
オンラインでつながっていきましょう。
コロナ禍が続く中、IBEでは、健康と環境を考える集い、ホームパーティ、各種セ
ミナーなどに安心してご参加いただけるよう、オンラインを使ったさまざまな取り
組みを進めていきます。開催時期・開催内容の詳細は、随時お知らせしていきます。
顔と顔を合わせてお話ができるその日まで、オンラインでつながっていきましょう！
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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。

環境と健康を考える
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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

41～44P　食品

45～46P　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。

（パイクリーン／ルナーチ／パイアージュ／πフレッシュ／πのめぐみ）

37～40P　癒し（静／宙賜／中庸）

※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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　代々米農家を営んできた飯村農園。実

家を継いだ飯村訓久さんがいちご作りを

始めて3年が経ちました。

　「農薬も化学肥料もまったく使っていま

せん。無施肥です。土壌にやっているのは、

スーパーあかねと草木灰だけですね。ただ、

同じようなやり方で栽培している人を知ら

ないので、まだまだ試行錯誤の段階です」。

　いちご作りは基本的に自然に反してい

ると訓久さんは言います。春に採れる果物

のはずなのに、なぜいちごは年中流通して

いるのか。本来は平らな地面になる果物な

のに、なぜ、わざわざベッド（土の山を盛る）

を作って栽培しなければならないのか。

　「収穫量や時期、作業のしやすさなど、

すべて人間の都合です。もちろん、致し方

ない面もあります。でも、どのような理由が

あるにせよ、いちごが不自然で過酷な環境

の中で育てられていることに違いはありま

せん。ですから、できる限り自然な状態でい

ちごを育ててみたいんです」。

　“できるだけ自然のじゃまをしない”。飯

村さんご夫妻がしているのは、土壌、空気、

水などの環境を整えることだけです。

　「環境を整えると、人の手で蜂を入れな

くても、自然にやってきて受粉してくれるん

ですよね。それと、見てください。うちのいち

ごの花は、みんな上へ上とへ向かっていま

す。元気があるから上を向く。こういう咲き

方をするいちごの花はめずらしいと思いま

す。自然の循環の中で、いちごが自分自身

で大きくなろうとしている。これこそが、いち

ご本来が持つ力なのだと思います」。

　理想は「自然の力を借りて、放っておい

ても作物が育つようになる」こと。無理せず、

楽しみながら、農業と向き合う飯村さんご

夫妻。その自然な笑顔の中で、今年もいち

ごが綺麗な白い花を咲かせます。

環境を整えてあげれば、
いちごは自分の力で育つ。

（左）結婚4年目の飯村さんご夫妻。妻の美佐さんは、農業の経験はありませんでしたが、今は二人三脚
で新しい農業づくりに邁進中です。（右上）今日のお昼は、土手で採れた菜の花をフライパンでサッと炒め
て。飯村農園さんには、自然の仕組みを学び、自然の味を知るために、子どもたちもよく見学に訪れるそう
です。（右下）米作りも行う飯村農園さん。こちらも絶品のお米です。

（左）飯村農園さんで咲いたいちごの花。まっすぐ太陽に向かって、力強く咲いています。（右上）飯村農
園さんのいちごが食べられるのは旬の春だけ。ギュッと実が締まっており、日持ちもする。春の収穫を楽し
みにしているファンも。（右下）自然の環境に少しでも近づけるように、ベットの高さも極限まで低く。

飯村農園さんでは、ハウス１棟（約2.5アール）につき、あかね１袋を撒布。（左上）灌水チューブの周囲にあ
かねを撒布。「水の通り道に撒き、水を活性化するためです」（左下）動噴の中に、水や発酵水等とともに
あかねを入れて撒布している。「いちごに撒くのではなく、あかねの振動を利用して、ハウス内の空気を振
動させることを目的に撒いています」（右）井戸水にもあかねを入れてエアレーションする。「井戸水は、た
まり水ですから、あかねを入れることで振動させ、水を活性化させています」。

自然のじゃまをしないように。
理想は「放っておく」農業。
自然のじゃまをしないように。
ユーザーエピソード①

飯村農園　飯村訓久さん、美佐さんご夫妻（茨城県東茨城郡）

農
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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

●悪条件から作物を守る

●病害虫や天候不順に強くなる

●安定した収穫量

●減農薬栽培可能

●発根がさかんになる

●登熟稔実の良い籾に

●いっそうおいしい作物に

スーパーあかねの作用と効果

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！

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！

スーパーあかねの使用方法
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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
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　コーヒーハウス『ル.トン』は、京都で50年余

り続く老舗の喫茶店です。西田昌弘さんで４

代目。洋食のシェフだった西田さんがコーヒ

ーの魅力にとりつかれ、お店を引き継いだの

は18年前のことです。ちなみにル.トンとは、フ

ランス語で「ちょっとのコーヒーの時間でも」

という意味なのだとか。

　こだわりの豆を選び、ブレンドし、特殊なミ

ルで豆をカットして、直火に当てたサイフォン

の温度を調整しながらコーヒーをたてる。じ

っくりと手間ひまを掛けて１杯のコーヒーをた

てる西田さんが使用している水は、パイウォ

ーター浄水器アクアパイ251の水です。

　「おいしいコーヒーをたてるには “いい水”

が欠かせません。これまでも、いろいろな水

を試してきましたが、それらをはるかに超え

た水がパイウォーター浄水器の水でした」。

　コーヒーの味を左右するのは独特の苦味。

苦味を『うまい』と感じてもらうことが、目指す

コーヒーの味だと西田さんはいいます。

　「コーヒーにも、いい苦味と、悪い苦味が

あります。冷めたコーヒーを飲むとよくわかり

ますよね。酸味や渋味など嫌な味を感じる人

も多いと思います。あれは、良いところも、悪

いところも、豆の味が全部出てしまっている。

いわゆる“雑味”が出ているということです。

でも、パイウォーター浄水器の水を使って驚

きました。悪いところが出てこない。豆の良い

部分だけを引き出してくれるんです。使って

まだ1年程度ですが、水を変えるだけで、こ

れだけコーヒーの味が変わるのかと、あらた

めて実感しているところです」。

　雑味がなく、豆の特性を存分に引き出した、

次もまた飲みたいと思ってもらえる『いい苦

味』を感じられるコーヒーを。「今が最高では

ありません。まだまだこれから。終わりがない

です」と西田さん。パイウォーター浄水器の

水とともに、至極の１杯を追い求めます。
（左上）コーヒーとともに人気なのがカレー。さすが元シェフ。洋食店の味です。（左下）こちらも人気のタマ
ゴサンド。パンはカリッと、タマゴはふわっと。（右）妻の節子さんと。二人三脚でお店を切り盛りしています。

（左）西田さんがたてるコーヒーは、雑味がなく、芳醇な香りを醸し出す。その１杯を求めて、毎日のように足
を運ぶ常連さんも多い。（右上・右下）食材の浸水にもパイウォーター浄水器の水を使用。「肉や野菜は数
分間、パイウォーターの水に浸けています。肉は、食感が柔らかくなり、ワンランク上がるような気がします。
浸水させることで、肉の細部にまでジューシーさが残ります。これにも驚きましたね」。

サイフォンで丁寧にコーヒーをたてることにこだわる西田さん。使用する豆は、国内最高ランクのものを。豆
の挽き方（カットする）にもこだわり、日本でもめずらしいスイス製のミルを使用。「豆の挽き方ひとつで香りが
変わるんです」。細部にまでこだわる西田さんが選んだ水が、パイウォーター浄水器の水です。

豆の悪いところが出ない。
良さだけを引き出してくれる。

パイウォーターが引き出す「いい苦味」。パイウォーターが引き出す「いい苦味」。
ユーザーエピソード②

コーヒーハウス「ル.トン」　西田昌弘さん（京都府京都市）
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きました。悪いところが出てこない。豆の良い

部分だけを引き出してくれるんです。使って

まだ1年程度ですが、水を変えるだけで、こ

れだけコーヒーの味が変わるのかと、あらた

めて実感しているところです」。

　雑味がなく、豆の特性を存分に引き出した、

次もまた飲みたいと思ってもらえる『いい苦

味』を感じられるコーヒーを。「今が最高では

ありません。まだまだこれから。終わりがない

です」と西田さん。パイウォーター浄水器の

水とともに、至極の１杯を追い求めます。
（左上）コーヒーとともに人気なのがカレー。さすが元シェフ。洋食店の味です。（左下）こちらも人気のタマ
ゴサンド。パンはカリッと、タマゴはふわっと。（右）妻の節子さんと。二人三脚でお店を切り盛りしています。

（左）西田さんがたてるコーヒーは、雑味がなく、芳醇な香りを醸し出す。その１杯を求めて、毎日のように足
を運ぶ常連さんも多い。（右上・右下）食材の浸水にもパイウォーター浄水器の水を使用。「肉や野菜は数
分間、パイウォーターの水に浸けています。肉は、食感が柔らかくなり、ワンランク上がるような気がします。
浸水させることで、肉の細部にまでジューシーさが残ります。これにも驚きましたね」。

サイフォンで丁寧にコーヒーをたてることにこだわる西田さん。使用する豆は、国内最高ランクのものを。豆
の挽き方（カットする）にもこだわり、日本でもめずらしいスイス製のミルを使用。「豆の挽き方ひとつで香りが
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豆の悪いところが出ない。
良さだけを引き出してくれる。

パイウォーターが引き出す「いい苦味」。
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　1998年創業のアグリシステムさんは、化学

