

静のある風景
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まだ買ったばかりで良くわからないけど、植物は中庸で元気になったので！これから期待

です。（福岡県・野中様）

静のある風景
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寝る時に良いです。（原田様）

静のある風景
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玄関に置いていますが、その時その時で移動して使っています。とにかく落ち着きます。

空気感が違うと思います。（福岡県・東郷様）

静のある風景
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静のある風景

お母さんに言われて私の部屋におい

てます。なぜかイライラしないし、

お母さんから色々言われなくなった

ようにおもいます。

（福岡県・文野様）
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静のある風景

居間に置いてます。イライラしない

し、寝る時に良いです。

（福岡県・野田様）
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まだ買ったばかりでよく分かりませんが、なんとなく気持ちよく感じます。（福岡県・清

水様）

静のある風景
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イライラしないと思います。（福岡県・清水様）

静のある風景

63



静のある風景

2019年2月にパンフレットを見て何

かしら心惹かれ静を購入しました。

心休まるくらいの思いで居りました。

静は、「寝室の机の上」に置いてい

ます。77歳の私は夜、目が覚めるこ

とも多く、年を重ねるという事かと

あきらめていましたが、不安の毎日

を安心の日に変えていただきました。

友人にもお伝えしたところ、同じ体

験を得て喜び一杯の声が届きました。

ありがとうございました。

（三重県・院南様）
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子供の調子が悪い時、静を中心に子供の写真と家族の写真をたてかけて置きました。

信じられないような力を静より授けていただきました。本当にありがとうございました。

静を中心に家族で感謝しつつ生きていきます。（三重県・長野様）

静のある風景
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今年のお雛様は静と共に。

いつもはベッドの枕元に置いています。初めて静を持った時は頭の中がぐるぐるしたのを

覚えています。何かが動きだした感じでした。（沖縄県・狩俣様）

静のある風景
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静のある風景

ヒーラマットも敷いて寝てます。

（愛知県・長田様）
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初めて静を持たせていただいた時に、持った瞬間から不思議なことに、気分がスッキリし

て体調も良くなりました。今も良く寝れて体調も良く、とても感謝しております。

（福岡県・中村様）

静のある風景
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静のある風景

店の中が清々しくなった気がします。

（東京都・近藤商店様）
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静のある風景

部屋に置く前に、玄関に置いて試し

てみます。

（宮城県・遠藤様）
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「カードリーディングとともに」。静のそばでリーディングするとおだやかな気持ちにな

り、自然に答えが出てきます。また、静がきてから、次女(２１)との会話が増えました

（以前はあまり、話しかけてこなかった）。（愛知県・彦坂様）

静のある風景
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まだ子犬なので、静を置く前は、落ち着きが無く、はしゃぎ回っていました。静を置いた