肥料や農薬を使わず、天体、地球、動物、植

物のリズムに合わせて作物を栽培する『バイ

オダイナミック農法』を実践。広大な十勝平

野で大規模オーガニック農業に挑戦し続け

ています。会長の伊藤英信さんはいいます。

　「例えば今、輸入作物の『ポストハーベスト

農薬』が問題視されています。ポストハーベ

スト農薬とは、収穫された後に散布される農

薬のことです。外国から時間をかけて運ば

れる作物は、運搬中に発生する害虫やカビ

などによって商品価値を下げてしまわないよ

う、収穫後にも農薬を散布しているケースが

少なくありません。日本では、ポストハーベスト

農薬は原則禁止されています。ですから、健

康を守るためには、できるだけ国産のもの、

住んでいる地域に近いもの（地産地消）、旬

のもの、産地表示（トレーサビリティ）されてい

るものを食べることが大切なのです」。

　生きた土で、健全な作物をつくり、人の健

康を支える。このアグリシステムさんの理念に

合致した水がパイウォーター浄水器の水で

す。現在、農場、製造工場、店舗に計７台、大

型浄水器アクアパイ503が導入されています。

　「牛乳は、牛が飲んだ水分そのものです

から」と話してくれたのは、アクアパイ503が

導入されている農場で乳牛の管理をする小

山かおりさんです。

　「１頭の牛は１日に80～100Lの水を飲み、

とくに搾乳後とエサを食べた後は、集中的に

水を飲みます。たかが水ではないんですね。

水も牛のからだの一部になるわけですから。

いい環境、いい牧草、いい水が揃ってこそ、

安全で質の高い乳製品が生まれるんです」。

　次の世代へと続く「食」と「環境」ために、

今、変えていかなければならないものは何か。

未来に残していかなければならないものは

何か。アグリシステムさんの挑戦は続きます。

「次の世代に、安心して食べられる食品と健康に暮らせる環境を残したい」。こうした想いから会社をスタ
ートさせたアグリシステムさん。独自の農業の生産・流通・情報システムをつくり注目を集めています。

たかが水ではない。
水も牛のからだの一部になる。

それは、変えていくもの、残していくもの。
十勝市に隣接する更別村にある農場の牛舎にて、

17頭いる牛の管理を任されている小山かおりさんと、最初に牛舎にきた雌牛のユキちゃん。

ユーザーエピソード③

十勝市に隣接する更別村にある農場の牛舎にて、

アグリシステム株式会社（北海道帯広市）

（左）アグリシステムさんは、７台のアクアパイ503を導入済み。「水」を大切に考えてくれている会社です。
（右上・右下）輸入穀物飼料や抗生物質を一切与えず、放牧されてストレスのない環境の中、牧草だけで
育てられた牛の「グラスフェッドミルク」で作られるチーズ。日本全国にファンがいる一品です。

安全・安心・美味しいをテーマにした「ナチュラル・ココ」は、アグリシステムさんが運営するオーガニックカフ
ェです。地元の有機野菜を使った料理を提供しているほか、地元食材なども販売しています。

（左下）十勝産有機小麦を使用した天然酵母オーガニックパンを提供する「風土火水（ふうどかすい）」も
アグリシステムさんが運営する人気店です。地元の農家、食材、流通をつなぎ、安心・安全な農作物を送り
出すことはもちろん、経営面も含めた持続可能な農業システムの構築に挑戦されています。（右下）創業
者であり、現在は会長を務める伊藤英信さん。農業の未来を作り上げるために情熱を注ぎ続けています。
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ユーザーエピソード③

アグリシステム株式会社（北海道帯広市）

（左）アグリシステムさんは、７台のアクアパイ503を導入済み。「水」を大切に考えてくれている会社です。
（右上・右下）輸入穀物飼料や抗生物質を一切与えず、放牧されてストレスのない環境の中、牧草だけで
育てられた牛の「グラスフェッドミルク」で作られるチーズ。日本全国にファンがいる一品です。

安全・安心・美味しいをテーマにした「ナチュラル・ココ」は、アグリシステムさんが運営するオーガニックカフ
ェです。地元の有機野菜を使った料理を提供しているほか、地元食材なども販売しています。

（左下）十勝産有機小麦を使用した天然酵母オーガニックパンを提供する「風土火水（ふうどかすい）」も
アグリシステムさんが運営する人気店です。地元の農家、食材、流通をつなぎ、安心・安全な農作物を送り
出すことはもちろん、経営面も含めた持続可能な農業システムの構築に挑戦されています。（右下）創業
者であり、現在は会長を務める伊藤英信さん。農業の未来を作り上げるために情熱を注ぎ続けています。

浄
水
器

10

00072737.indd   1000072737.indd   10 2021/04/12   8:432021/04/12   8:43



器
水
浄

健康と安心。
たいせつな
人のために
選びたい水。

π‐WAWAW TATA ER 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。

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」。R

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

【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

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

本体には4200ガウスの強力磁石
「ネオジウム磁石」を採用。

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

11

00072737.indd   1100072737.indd   11 2021/04/12   8:432021/04/12   8:43

器
水
浄

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。

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。

③節約にも貢献。家計にもやさしい製品です。

④洗顔など生活のあらゆるシーンで活躍します。

アクアパイ251・4つの特徴！！

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／46003／46003／
●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

2cm　●保証期間／購入より1年間　2cm　●保証期間／購入より1年間　

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。
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π‐WAWAW TATA ER 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

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。
○ 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）

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4,950円（本体4,500円）●番号／42432

πビューティーシャワー+カートリッジ3本セット
●価格／税込29,150円（本体26,500円）●番号／41125

πビューティーシャワーカートリッジ4本セット
●価格／税込17,600円（本体16,000円）●番号／43982

※現在お使いの浄水器のカートリッジ・部品については、弊社ホームページまたは別紙「価格表」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。

浄
水
器
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●家庭用として

●業務用として

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）

バスタイムをもっと楽しく。「πビューティーシャワー」
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　西岡家には、毎朝の習慣があります。10

歳の隆玖（りく）くん、8歳の虹 （々ここ）ちゃ

ん、６歳の玄二（げんじ）くん、４歳の陸雅

（りょうま）くん。おばあちゃんである友子さ

んの「はい、お口を開けて～」の掛け声に

合わせて、４人の孫たちが「あーん！」とお

口を開ける。お孫さんたちの開けたお口に

ピュッと１滴たらすのは、高エネルギーパイ

ウォーターです。

　「孫たちは、UFO-Ⅰが好きみたいですよ。

家には、その他にも、パイセイレイ、パイネス

なども常備してあります。体調が気になる

時、なんとなく気分がすぐれない時などに

も、高エネルギーパイウォーターを飲むと安

心できます。家族みんなの健康維持に欠

かせない存在です」（友子さん）

　友子さんとパイウォーターとのお付き合

いは、もう30年以上になります。当時、肌の

ことで悩んでいたという友子さんは、薬を

飲んだり、温泉療法に通ったり、なんとか治

したいと懸命でした。ある時、温泉で知り

合ったドクターに「体を根本から見直すこ

とが大切」と言われ、紹介されたのがパイ

ウォーターだったそうです。

　「それからは、食事に気を配り、パイウォ

ーター浄水器の水をたくさん飲み、高エネ

ルギーパイウォーターを欠かさず飲んで。

そうしているうちに、すっかり肌にも自信が

持てるようになりました。今では、私だけで

なく、私の母、娘、孫たちと、４世代みんなが

パイウォーター商品の愛用者です。孫たち

は、生まれた時からパイウォーターと接して

いますから、みんな本当に元気ですよ」。

　いつまでも、健康で、元気に。この家に、

孫たちの笑い声がこれからも絶えることな

く続きますようにと願いを込めて、友子さん

は今日も孫たちに声を掛けます。「はい、お

口を開けて～！」。

飲み続けて25年。
朝も、昼も、夜も、欠かさずに。

（左上）外出する時は、パイカエースの中に、それぞれお気に入りの高エネルギーパイウォーターを入れて
持ち歩いているそうです。（左下）親子３世代で。（右）娘の侑里さんは、息子の隆玖くんの水筒にUFO-Ⅰ
を入れています。毎日、高エネルギーパイウォーター入りの水筒を学校に持っていく隆玖くんです。

（左）友子さんの掛け声に合わせて、大きく口を開ける子どもたち。UFO-Ⅰを順番に１滴ずつお口の中へ
入れてあげます。（右上）生まれた時から高エネルギーパイウォーターと接しているお孫さんたち。結構お
気に入りみたいです。（右下）高エネルギーパイウォーター入りのお水は、元気の源です。

「高エネルギーパイウォーターは、原液のまま舌下に垂らして飲むこともあれば、パイウォーター浄水器の
水で希釈して飲むこともあります。体調に合わせて、自分なりに調整して飲んでいます」と友子さん。友子
さんのお気に入りはパイセイレイ。毎日の健康維持に欠かせない１滴です。

さあ、今日も１日、
この一滴から始めましょう。

ユーザーエピソード④

西岡友子さんご家族（岡山県津山市）
写真中央、グリーンの洋服を着ているのが西岡友子さん。左から、母の美代子さん、

孫の虹々ちゃん、隆玖くん、娘の侑里さん、孫の陸雅くん、玄二くん。
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　西岡家には、毎朝の習慣があります。10