ら、居心地が良いからだと思います。落ち着いてきて、とてもリラックスしております。

私も静を眺めていると、ほっこり温かくなり、とってもリラックスできて、心がスッとな

ります。（福岡県・HAIR MAKE SEVEN’S HAIR 橋本様）

静のある風景
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静のある風景

龍神さんの木彫りを買って、そこに

静を置きました。

そしたら、龍神さんが喜んで、人間

に対する怒りが収まってきました。

（茨城県・荒井様）
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静のある風景

74

梅子ちゃん(ワンチャン)が、静をぺろぺろ舐めて落ち着きます。（石川様）



静のある風景

静は心を静め、穏やかにしてくれま

す。体調の悪い時や気分が塞ぎそう

な時も前向きになれます。寝起きは

もちろん、出勤も一緒。袋に入れて

大切に持ち歩いています。

（嶋津様）
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静のある風景

居間の一番目立つ床の間に置いてい

ます。

いつも優しいきもちでいられていま

す。ありがとうございます。

（愛知県・老平様）
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静のある風景

枕元に置いています。

子供も落ち着きが出てきました。

（福岡県・白石様）
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静のある風景

静を頭の上に置いて寝ていますが、

とても良いです。夢を沢山見るよう

になりました。

「宙賜」を静にかけておくと、さら

にエネルギーアップするような気が

します。

（東京都・奈良様）
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静のある風景

日本酒がまろやかに！

美味しくなる氣がします。

（東京都・明平様）
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静のある風景

リビングに置きました。

（東京都・斎藤様）
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静のある風景

寝る時に役立っています。

ありがとうございます。

（福岡県・森保様）
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静のある風景

こんにちは。

2か月ぐらい前に静を買わせていた

だいて寝室に置いております。寝る

時には欠かせません。

静を買って良かったと喜んでおりま

す。静を勧めてくださった方に感謝

します。

（三重県・小沢様）
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我が家にいても何となく落ち着かず外出好きな私でしたが、静が来て３ヵ月リビングに置

いています。いつの間にか、心地の良い空間になっていて、今では友達とおしゃべりした

り、お茶を飲んだりと、楽しく過ごしています（岡山県・村上様）

静のある風景
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写真に出来るのは観葉植物なので、この写真が静を置いてから1か月後です。

ストレスが溜まっているなぁって思ってる時には抱いて寝ています。（愛知県・佐藤様）

静のある風景
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静のある風景

小２の娘の机上。

自作のブレスレットやお守り、好き

な小物を『静ちゃんにエネルギーを

チャージしてもらう！』と、色々乗

せたり置いたりしてます。

（沖縄県・赤松様）
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設置場所は寝室の出窓の所、丁度枕の

左側に置いてあります。

ワンちゃんもくつろいでいます。ダッ

クス君が10歳で健康に気を使う年齢に

なりましたので、静を脇に置いて気を

高めています。

静を手のひらに持つとビリビリとした

電気の様な感じが身体に伝わりました。

身体の疲れている箇所に集まる感じが

しました。 設置場所は良い気が流れて

います。

（岐阜県・高木様）

静のある風景

86



静のある風景

（東京都・曼葉様）
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静のある風景

離れて暮らす孫たちと、我が家の住

人を伊勢の神様の金杯とともにいつ

も見守ってくれている静ちゃん。

毎日、何事も無く元気に暮らせてい

る事こそ有り難い事だと思っていま

す。

（岡山県・影山様）
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静のある風景

毎日、IBEテクノさんの商品、UFOや

中庸等愛用愛飲しています。

新しい静ちゃん届いて、約1ヶ月経

過。枕元近くに置いて寝ています。

体も元気。

静ちゃん届いて、仕事行く時や外出

する時、バッグに入れて持ち歩いて

います。

朝日にあてると、静ちゃん、軽く

なって喜んでいる感じがします。

（沖縄県・知花様）
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静のある風景

中庸+静を約10分間体験。

体が変化する不思議な体験。

中庸+静に、陰陽のバランスの大切

さを教えられた気がします。

（岡山県・内藤様）
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普段はベッドの頭上に置いています。不安や緊張を感じる時、体調が悪い、嫌な事があっ

た時は、リラックスタイムにお腹の上にも置きます。飲食店を営んでいますが、静を置い

てから仕事面でも美容面でも良いことがありました。これからも心が辛い時は力をいただ

き、明るく前向きで余裕のある生活を静と送りたいと思います。（東京都・佐々木様）

静のある風景
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静のある風景

二胡の練習の後少しでも心にひびく

音になることを願って横に置いてい

ます。

（愛知県・原田様）
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我が家には２つあって、１つはリビングに、もう１つは寝室に置いてあります。寝室のは