歳の隆玖（りく）くん、8歳の虹 （々ここ）ちゃ

ん、６歳の玄二（げんじ）くん、４歳の陸雅

（りょうま）くん。おばあちゃんである友子さ

んの「はい、お口を開けて～」の掛け声に

合わせて、４人の孫たちが「あーん！」とお

口を開ける。お孫さんたちの開けたお口に

ピュッと１滴たらすのは、高エネルギーパイ

ウォーターです。

　「孫たちは、UFO-Ⅰが好きみたいですよ。

家には、その他にも、パイセイレイ、パイネス

なども常備してあります。体調が気になる

時、なんとなく気分がすぐれない時などに

も、高エネルギーパイウォーターを飲むと安

心できます。家族みんなの健康維持に欠

かせない存在です」（友子さん）

　友子さんとパイウォーターとのお付き合

いは、もう30年以上になります。当時、肌の

ことで悩んでいたという友子さんは、薬を

飲んだり、温泉療法に通ったり、なんとか治

したいと懸命でした。ある時、温泉で知り

合ったドクターに「体を根本から見直すこ

とが大切」と言われ、紹介されたのがパイ

ウォーターだったそうです。

　「それからは、食事に気を配り、パイウォ

ーター浄水器の水をたくさん飲み、高エネ

ルギーパイウォーターを欠かさず飲んで。

そうしているうちに、すっかり肌にも自信が

持てるようになりました。今では、私だけで

なく、私の母、娘、孫たちと、４世代みんなが

パイウォーター商品の愛用者です。孫たち

は、生まれた時からパイウォーターと接して

いますから、みんな本当に元気ですよ」。

　いつまでも、健康で、元気に。この家に、

孫たちの笑い声がこれからも絶えることな

く続きますようにと願いを込めて、友子さん

は今日も孫たちに声を掛けます。「はい、お

口を開けて～！」。

飲み続けて25年。
朝も、昼も、夜も、欠かさずに。

（左上）外出する時は、パイカエースの中に、それぞれお気に入りの高エネルギーパイウォーターを入れて
持ち歩いているそうです。（左下）親子３世代で。（右）娘の侑里さんは、息子の隆玖くんの水筒にUFO-Ⅰ
を入れています。毎日、高エネルギーパイウォーター入りの水筒を学校に持っていく隆玖くんです。

（左）友子さんの掛け声に合わせて、大きく口を開ける子どもたち。UFO-Ⅰを順番に１滴ずつお口の中へ
入れてあげます。（右上）生まれた時から高エネルギーパイウォーターと接しているお孫さんたち。結構お
気に入りみたいです。（右下）高エネルギーパイウォーター入りのお水は、元気の源です。

「高エネルギーパイウォーターは、原液のまま舌下に垂らして飲むこともあれば、パイウォーター浄水器の
水で希釈して飲むこともあります。体調に合わせて、自分なりに調整して飲んでいます」と友子さん。友子
さんのお気に入りはパイセイレイ。毎日の健康維持に欠かせない１滴です。

さあ、今日も１日、
この一滴から始めましょう。

ユーザーエピソード④

西岡友子さんご家族（岡山県津山市）
写真中央、グリーンの洋服を着ているのが西岡友子さん。左から、母の美代子さん、

孫の虹々ちゃん、隆玖くん、娘の侑里さん、孫の陸雅くん、玄二くん。
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パイセイレイによる「酸化防止試験」

対照区 試験区

＜対照区（左）＞水道水に「釘」を2本入れ、45日間放置。釘の「錆」で水が黒く濁っている。
＜試験区（右）＞水道水に「パイセイレイ30滴」を加えた後、釘を2本入れ、45日間放置。釘の錆はほとんど見
られない。

【試験結果の考察】
水のエネルギーが低い状態になると「酸化」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（エネルギーの高い、活性化した状態）に保つことが、健康維持には重要です。健康に欠かせない体
内の水を活性化するのが「パイセイレイ」の役割です。

パイセイレイ
●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
●番号／5本入：20101　25本入：20101　25

パイピエール
Pipur

ユーエフオーワン
UF0-Ⅰ

パイネス
πness
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毎日の数滴が、
からだを健やかに保つ。

濃縮タイプの健康飲料

「Paiseirei（パイセイレイ）」は、π－WATER®SYSTEMの応用技術から生ま
れた健康飲料です。５種類の植物エキスとパイウォーターの融合から生まれた、
1993年発売以来のロングセラー商品です。
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。

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！！

マグネシウム（にがり）、V.C、鉄、クエン酸
本入：20101　25本入：20104

「Paiseirei　　 」（パイセイレイ）
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パイセイレイによる「酸化防止試験」

対照区 試験区

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種類の植物エキス（霊芝、エゾウコギ、山椒、甘
草〈カンゾウ〉、シーベリー、陳皮、菊、朝鮮人参）
を贅沢にブレンドしました。

パイピエール
●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、霊芝抽出液、エゾウコギ抽出液、山
椒、サンゴCa、貝Ca、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.V.VC、鉄、クエン酸.C、鉄、クエン酸.
●番号／1本入：20203　6本入：20201

ユーエフオーワン
UF0-Ⅰ

塩、孟宗竹エキス、鉄、
３つのバランスを実現。
南の島の海水100％で作られた天然の塩（アル
カリ）と竹（中性）と鉄（酸）、３つの融合が絶妙な
調和力を生み出します。

UFO-Ⅰ
●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／1本入：20402　3本入：20403

パイネス
πness

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。配合しています。配

パイネス
●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（にがり）、鉄
●番号／20208
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①携帯に便利なコンパクトサイズです。

②飲みやすい濃縮タイプです。

③いつでもお飲みいただけます。

高エネルギー・パイウォーターの特徴！！

「Paiseirei　　 」（パイセイレイ）
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　「この店では、有機栽培米と特別栽培

米のみを販売しています。農薬や化学肥

料を使わず生産された安全・安心の契約

栽培米は、栄養価も格段に高く、おかずが

いらないほど本当においしいお米ばかりで

す」。こう話してくれたのは、有機米・発酵

食品専門店『うちの米うまいよ』の三鷹店

で店長を務める奈良貴子さんです。

　有機米と併せて人気なのが特製「ぬか

漬け」です。2018年から、ぬか床をつくる水

にパイウォーター浄水器の水を活用。ぬか

漬けの味やもちが変わったそうです。

　「そこで、有機米、発酵食品に続く３つ目

の柱として、浄水器やパイミクロシリーズな

どのIBE商品を売ることにしたんです」。

　奈良さんイチオシはパイミクロウォーター。

お客様からの評判も上々のようです。

　「肌に悩みを持つ自然派志向の方にも、

ミクロウォーターは人気です。中には『水だ

けで大丈夫なの？』とおっしゃるお客様もい

ますが、私は『人がいい水を飲みたいよう

に、肌もいい水を求めています。ミクロウォ

ーターは肌が飲む水なんですよ』と説明し

ています。今は、過剰にあれこれと肌に塗

りすぎなのだと思います。でも、それは本来

の自然な肌の状態とは違う。本当のみずみ

ずしさを生むためには、自分自身の肌の力

を高めていくこと。その手助けをしてくれる

のがミクロウォーターだと思っています」。

　商品を並べて売るだけでなく、興味を持

ったお客様には、その場でパイミクロシリー

ズの良さを体感していただいているという

奈良さん。今日のお客様は20代の女性。ミ

クロパックをお試し中のようです。女性のツ

ルツルの仕上がりを見ていた70代のお客

様が声を掛けてきました。「私もそんなふう

になれるかい？」。いい米、いい食品、いい

水を、いつまでも続く健康と美のために。

それは「肌が飲む水」。
自分自身の肌の力を高める。

米、ぬか漬け、パイウォーター。
健康と美の素はいかがですか？

ユーザーエピソード⑤

有限会社三雅　「うちの米うまいよ」（東京都三鷹市）

（左上）扱うお米は、厳選された有機栽培米と特別栽培米のみを販売しています。（右上）パイウォーター
浄水器251の水を活用し作られている「ぬか漬け」。何年も買い続けている常連さんも多数。お店の看板
商品です。（左下・右下）JR三鷹駅前にある商業ビル「コラル」の地下1階にお店はあります。

店頭（店の奥のスペース）で、ミクロウォーター、コム、フレンズを使い、ミクロパックのお試し。「ミクロパックは、
顔の半分で試すといいですよ。パックした顔と、そうでない顔の違いがはっきりわかります」（奈良さん）

（左上）ヘアケアのコーナー。パイビューティーシャワーと共に、マイティやストークをディスプレイ。店頭には、
三雅・明平会長自らがマイティを使った前後の頭皮写真が飾られている。（左下）店長の奈良さんと従業
員の斎藤則子さん。（右）お客様の目につく位置にミクロシリーズをディスプレイしています。

美
容
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　「この店では、有機栽培米と特別栽培

米のみを販売しています。農薬や化学肥

料を使わず生産された安全・安心の契約

栽培米は、栄養価も格段に高く、おかずが

いらないほど本当においしいお米ばかりで

す」。こう話してくれたのは、有機米・発酵

食品専門店『うちの米うまいよ』の三鷹店

で店長を務める奈良貴子さんです。

　有機米と併せて人気なのが特製「ぬか

漬け」です。2018年から、ぬか床をつくる水

にパイウォーター浄水器の水を活用。ぬか

漬けの味やもちが変わったそうです。

　「そこで、有機米、発酵食品に続く３つ目

の柱として、浄水器やパイミクロシリーズな

どのIBE商品を売ることにしたんです」。

　奈良さんイチオシはパイミクロウォーター。

お客様からの評判も上々のようです。

　「肌に悩みを持つ自然派志向の方にも、

ミクロウォーターは人気です。中には『水だ

けで大丈夫なの？』とおっしゃるお客様もい

ますが、私は『人がいい水を飲みたいよう

に、肌もいい水を求めています。ミクロウォ

ーターは肌が飲む水なんですよ』と説明し

ています。今は、過剰にあれこれと肌に塗

りすぎなのだと思います。でも、それは本来

の自然な肌の状態とは違う。本当のみずみ

ずしさを生むためには、自分自身の肌の力

を高めていくこと。その手助けをしてくれる

のがミクロウォーターだと思っています」。

　商品を並べて売るだけでなく、興味を持

ったお客様には、その場でパイミクロシリー

ズの良さを体感していただいているという

奈良さん。今日のお客様は20代の女性。ミ

クロパックをお試し中のようです。女性のツ

ルツルの仕上がりを見ていた70代のお客

様が声を掛けてきました。「私もそんなふう

になれるかい？」。いい米、いい食品、いい

水を、いつまでも続く健康と美のために。

それは「肌が飲む水」。
自分自身の肌の力を高める。

米、ぬか漬け、パイウォーター。
健康と美の素はいかがですか？

ユーザーエピソード⑤

有限会社三雅　「うちの米うまいよ」（東京都三鷹市）

（左上）扱うお米は、厳選された有機栽培米と特別栽培米のみを販売しています。（右上）パイウォーター
浄水器251の水を活用し作られている「ぬか漬け」。何年も買い続けている常連さんも多数。お店の看板
商品です。（左下・右下）JR三鷹駅前にある商業ビル「コラル」の地下1階にお店はあります。

店頭（店の奥のスペース）で、ミクロウォーター、コム、フレンズを使い、ミクロパックのお試し。「ミクロパックは、
顔の半分で試すといいですよ。パックした顔と、そうでない顔の違いがはっきりわかります」（奈良さん）

（左上）ヘアケアのコーナー。パイビューティーシャワーと共に、マイティやストークをディスプレイ。店頭には、
三雅・明平会長自らがマイティを使った前後の頭皮写真が飾られている。（左下）店長の奈良さんと従業
員の斎藤則子さん。（右）お客様の目につく位置にミクロシリーズをディスプレイしています。
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美
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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
水
分
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！
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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
水
分
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！
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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
（空容器＋詰めかえ用）
●番号／33013
●内容量／450㎖
●価格／税込3,850円（本体3,500円）

【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3,190円(本体2,900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16,060円(本体14,600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

朝＆夜　自宅で気軽にホームケアをしましょう！

朝

夜
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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

②
補
修
す
る

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
（空容器＋詰めかえ用）
●番号／33014
●内容量／450㎖
●価格／税込3,850円（本体3,500円）

【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3,190円(本体2,900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16,060円(本体14,600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髪本来の輝きと強さを
取り戻していく。取り戻していく。
スタイリングも自在に。スタイリングも自在に。
パイミクロ ストークパイミクロ ストーク

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

（洗い流さないトリートメント）（洗い流さないトリートメント）

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

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％
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2.0

0.0
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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

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！
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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、す、す 整える。

「π-ful（パイフル）」

美
容（
ハ
ン
ド
＆

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／1本入：33061　3本入：33062
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。

効果的な使い方

買い得だと思います」。

　肌が荒れてきた時などは、パイフルと

ミクロウォーターを使ってケアしていると

いう川北さん。３日間くらい続けていると、

自然と肌が本来の状態に戻っていくと

いいます。

　「年齢とともに肌は固くなっていくは

ずなのに、パイフルやミクロウォーターを

使っていると、触って肌の柔らかさを感

じられることが嬉しい。やっぱり健康の

基礎となる『土壌』を良い状態に保つこ

とが大事なんだと思います。良い土壌、

良い肌を保つためには、毎日のちょっと

したケアは本当に大事ですから」。

　食事と、運動と、お肌のケアに今日も

ひと塗りパイフルを。日々 の『ちょっとした

心遣い』の積み重ねが健康を保つこと

につながっていくのです。

　川北さんは、鍼師・きゅう師・あん摩

マッサージ指圧師の国家資格を持つ先

生です。現在は子育てをしながら、自宅

で『はりきゅうマッサージ虹の星＆虹色

art 工房』を経営しています。

　今、川北さんが自分で使うのはもちろ

ん、お客様におすすめしているのが『パ

イフル』です。

　「少しくらいの肌荒れ、季節の乾燥な

ど、“ちょっとしたこと”にわざわざ薬を

塗りたくありませんよね。そんな時、パイ

フルはとてもいい商品だと思っています。

全成分自然由来ですから、子どもにも

塗ることができますし、これだけの品質

でこのコストパフォーマンスは本当にお

ユーザーエピソード⑥

「ちょっとした心遣い」の積み重ねを大切に。
川北聖子さん・晄（こう）くん・晴琉（はる）くん　（愛知県知立市）

パイフルで子どもたちの手をマッサージしてあげる
ことも。「ハーブの香りも自然でお気に入りです」。

長男・晄くんは、肌荒れすることもあり、そんな時はミ
クロウォーターとパイフルでケアしてあげます。

聖子さんは、数々の国家資格をお持ちの先生です。

健康の基礎となる「土壌」を
いつもすこやかな状態に。
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「π-ful（パイフル）」

美
容（
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＆

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
買い得だと思います」。

　肌が荒れてきた時などは、パイフルと

ミクロウォーターを使ってケアしていると

いう川北さん。３日間くらい続けていると、

自然と肌が本来の状態に戻っていくと

いいます。

　「年齢とともに肌は固くなっていくは

ずなのに、パイフルやミクロウォーターを

使っていると、触って肌の柔らかさを感

じられることが嬉しい。やっぱり健康の

基礎となる『土壌』を良い状態に保つこ

とが大事なんだと思います。良い土壌、

良い肌を保つためには、毎日のちょっと

したケアは本当に大事ですから」。

　食事と、運動と、お肌のケアに今日も

ひと塗りパイフルを。日々 の『ちょっとした

心遣い』の積み重ねが健康を保つこと

につながっていくのです。

　川北さんは、鍼師・きゅう師・あん摩

マッサージ指圧師の国家資格を持つ先

生です。現在は子育てをしながら、自宅

で『はりきゅうマッサージ虹の星＆虹色

art 工房』を経営しています。

　今、川北さんが自分で使うのはもちろ

ん、お客様におすすめしているのが『パ

イフル』です。

　「少しくらいの肌荒れ、季節の乾燥な

ど、“ちょっとしたこと”にわざわざ薬を

塗りたくありませんよね。そんな時、パイ

フルはとてもいい商品だと思っています。

全成分自然由来ですから、子どもにも

塗ることができますし、これだけの品質

でこのコストパフォーマンスは本当にお

ユーザーエピソード⑥

「ちょっとした心遣い」の積み重ねを大切に。
川北聖子さん・晄（こう）くん・晴琉（はる）くん　（愛知県知立市）

パイフルで子どもたちの手をマッサージしてあげる
ことも。「ハーブの香りも自然でお気に入りです」。

長男・晄くんは、肌荒れすることもあり、そんな時はミ
クロウォーターとパイフルでケアしてあげます。

聖子さんは、数々の国家資格をお持ちの先生です。

健康の基礎となる「土壌」を
いつもすこやかな状態に。
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健
康
器
具

　曽憲明（そ・けんめい）さんが来日したのは

23歳の時です。日本の大学を卒業後、大学

院へ進学。その時に出会ったのが妻の陽子

さんです。２人は2000年に結婚。その後、長

女にも恵まれました。

　それは、一昨年のことでした。プールへ行

った後、発熱し、風邪のような症状に。熱は

下がったものの、数日後、友人と電話で会話

をしている最中にろれつが回らなくなり、自ら

救急車を呼んだそうです。診断は右脳部分

の脳出血。左半身に麻痺が残りました。

　「最初は、簡単な計算もできず、時計も読

めませんでした。状態が毎日違うし、体が左

側に傾いてしまい、歩くこともままならず、姿

勢を保つことも難しかった」（曽さん）

　何とか状態を改善したいと、鍼治療などに

も通っていた曽さん。『心身のリラックスタイム

も必要だから』という知人の勧めで体験して

みたのがニュー・ドクターエアバランスでした。

　「百会、眉間、体のツボに沿ってエアを当

てていくのですが、体全体がリフレッシュして

いくような感じですね。漢方では“気が足りな

いと病になる”と言われています。エアバラン

スを使ってリラックスタイムを過ごすことで、

私自身の“気”を補っているように思います」。

　現在、曽さんは、鍼や低周波治療と並行し

て、毎日欠かさずにニュー・ドクターエアバラ

ンスを使用しています。その変化を身近で一

番感じているのが陽子さんです。

　「以前は、左手の指が動かしづらかったよ

うですが、今ではゆっくりとですが、手のひら

が開くようになり、少しずつ自力で歩けるよう

にもなったんです。この前は、１人でコンビニ

まで行き、コピーしてきたみたいですよ（笑）」。

　幸せは、ゆっくりと開かれた手のひらの中

に。また家族みんなで当たり前の日常が過ご

せるようになるその日に向かって、１歩ずつ、

曽さんは歩みを進めています。

（左）指が開くようになった現在、以前は掴むことさえ難しかったドアノブを自分の力で握り、扉を開けられ
るようになった。「一つずつ、自力でできることを増やしていきたいと思っています」と曽さん。（右）妻の陽子
さんと。献身的に夫を支え続けてきた陽子さん。これからも二人三脚の人生は続きます。

（左）１日２回、朝と夕方に30分程度、全身にエアをかける。「エアを当ててからリハビリに行くと、『とてもいい
状態に保たれているね』と先生も言ってくれます」（右上）手の甲にエアを。「手の動きがもっと良くなればと
思っています」（右下）ふくらはぎにもエアを当てる。「足が軽くなるような感じがしますね」。