私専用の“ｍｙ静”として、時々手にして瞑想したりします。

これからも家族にとって助けになってくれれば、と思います。（愛知県・鳥羽様）

静のある風景
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静が届いた2日後、長男のセンター

試験がありました。会場に向かう途

中で主人がふと気になって、長男に

再確認させたところまさかの会場違

い。無事に正しい会場に行って受験

できました。

もう１つは、我が家は寝室でオイル

ヒーターを使っていますが、ある日

コンセントがふと気になった主人が

抜いてみたところ、火事になっても

おかしくない状態になっていました。

気にならなかったことに気づかせて

もらえ、家族の大事なものを守るこ

とができました。感謝しています。

（三重県・井上様）

静のある風景
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静のある風景

何度も電話をかけてくる人がいて、

周りからも心配され、困っていたの

ですが、先日「自分が悪かった」と

謝られました。

静を購入して身近に置いていますが

大きな問題が解決して、感謝でいっ

ぱいです。

（三重県・小崎様）
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静のある風景

以前は夜、目が覚めてしまうことが

よくありました。

商品が届いた時、箱をあけ心が落ち

着く水色に感動しました。

そしてその夜、静をおへその下と胸

の間に5分あてて寝ました。

お金では買えない幸福を手に入れる

ことができました。信じる者はすく

われるって本当にうれしく思いまし

た。ありがとうございました。

（三重県・山下様）
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静のある風景

我が家に「静」が届いて、早速ミラ

クルが起きました！！

3歳の孫が断乳した後2年間、毎朝の

ように30分以上も泣いて大変な毎朝

でした。ところが｢静」が我が家の

仲間入りしてから、毎朝泣いていた

孫が全く泣かなくなりました。

もう嬉しくてたまりません。凄いパ

ワーに感動しております。感謝です。

ありがとうございます。

（福岡県・和田様）
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静のある風景

リビングに置いています。孫が今ま

でより手伝いを素直にしてくれる率

が増えました。

（岡山県・永瀧様）
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時々、会社の休憩室に持って行きます。パイウォーター浄水器アクアパイ251の水も一緒

に…。夜は枕元に置いて寝てます。気持ち良い睡眠です。置き忘れた時の朝は何となく

ぼーっとなって…忘れてた～！って思います。会社に持って行った時のことは、まだよく

分かりません。でも時々は持って行きます。癒されたいですネ～！（福岡県・石見様）

静のある風景
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静のある風景

静がきてから心が安らぎを得られま

した。夫婦喧嘩が減りました。

（広沢様）
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静のある風景

静の側にお水を置くようになったら、

お水が美味しいです。

（愛知県・世古口様）
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静のある風景

いつもはひざの上（テレビを見ると

き）とか植物のそばに置いたり、つ

ねに身近に置いて安らいでいます。

写真は、お雛祭りのころ。サイド

ボードの上に置いた時の写真です。

（北海道・菅原様）
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静のある風景

今までは，食べた物はそのままにしていた旦那さんが、少しですが洗い物をして，空気が

変わって来た様な気がします。（武井様）
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娘が家に来た時、疲れていましたが、元気になって喜んでいましたので、静をプレゼント

しました。チワワが興味津々みたいです。（広島県・内藤様）

静のある風景
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寝室に静を置いてから、心が穏やか

な日々が増えました。

（沖縄県・大城様）

静のある風景
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静のある風景

田原市浦町にある低山「笠山」山頂

に静を設置しました。

お椀をひっくり返したような不思議

な形の笠山。太古のエネルギーが封

印されているとか、いないとか。な

らば、山頂に静を置き、あたり一帯

の地域と笠山の地中を浄化しようと

思いました。2/2の節分前日と3/20の

春分の日に静を持って登山し、山頂

の雷神社の祠に置きました。

両日ともに空気が澄み渡り、清々し

い気持ちになりました。世界が穏や

かで平和であるよう祈らずにはいら

れませんでした。

（愛知県・山田様）
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部屋のテレビの前に静を置いていますが空気感が違いますね。夜は枕元に移して眠ってい