毎日のリラックスタイムに。
心身の巡りを良くする。

幸せは、ゆっくりひらかれた
手のひらの中に。

ユーザーエピソード⑦

曽憲明さん・中原陽子さんご夫妻（京都市左京区）

曽さんの左手。動かしづらかった指が、今ではこのように開くようになった。

「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）」
【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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健
康
器
具

　曽憲明（そ・けんめい）さんが来日したのは

23歳の時です。日本の大学を卒業後、大学

院へ進学。その時に出会ったのが妻の陽子

さんです。２人は2000年に結婚。その後、長

女にも恵まれました。

　それは、一昨年のことでした。プールへ行

った後、発熱し、風邪のような症状に。熱は

下がったものの、数日後、友人と電話で会話

をしている最中にろれつが回らなくなり、自ら

救急車を呼んだそうです。診断は右脳部分

の脳出血。左半身に麻痺が残りました。

　「最初は、簡単な計算もできず、時計も読

めませんでした。状態が毎日違うし、体が左

側に傾いてしまい、歩くこともままならず、姿

勢を保つことも難しかった」（曽さん）

　何とか状態を改善したいと、鍼治療などに

も通っていた曽さん。『心身のリラックスタイム

も必要だから』という知人の勧めで体験して

みたのがニュー・ドクターエアバランスでした。

　「百会、眉間、体のツボに沿ってエアを当

てていくのですが、体全体がリフレッシュして

いくような感じですね。漢方では“気が足りな

いと病になる”と言われています。エアバラン

スを使ってリラックスタイムを過ごすことで、

私自身の“気”を補っているように思います」。

　現在、曽さんは、鍼や低周波治療と並行し

て、毎日欠かさずにニュー・ドクターエアバラ

ンスを使用しています。その変化を身近で一

番感じているのが陽子さんです。

　「以前は、左手の指が動かしづらかったよ

うですが、今ではゆっくりとですが、手のひら

が開くようになり、少しずつ自力で歩けるよう

にもなったんです。この前は、１人でコンビニ

まで行き、コピーしてきたみたいですよ（笑）」。

　幸せは、ゆっくりと開かれた手のひらの中

に。また家族みんなで当たり前の日常が過ご

せるようになるその日に向かって、１歩ずつ、

曽さんは歩みを進めています。

（左）指が開くようになった現在、以前は掴むことさえ難しかったドアノブを自分の力で握り、扉を開けられ
るようになった。「一つずつ、自力でできることを増やしていきたいと思っています」と曽さん。（右）妻の陽子
さんと。献身的に夫を支え続けてきた陽子さん。これからも二人三脚の人生は続きます。

（左）１日２回、朝と夕方に30分程度、全身にエアをかける。「エアを当ててからリハビリに行くと、『とてもいい
状態に保たれているね』と先生も言ってくれます」（右上）手の甲にエアを。「手の動きがもっと良くなればと
思っています」（右下）ふくらはぎにもエアを当てる。「足が軽くなるような感じがしますね」。

毎日のリラックスタイムに。
心身の巡りを良くする。

幸せは、ゆっくりひらかれた
手のひらの中に。

ユーザーエピソード⑦

曽憲明さん・中原陽子さんご夫妻（京都市左京区）

曽さんの左手。動かしづらかった指が、今ではこのように開くようになった。

ニュー・ドクターエアバランス

癒しの施術メニュー「Water Healing（ウォーターヒーリング）」
【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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毎日の生活に、ひと吹きの安心を。
ユーザーエピソード⑧

青山敦子さん（愛知県豊橋市）日
用
品

　青山敦子さんは、訪問ヘルパーとして働く

かたわら、幼稚園で習字を教えている先生

でもあります。人と接することに対して、以前

にも増して気を使わなければならなくなった

コロナ禍の中、青山さんが「手放せない」と

話してくれたのがパイクリーンです。

　「玄関、トイレ、洗面所、キッチン、お風呂と、

家中のいろいろな場所にパイクリーンを置い

ています。帰宅したら、まず玄関で全身にパ

イクリーンをスプレーしていますね。何かに触

ったらシュッとひと吹き、家のあちこちでシュッ

シュしています（笑）」。

　また、訪問ヘルパーは、何かと気を遣わな

くてはならないことも多い仕事です。

　「パイクリーンは、ウイルス対策としても安

心して使うことができます。また、パイフルを

手に塗ることで、手荒れすることもなくなりま

したね。それと、ヘルパーの業務に買い物も

あるのですが、クルマの乗り降りの際には、

必ず車内にパイクリーンをスプレーしていま

す。今では、仕事中にもパイクリーンは欠か

せません。いつも携帯用をカバンに入れて持

ち歩いています」。

　パイクリーンのほかにも、浄水器、高エネル

ギーパイウォーター、ミクロシリーズなど、青山

さんがIBEのパイウォーター商品を使うよう

になって20年近くがたちます。

　「今、世の中にはたくさんの商品があり、

『これがいい！』という新しい情報が次 と々出

てきます。でも、私は浮気しようと思ったこと

がないんです。パイの商品はお値段的に安

いものではありませんが、安心・安全に使え

て、その良さが確かに実感でき、地球にも優

しいと感じます。家族や自分の健康を考える

と、他の商品が使えなくなります（笑）」。

　毎日の生活に、安心と安全を。さあ、いつ

でも、どこでも、シュッとひと吹き。青山さんの

新しい習慣です。

（左）玄関にパイクリーンを常備。出かける前と帰宅後に必ず全身にスプレーしている。（右上）パイクリー
ンにルナーチを入れて。香りがいい気分転換に。（右下）カバンの中には、携帯用を忘れずに。

人と接する機会が多い青山さんにとって、今やマスクは絶対に手放せない必需品です。「マスクをする前、
外した後には、必ずパイクリーンをスプレーすることを心がけています」。

いつでも、どこでも、シュッと。
生活の新しい習慣に。

（左上・右上）キッチンには、パイクリーン＋パイアージュでつくる『パイウォッシュ』も常備。食器洗い、レンジ、
冷蔵庫、キッチンの掃除などにも利用しているそうです。（左下）ジャムなどの保存容器にもパイクリーンを
ひと吹きして除菌しています。（右下）敦子さんと、お母さまの一二三さん。「娘と一緒に使ってます！」。
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毎日の生活に、ひと吹きの安心を。
ユーザーエピソード⑧

青山敦子さん（愛知県豊橋市）日
用
品

　青山敦子さんは、訪問ヘルパーとして働く

かたわら、幼稚園で習字を教えている先生

でもあります。人と接することに対して、以前

にも増して気を使わなければならなくなった

コロナ禍の中、青山さんが「手放せない」と

話してくれたのがパイクリーンです。

　「玄関、トイレ、洗面所、キッチン、お風呂と、

家中のいろいろな場所にパイクリーンを置い

ています。帰宅したら、まず玄関で全身にパ

イクリーンをスプレーしていますね。何かに触

ったらシュッとひと吹き、家のあちこちでシュッ

シュしています（笑）」。

　また、訪問ヘルパーは、何かと気を遣わな

くてはならないことも多い仕事です。

　「パイクリーンは、ウイルス対策としても安

心して使うことができます。また、パイフルを

手に塗ることで、手荒れすることもなくなりま

したね。それと、ヘルパーの業務に買い物も

あるのですが、クルマの乗り降りの際には、

必ず車内にパイクリーンをスプレーしていま

す。今では、仕事中にもパイクリーンは欠か

せません。いつも携帯用をカバンに入れて持

ち歩いています」。

　パイクリーンのほかにも、浄水器、高エネル

ギーパイウォーター、ミクロシリーズなど、青山

さんがIBEのパイウォーター商品を使うよう

になって20年近くがたちます。

　「今、世の中にはたくさんの商品があり、

『これがいい！』という新しい情報が次 と々出

てきます。でも、私は浮気しようと思ったこと

がないんです。パイの商品はお値段的に安

いものではありませんが、安心・安全に使え

て、その良さが確かに実感でき、地球にも優

しいと感じます。家族や自分の健康を考える

と、他の商品が使えなくなります（笑）」。

　毎日の生活に、安心と安全を。さあ、いつ

でも、どこでも、シュッとひと吹き。青山さんの

新しい習慣です。

（左）玄関にパイクリーンを常備。出かける前と帰宅後に必ず全身にスプレーしている。（右上）パイクリー
ンにルナーチを入れて。香りがいい気分転換に。（右下）カバンの中には、携帯用を忘れずに。

人と接する機会が多い青山さんにとって、今やマスクは絶対に手放せない必需品です。「マスクをする前、
外した後には、必ずパイクリーンをスプレーすることを心がけています」。

いつでも、どこでも、シュッと。
生活の新しい習慣に。

（左上・右上）キッチンには、パイクリーン＋パイアージュでつくる『パイウォッシュ』も常備。食器洗い、レンジ、
冷蔵庫、キッチンの掃除などにも利用しているそうです。（左下）ジャムなどの保存容器にもパイクリーンを
ひと吹きして除菌しています。（右下）敦子さんと、お母さまの一二三さん。「娘と一緒に使ってます！」。
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「月雫桃（ルナーチ）」

げ　っ　と　う

手のひらにルナーチを数滴たらし、
ゆっくりなじませながら、その香りを
嗅いで深呼吸してください。いつでも
どこでもリラックスタイム。ルナーチ
の最も基本的な使い方です。

うっとうしいけれど、外すわけにはい
かないマスク。そこで、数滴のルナー
チをマスクにつけてみてください。気
分も上々。ルナーチをスプレー容器に
入れ、噴霧してもOKです。

パイクリーンの容量に対してルナー
チを10％（例えば、パイクリーン100
㎖にはルナーチ10㎖）入れ、部屋中に
スプレー。ジメジメした季節の衣類や
カーテン、車の中にも使えます。

「最近、よく目が覚めてしまう」「ぐっす
り眠れない…」。暑さなどで寝苦しい
時は、アロマディフューザーに「ルナー
チ」を数滴入れてみてください。

ルナーチの基本的な使い方

手のひらに。 マスクに。 混ぜ合わせて。 ディフューザーの中に。

） は「月桃（げっとう 」と ？

「ルナーチの力」とは？

日
用
品

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。

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

＋植物エキスの力。
シュシュシ ッと除菌除菌除 ・消臭を。
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2,970円（本体2,700円）
●番号／71301
【お徳用2Ｌ】
●価格／税込15,400円（本体14,000円） ●番号／71303
【携帯用（50ml）】
●価格／税込1,100円（本体1,000円）　●番号／71330

除菌・消臭・防臭ウォーター

抗菌力試験結果

ウイルスに対する効果確認試験結果

A菌

B菌

C菌

試験菌 試験液
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

※＜10＝検出されず

※エンベロープタイプのウイルス１種で試験　※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。

π

（財団法人日本食品分析センター調べ）

ウイルス
菌を除去

TC
ID
/m
L

50

1000000

100000

10000

1000

図①　ウイルス試験結果

開始時

対照区（滅菌リン酸緩衝液）

試験区（パイクリーン）

５分後 60分後

試験機関：株式会社食環境衛生研究所表① ウイルス試験結果（TCID /mL）50

区

対照区（滅菌リン酸緩衝液）

試験区（パイクリーン）

試験開始時 接種後５分 接種後6後6後 0分0分0

10
5.9 10

5.9 （800000）

10
4.7 （50000）

10
5.9 （800000）

10
4.3 （20000）

ウイルス
除去率
97.5％

専門機関（株式会社食環境衛生研究

所）において「パイクリーンとウイルスを

直接混合して感染性のあるウイルス

がどのくらい減少するか」の試験を実

施しました。結果、パイクリーン接種後

5分でウイルスが93.75％減少し、接種

後60分で97.50％減少することを確認。

「パイクリーンによるウイルスの不活

化」が実証されました。ウイルス対策と

して、マスクやドアノブはもちろん、衣服、

靴、食器、まな板などの日用品のほか、

ペットの除菌・消臭にもパイクリーンは

力を発揮します。ウイルス対策は、何よ

りも「予防」が肝心です。手洗いやうが

いとともに、ウイルス感染リスクの低減

にパイクリーンを大いにご活用ください。
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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。

リラックスタイムに、
月桃の優しい香りを。

月雫桃／ルナーチ（πの月桃原液）
●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（沖縄県産）、水

の月桃原液でリラックスタイムをπ
「月雫桃（ルナーチ）」

げ　っ　と　う

手のひらにルナーチを数滴たらし、
ゆっくりなじませながら、その香りを
嗅いで深呼吸してください。いつでも
どこでもリラックスタイム。ルナーチ
の最も基本的な使い方です。

うっとうしいけれど、外すわけにはい
かないマスク。そこで、数滴のルナー
チをマスクにつけてみてください。気
分も上々。ルナーチをスプレー容器に
入れ、噴霧してもOKです。

パイクリーンの容量に対してルナー
チを10％（例えば、パイクリーン100
㎖にはルナーチ10㎖）入れ、部屋中に
スプレー。ジメジメした季節の衣類や
カーテン、車の中にも使えます。

「最近、よく目が覚めてしまう」「ぐっす
り眠れない…」。暑さなどで寝苦しい
時は、アロマディフューザーに「ルナー
チ」を数滴入れてみてください。

ルナーチの基本的な使い方

手のひらに。 マスクに。 混ぜ合わせて。 ディフューザーの中に。

） は「月桃（げっとう 」と ？

波動医学の視点からパイウォーターの治験を手掛けている万井医院院長・万井正章先生から、ルナーチについて
このようなコメントをいただきました。
「常に微振動しているパイウォーターは、生命に強いバイブレーションを与える水だと考えています。ここで言う
バイブレーションとは“命の躍動”と言い換えることができるかもしれません。パイウォーターの細かい振動が、月
桃の持つ香りの振動をさらに高めることで、その力を存分に引き出しているのだと思います」。

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といわれており、化粧品原料としても注目が集まっている植物です。

「ルナーチの力」とは？

日
用
品

抗菌力試験結果

ウイルスに対する効果確認試験結果

パイクリーン

パイクリーン

パイクリーン

1.8×105

1.8×105

1.2×105

＜10 ＜10 ＜10

＜10 ＜10 ＜10

＜10 ＜10 ＜10

ウイルス
菌を除去

TC
ID
/m
L

50

1000000

100000

10000

1000
開始時

対照区（滅菌リン酸緩衝液）

試験区（パイクリーン）

５分後 60分後

試験機関：株式会社食環境衛生研究所表① ウイルス試験結果（TCID /mL）50

ウイルス
除去率
97.5％ パイクリーン接種後

5分でウイルスが93.75％減少し、接種

後60分で97.50％減少することを確認。

「パイクリーンによるウイルスの不活

化」が実証されました。
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日
用
品

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
【詰めかえ用】
●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
利にお使いいただけます！

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】
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330円（本体300円）
●番号／71401

「　のめぐみ」π

「　フレッシュ」π

『ハーブの女王』と呼ばれています。
漢方では艾葉（がいよう）と呼ばれ、美容と健康を促進する
「ヨモギ蒸し」が注目を集めるなど、ヨモギは古くからお灸や民
間療法に用いられている野草です。

４種類の野草とサトウキビのコラボレーション。野草は１つ１つ
手摘みし、自然の力を最大限に活かしています。

豊かな大地でたくましく育った野草を長期間じっくり発酵させ
ています。自然の力が凝縮されています。

古くは万葉集にも詠まれ、その花を唾液で
湿らせ手足にはると灸のようにみえるので、
別名を灸花（やいとばな）と言います。

平安時代より利用されており、地下茎およ
び根は酸漿根（さんしょうこん）という生薬
名で呼ばれています。

どこにでも繁殖する多年草植物。「サンショ
ウソウ」という生薬名もあります。

カタバミカヅラホウズキ

ヨモギ ヘクソカズラ

πのめぐみに含まれる４つの野草

野草のちから   つの秘密３
① 和製ハーブ「ヨモギ」配合

② 野草のベストハーモニー

③ じっくり長期間の発酵
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パイアージュ・5つの特徴！！

※「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
利にお使いいただけます！

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】
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。

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

●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

πのめぐみ（風呂水改質液／保存料無添加・無香料・無着色）

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）

『ハーブの女王』と呼ばれています。
漢方では艾葉（がいよう）と呼ばれ、美容と健康を促進する
「ヨモギ蒸し」が注目を集めるなど、ヨモギは古くからお灸や民
間療法に用いられている野草です。

４種類の野草とサトウキビのコラボレーション。野草は１つ１つ
手摘みし、自然の力を最大限に活かしています。

豊かな大地でたくましく育った野草を長期間じっくり発酵させ
ています。自然の力が凝縮されています。

古くは万葉集にも詠まれ、その花を唾液で
湿らせ手足にはると灸のようにみえるので、
別名を灸花（やいとばな）と言います。

平安時代より利用されており、地下茎およ
び根は酸漿根（さんしょうこん）という生薬
名で呼ばれています。

どこにでも繁殖する多年草植物。「サンショ
ウソウ」という生薬名もあります。

カタバミカヅラホウズキ

ヨモギ ヘクソカズラ

πのめぐみに含まれる４つの野草

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。傷ついた動物は、森の中にある水を求め、水にからだを浸
すことで傷を癒すと言われています。人間も同じです。従来の入浴剤は、
主にからだを温めるためのものですが、「πのめぐみ」はそれだけを目的に
作られたものではありません。自然の力を用いた「πのめぐみ」の湯船に浸
り、心身のストレスを洗い流すことで、人間が持つ本来の力を目覚めさせて
いくことを目的としています。

【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
温度で15～20分、ゆっくり浸かっておくつろぎください。

野草のちから   つの秘密３
① 和製ハーブ「ヨモギ」配合

② 野草のベストハーモニー

③ じっくり長期間の発酵
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こころよ、からだよ、流れてゆけ。
ユーザーエピソード⑨

琉球創作料理「Kitchen Ryugu（キッチンリュウグウ）」
大曾根隆土さん・梨菜さんご夫妻（沖縄県那覇市）

　「発酵」をお店のテーマに、沖縄創作料

理を提供しているキッチン・リュウグウさん。

オーナーである大曾根夫妻がパイウォータ

ーと出会ったのは2017年のことです。パイ

ウォーター浄水器はもちろんのこと、今、癒

しのアイテムとしてお店に欠かせないのが

『静』です。

　「静は、いつもお店のテーブルに置いて

あり、お客様も自由に手に取ることができま

す。ある時、顔色の悪いお客様に静を持っ

ていただいたんです。すると見る見る顔色

が明るくなって。この店にとって、静は頼れ

るスタッフの１人だと思っています（笑）。店

内に置くだけで、場の空気感が変わる気

がするんですよね」。そう話してくれたのは、

妻の梨菜さんです。

　こころにも、からだにも、疲れやストレスは

溜まる。健康を維持するためには、そうした

負のものを溜めたままにしておくことなく、

流し、こころやからだの外へ出していかな

ければなりません。

　「出し方は、人それぞれです。毎日の食

事はもちろん、お店に来て、みんなと会話

をすることで出す人もいます。音楽を聴くこ

とが癒しとなり、自然治癒力を上げていく

人もいるでしょう。食事、生活習慣、趣味な

ど、負のものを流すために誰もが何かしら

の努力している。その流れを良くする後押

しをしてくれるのが静なのではないでしょう

か。私は静を“流すための潤滑油的な存

在”だと思っています」。

　出す（デトックス）、満たす（食事）、そして

癒し。この３つのバランスを大切にしたお

店を作り上げていきたいと語る梨菜さん。

いつまでも、３つのバランスの良い循環が

続くように。その流れの中心には、今日も

『静』があります。

（左上・左下）食事だけでなく、『足湯』もメニューとして提供。皿の上に載っているのは、月桃、丁字、グアバ、
ちょうまめ、雪塩、ノニパウダー、レモングラス、琉球山椒。それらをパイウォーター浄水器の水で発酵させ
た『極上酵素100％薬湯』と名付けた足湯の中に入れる。（右）足湯に浸かりながら静を持ち、背中からは
中庸が入ったスチームを。「体温が上がり、肌に活力が出ます。お肌が弱い方にもおすすめです」。