ます。（福岡県・大池様）

静のある風景
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自宅サロンで写真を撮りました。

ドクターエアバランスと中庸も使っ

ています。時間のある時に集まって

います。

静はお守りだと思い、買いました。

（長崎県・渡辺様、山下様）

108

静のある風景



静は畑にあります。その畑でできた

人参です。

大根のような人参ができました。

1,650ｇ。びっくりです。

（東京都・曼葉様）

静のある風景

109
※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



仕事などでの肉体的過労や、精神的にくたびれた時などに、静を抱いて自分の活力がみな

ぎる言葉をかけたり、静を抱いて眠ると翌日スッキリとします。その際、必ずπリフレッ

シュウォーター「中庸」を自分や枕等にもふりかけると、一層スッキリとします。今では

可能な限り携帯して仕事もプライベートも共に過ごしています。（M･H様）

静のある風景

110
※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



静のある風景

いちご農家です。旧静はいちごハウ

スに、新静は家に置いてます。

今年は暑くて全体的にいちごの出来

が悪かったみたいですがうちは非常

に出来が良かったです。もちろんあ

かねも使ってます。

家は子供たちがおとなしいように思

います。

（福岡県・石川様）
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



トイレに置いてます（販売店さんからそう勧められました）。今度新しい静を買いますの

でそれはリビングに置く予定。家は落ち着いてます。（福岡県・美容室リーフィ様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



眠る時は枕のところ、昼間は居間等に置いています。車の運転時は車の中。つかれを感じ

ないです。イライラしないです。（金子様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



おだやかな感じ。主人もおだやかな人ですが、もっとおだやかに感じます。（田中様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



サロンに置いています。何か気持ちが良いね！植物が全部キレイだけどどういう育て方し

てるの？と言われます。（福岡県・ハイネ様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



トイレに置いています。エネルギーの法則で出した物が現れるので、汚物を流す所から良

いエネルギーを流すと家全体に良いエネルギーが入ってきます。（福岡県・東郷様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



パソコンの仕事でパソコンのそばに置いていると体が元気だと感じます。（西野様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



サロンに置いています。あるお客様からお店の中が伊勢神宮の御神木をだいているような

気持ち良さがあると言われました。（福岡県・hair room kish様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



サロンに置いています。お客様に持たせたら顔つやが良くなり、すごく気持ちが良いと言

われました。（福岡県・かぐや姫美容室様）

静のある風景

119
※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



主人がとにかく怒るので購入したのがみつかると怒るのでテレビの裏側にみつからないよ

うに置いていました。その日から1回も怒らなくなり、結婚以来初めて旅行に行こうと言

われました。（高濱様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



基本的に寝室とサロンに置いています。主人、子供が眠りに良いと言います。サロンでは

エアバランスと中庸と静で気持ちの良い空間づくりを心掛けています。（佐賀県・美容室

pure様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



本当はよくわからないですが色々ためしてみます。（福岡県・Hair Design lagurus様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



自宅に置いてるけど毎日が楽しいですよ。老人ですが前向きに暮らします。（近田様）

静のある風景

123
※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



静のある風景

子供が喧嘩しなくなりました。

（福岡県・水落様）
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



事務所に置いてます。なんとなく落ち着くように感じます。気のせいではないと思います。

（福岡県・富山様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



サロンにおいてます。気持ち良いサロンづくりを考えてますが、実際、植物も元気ですし

お客様も気持ち良いといわれます。（福岡県・サロン宮野様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



お店においてます。空間が気持ち良いといわれます。（福岡県・羽生様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



トイレに静を置いており、隣に正月前に生けた千両が現在も変わらず葉も元気です。

（鳥取県・田山様）

静のある風景
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



静のある風景

初めて営業に来た女性にお店がすご

く気持ちいいですね。これならお店

は安泰ですね！と言われました。

（福岡県・Muse Hair様）
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



静のある風景

今まで全然気にならなかった家の屋

根が気になりだして、知り合いの業

者に見てもらったら板が腐って雨漏

りがしているとのことで修理しまし

た。こんな気づきもあるんですね！

（鹿児島県・米丸様）
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※正式発売前のモニター販売品の静を使用。



イヤシロの水[静]を使用させて頂いています。仕事や掃除をしていて疲れてくると[静]を5

～10分位抱えていると身体が軽くなり気持ちも穏やかになり、毎日健やかに過ごさせて頂

いています。 （森田様）

静のある風景

131
※正式発売前のモニター販売品の静を使用。
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