（左・右上）静を丹田の部分に当てて瞑想する梨菜さん。静を腕に当てて擦るように動かすことも。「巡り
が良くなるような気がします」（右下）ご主人の隆土さんと梨菜さん。仲の良いご夫婦です。

（左）お店がオープンしたのは2015年。パイウォーター浄水器の水を活用し、時間と手間をかけて仕込ん
だ味噌や麹を使った創作料理が人気です。（右上）麹の入った木箱の横に静を置き、中庸をひと吹きする
と、とてもいい具合に発酵が進む。（左下）ハーブ×パイウォーター×浄水器の水のオリジナルドリンクも。

負のものを外へ。
「静」は流し出すための
潤滑油的な存在。

癒
し
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　「発酵」をお店のテーマに、沖縄創作料

理を提供しているキッチン・リュウグウさん。

オーナーである大曾根夫妻がパイウォータ

ーと出会ったのは2017年のことです。パイ

ウォーター浄水器はもちろんのこと、今、癒

しのアイテムとしてお店に欠かせないのが

『静』です。
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す。ある時、顔色の悪いお客様に静を持っ

ていただいたんです。すると見る見る顔色

が明るくなって。この店にとって、静は頼れ

るスタッフの１人だと思っています（笑）。店

内に置くだけで、場の空気感が変わる気

がするんですよね」。そう話してくれたのは、

妻の梨菜さんです。

　こころにも、からだにも、疲れやストレスは

溜まる。健康を維持するためには、そうした

負のものを溜めたままにしておくことなく、
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ければなりません。

　「出し方は、人それぞれです。毎日の食

事はもちろん、お店に来て、みんなと会話

をすることで出す人もいます。音楽を聴くこ

とが癒しとなり、自然治癒力を上げていく

人もいるでしょう。食事、生活習慣、趣味な

ど、負のものを流すために誰もが何かしら

の努力している。その流れを良くする後押

しをしてくれるのが静なのではないでしょう

か。私は静を“流すための潤滑油的な存

在”だと思っています」。

　出す（デトックス）、満たす（食事）、そして

癒し。この３つのバランスを大切にしたお

店を作り上げていきたいと語る梨菜さん。

いつまでも、３つのバランスの良い循環が

続くように。その流れの中心には、今日も

『静』があります。

（左上・左下）食事だけでなく、『足湯』もメニューとして提供。皿の上に載っているのは、月桃、丁字、グアバ、
ちょうまめ、雪塩、ノニパウダー、レモングラス、琉球山椒。それらをパイウォーター浄水器の水で発酵させ
た『極上酵素100％薬湯』と名付けた足湯の中に入れる。（右）足湯に浸かりながら静を持ち、背中からは
中庸が入ったスチームを。「体温が上がり、肌に活力が出ます。お肌が弱い方にもおすすめです」。

（左・右上）静を丹田の部分に当てて瞑想する梨菜さん。静を腕に当てて擦るように動かすことも。「巡り
が良くなるような気がします」（右下）ご主人の隆土さんと梨菜さん。仲の良いご夫婦です。

（左）お店がオープンしたのは2015年。パイウォーター浄水器の水を活用し、時間と手間をかけて仕込ん
だ味噌や麹を使った創作料理が人気です。（右上）麹の入った木箱の横に静を置き、中庸をひと吹きする
と、とてもいい具合に発酵が進む。（左下）ハーブ×パイウォーター×浄水器の水のオリジナルドリンクも。

負のものを外へ。
「静」は流し出すための
潤滑油的な存在。

癒
し
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癒
し

パイウォーターの振動波で
深い癒しの空間づくりを。

から生まれたイヤシロの水π

「静」
せ　い

地球も、自然も、人も、そして目には見えない空間さえも、すべての物は形とエネルギーでつくられています。その形の
源と言えるのが水です。「よい水には、よいエネルギーが宿る」。パイウォーターシステムの技術により、水の質を極め
たパイウォーターのエネルギーを、セラミックの微振動を利用して伝播してくのが『静（せい）』です。部屋の中に置く
だけで、パイウォーターの振動波によって深い癒しの空間をつくりあげます。

●価格／1個：税込39,600円（本体36,000円）
　　　   2個セット：税込77,000円（本体70,000円）
●番号／1個：72110　2個セット：72111
●原料／水、琉球泡盛、海塩、高回転波動水、セラミッ
クボール、植物酵素液、ひのき精油、フランキンセンス
精油、サンダルウッド精油　【材質】本体（ガラス）、栓
（木材、コルク）、皿（琉球ガラス）
●サイズ／直径約14㎝×高さ約15㎝（皿を含む）
●重量／約1.1㎏（皿を含む）
●ご使用方法／土地、家、店舗などの施設に設置し、
空間のイヤシロチ化にお使いください。使用期間は5
～6年、人の出入りが多いところは４年が目安です。

静（せい）

○家族が集まるリビングに

○就寝時のベッドサイドに

○お子さまの勉強机の上に

○お客様の出入りのあるお店に

○畑やビニールハウスに

下丹田（おへその下、下腹部）と、中丹田（胸と胸の間）
に３～５分ずつ『静』をあてます。別売りのπリフレッシュ
ウォーター『中庸』を体にふりかけてから『静』をあてると、
より良いリラックスタイムが過ごせます。

こんな場所にお勧めです

心と体のリラックスタイムにお試しください

の力をブレスレットにπ

「宙賜」
そ　ら　た　ま

パイウォーターシステムと、日本を代表する伝統工芸品・有田焼「朱明窯」の職人技とのコラボレーションにより誕生し
たブレスレットです。πの力をいつもそばに。毎日の暮らしにお役立てください。

●価格／税込59,400円（本体54,000円）
●商品番号／Sサイズ：72105
Mサイズ：72106　Lサイズ：72107
●素材／磁器（有田焼）、熱可塑性ポリウレタン、
プラスチック
●サイズ（内周）／Sサイズ：約14cm
Mサイズ：約15cm　Lサイズ：約17cm

宙賜（そらたま）

パイウォーターシステムと、
伝統の有田焼とのコラボレーション。

※ひとつひとつ手作りの為、皿やセラミックボールの大きさ、デザイン等に
多少の違いがございます。

※仕様は予告なく変更する場合がございます。サイズが合わない場合は、商品受け取り後２週間以内にご返送いただければご希望のサイズと交換いたします。
※購入後1年以内の破損は無償修理いたします（購入日が分かるよう必ず納品書を保管ください）。1年経過後は有償での修理となります。

リフレッシュタイムや、癒しの空間づくりに。
「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／300ml：71305　2L：71306　5L：71307
（※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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癒
し

パイウォーターの振動波で
深い癒しの空間づくりを。

から生まれたイヤシロの水π

「静」
せ　い

地球も、自然も、人も、そして目には見えない空間さえも、すべての物は形とエネルギーでつくられています。その形の
源と言えるのが水です。「よい水には、よいエネルギーが宿る」。パイウォーターシステムの技術により、水の質を極め
たパイウォーターのエネルギーを、セラミックの微振動を利用して伝播してくのが『静（せい）』です。部屋の中に置く
だけで、パイウォーターの振動波によって深い癒しの空間をつくりあげます。

●価格／1個：税込39,600円（本体36,000円）
　　　   2個セット：税込77,000円（本体70,000円）
●番号／1個：72110　2個セット：72111
●原料／水、琉球泡盛、海塩、高回転波動水、セラミッ
クボール、植物酵素液、ひのき精油、フランキンセンス
精油、サンダルウッド精油　【材質】本体（ガラス）、栓
（木材、コルク）、皿（琉球ガラス）
●サイズ／直径約14㎝×高さ約15㎝（皿を含む）
●重量／約1.1㎏（皿を含む）
●ご使用方法／土地、家、店舗などの施設に設置し、
空間のイヤシロチ化にお使いください。使用期間は5
～6年、人の出入りが多いところは４年が目安です。

静（せい）

○家族が集まるリビングに

○就寝時のベッドサイドに

○お子さまの勉強机の上に

○お客様の出入りのあるお店に

○畑やビニールハウスに

下丹田（おへその下、下腹部）と、中丹田（胸と胸の間）
に３～５分ずつ『静』をあてます。別売りのπリフレッシュ
ウォーター『中庸』を体にふりかけてから『静』をあてると、
より良いリラックスタイムが過ごせます。

こんな場所にお勧めです

心と体のリラックスタイムにお試しください

の力をブレスレットにπ

「宙賜」
そ　ら　た　ま

パイウォーターシステムと、日本を代表する伝統工芸品・有田焼「朱明窯」の職人技とのコラボレーションにより誕生し
たブレスレットです。πの力をいつもそばに。毎日の暮らしにお役立てください。

●価格／税込59,400円（本体54,000円）
●商品番号／Sサイズ：72105
Mサイズ：72106　Lサイズ：72107
●素材／磁器（有田焼）、熱可塑性ポリウレタン、
プラスチック
●サイズ（内周）／Sサイズ：約14cm
Mサイズ：約15cm　Lサイズ：約17cm

宙賜（そらたま）

パイウォーターシステムと、
伝統の有田焼とのコラボレーション。

※ひとつひとつ手作りの為、皿やセラミックボールの大きさ、デザイン等に
多少の違いがございます。

※仕様は予告なく変更する場合がございます。サイズが合わない場合は、商品受け取り後２週間以内にご返送いただければご希望のサイズと交換いたします。
※購入後1年以内の破損は無償修理いたします（購入日が分かるよう必ず納品書を保管ください）。1年経過後は有償での修理となります。

リフレッシュタイムや、癒しの空間づくりに。
「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／300ml：71305　2L：71306　5L：71307
（※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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　新型コロナウィルスの感染が収束しない

中、これまで定期的に自宅で行っていたホー

ムパーティーも、なかなか開催できない状況

が続いています。

　いつかまた、たくさんの仲間たちと集まれ

る日に向けて。「知恵を出し合って、パイの食

品を活用したレシピを考えてみよう」と、原田

和子さん、松本とも代さん、山田久枝さん、吉

永節子さんの4人が集まりました。

　４人とも長年にわたるパイウォーター商品

の愛用者です。今日の合言葉は「パイの商

品を使って、簡単に手早く作れるメニューを

考える」。それぞれにアイデアを出し合いな

がら、いざ料理づくりのスタートです。

　「例えば、パイカミン88は、飲むだけでなく、

とにかく料理にも使いやすいんですよ。いつ

も『パイカミン88でこうしたらどうかしら？』と考

えるのが楽しくて」（原田さん）

　「体調を保つために、朝と夜に必ずパイカ

ミン88を飲んでいます。忙しい時などは、い

つも『ああ、パイカミン88が飲みたい～』と思

っちゃいますね（笑）」（松本さん）

　「私の朝の習慣は、コップ１杯の『パイカミ

ン88の豆乳割り』を飲むこと。私は酸味が苦

手なんですが、パイカミン88のリンゴ酢のほ

ど良い酸味はおいしいですよ」（山田さん）

　「私は、パイのきび糖の大ファンなんです。

やっぱりコクが違います。すき焼きや煮魚に

使うと、他の砂糖との違いがよくわかると思

います」（吉永さん）

　パイウォーター浄水器の水、パイカミン88、

パイのきび糖、パイの塩…パイの商品を使っ

た料理の出来はいかがでしたでしょうか？作

る楽しみ、食べる楽しみを再発見。そして、パ

イの商品の良さも再発見。でもやっぱり、みん

なでこうして集まれることが一番楽しかった

ようですよ。
長年にわたりパイの商品を愛用してくださっている４人。左から、吉永節子さん、原田和子さん、松本とも代
さん、山田久枝さん。これからも健康的な毎日を目指して乾杯！

（左）はっさくのパイカミン88＆ハチミツ漬け。はっさくの酸味をパイカミン88でまろやかな味に。（右）リンゴの
コンポート。リンゴを蒸す際の隠し味としてパイカミン88を使用しています。

メイン料理「海鮮丼」の酢飯には、酢の替わりにパイカミン88を使って。パイカミン88のリンゴ酢のほのかな
酸味と甘みは、ごはんとの相性もバツグン。やさしい味の海鮮丼の出来上がりです。

飲むだけでなく、
料理にも大いに活用できる
「パイカミン88」。

パイの商品は、
健康とおいしさの「隠し味」。

ユーザーエピソード⑩

原田和子さん、松田とも代さん、山田久枝さん、吉永節子さん（福岡県）

（左）パイウォーター浄水器の水に浸けたトマトに、パイの塩とオリーブオイルをかけ、最後にパイカミン88に
浸すと、とてもおしゃれな味に！（右）パイカミン88をお好みの量の豆乳で割る。健康維持にぜひお試しを。

（左）体にやさしいパイの3品。パイカミン88、パイの塩、パイのきび糖（右）パイの塩、UFO-Iを活用したお
手製の味噌で作ったお味噌汁も。

食
品
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　新型コロナウィルスの感染が収束しない

中、これまで定期的に自宅で行っていたホー

ムパーティーも、なかなか開催できない状況

が続いています。

　いつかまた、たくさんの仲間たちと集まれ

る日に向けて。「知恵を出し合って、パイの食

品を活用したレシピを考えてみよう」と、原田

和子さん、松本とも代さん、山田久枝さん、吉

永節子さんの4人が集まりました。

　４人とも長年にわたるパイウォーター商品

の愛用者です。今日の合言葉は「パイの商

品を使って、簡単に手早く作れるメニューを

考える」。それぞれにアイデアを出し合いな

がら、いざ料理づくりのスタートです。

　「例えば、パイカミン88は、飲むだけでなく、

とにかく料理にも使いやすいんですよ。いつ

も『パイカミン88でこうしたらどうかしら？』と考

えるのが楽しくて」（原田さん）

　「体調を保つために、朝と夜に必ずパイカ

ミン88を飲んでいます。忙しい時などは、い

つも『ああ、パイカミン88が飲みたい～』と思

っちゃいますね（笑）」（松本さん）

　「私の朝の習慣は、コップ１杯の『パイカミ

ン88の豆乳割り』を飲むこと。私は酸味が苦

手なんですが、パイカミン88のリンゴ酢のほ

ど良い酸味はおいしいですよ」（山田さん）

　「私は、パイのきび糖の大ファンなんです。

やっぱりコクが違います。すき焼きや煮魚に

使うと、他の砂糖との違いがよくわかると思

います」（吉永さん）

　パイウォーター浄水器の水、パイカミン88、

パイのきび糖、パイの塩…パイの商品を使っ

た料理の出来はいかがでしたでしょうか？作

る楽しみ、食べる楽しみを再発見。そして、パ

イの商品の良さも再発見。でもやっぱり、みん

なでこうして集まれることが一番楽しかった

ようですよ。
長年にわたりパイの商品を愛用してくださっている４人。左から、吉永節子さん、原田和子さん、松本とも代
さん、山田久枝さん。これからも健康的な毎日を目指して乾杯！

（左）はっさくのパイカミン88＆ハチミツ漬け。はっさくの酸味をパイカミン88でまろやかな味に。（右）リンゴの
コンポート。リンゴを蒸す際の隠し味としてパイカミン88を使用しています。

メイン料理「海鮮丼」の酢飯には、酢の替わりにパイカミン88を使って。パイカミン88のリンゴ酢のほのかな
酸味と甘みは、ごはんとの相性もバツグン。やさしい味の海鮮丼の出来上がりです。

飲むだけでなく、
料理にも大いに活用できる
「パイカミン88」。

パイの商品は、
健康とおいしさの「隠し味」。

ユーザーエピソード⑩

原田和子さん、松田とも代さん、山田久枝さん、吉永節子さん（福岡県）

（左）パイウォーター浄水器の水に浸けたトマトに、パイの塩とオリーブオイルをかけ、最後にパイカミン88に
浸すと、とてもおしゃれな味に！（右）パイカミン88をお好みの量の豆乳で割る。健康維持にぜひお試しを。

（左）体にやさしいパイの3品。パイカミン88、パイの塩、パイのきび糖（右）パイの塩、UFO-Iを活用したお
手製の味噌で作ったお味噌汁も。

食
品
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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）（希釈用）
●内容量／1Ｌ
●価格／税込2,376円（本体2,200円）
●番号／21486

●原材料／リンゴ酢、リンゴ果汁、ハチミツ、野草発酵エキス（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）、梅酢、コラー
ゲン（豚を含む）、ルイボスティーエキス、イソマルトオリゴ糖、π-Feミネラルエ
キスh、乳酸菌（殺菌）／酸味料（クエン酸）、紫トウモロコシエキス、香料、甘
味料（ステビア）、葉酸　

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（豚を含む）、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。上記の原材料もご参照の上、食物アレルギーの心配が
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飲用を中止してください。

食
品

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ウォーターが引き出す
天然ミネラルの味と力。

パイカミン88の特徴はこちらです。

●アレルギー表示

「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。

πの塩（あら塩）

●番号／１kg:60005 1ケース:60012 20ｋｇ：60006
※１ケースと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

πウォーター システムがπウォーター システムが

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。

沖縄県産サトウキビ（100%使用）に、πウォーター システ沖縄県産サトウキビ（100%使用）に、πウォーター システ

88種類の酵素原料

「π－Feミネラルエキスh」

栄養機能食品（葉酸）

健康なお肌に。コラーゲン配合

低カロリー

よりさっぱり。「りんご酢」のさわやかな飲み口。

1

2

3

4

5

6

栄養機能食品
（葉酸）をプラス

●内容量／１kg、1ケース（1kg×15袋入）、20ｋｇ
●価格／１kg：税込756円（本体700円）
1ケース：税込11,340円（本体10,500円）
20ｋｇ：税込11,664円（本体10,800円）
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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ウォーターによるキュウリの鮮度保持試験

● 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。

対照区 試験区
＜対照区（左）＞
キュウリを水道水で洗い、冷蔵庫で20日間
保存。腐敗し、組織が壊れている。
＜試験区（右）＞
キュウリをパイウォーター浄水器「アクアパ
イ251」の水で洗い、冷蔵庫で20日間保存。
鮮度を保っている。
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