
JAPANESE WATER
日本の水

都道府県 品名 種類 特徴

北海道 森の雫 加熱殺菌
雪溶けかかった早春、白樺の幹に穴を開けると無色透明の樹液があ

ふれる。これは溢出樹液と呼ばれ、白樺が葉を開き、花を咲かせる

ための養分。（ミネラルウォーターではありません）

北海道 水彩の森 加熱殺菌
ブナ北限の地である黒松内は、札幌と函館のほぼ中間に位置する 小

さい町で、長年自然とともに生きつずけてきた、ミネラル分を多く

含んだ水。

北海道 森の憩 加熱殺菌
雪溶けかかった早春、白樺の幹に穴を開けると無色透明の樹液があ

ふれる。これは溢出樹液と呼ばれ、白樺が葉を開き、花を咲かせる

ための養分。（ミネラルウォーターではありません）

北海道 知床深海の水 海水／加熱殺菌
知床半島の中心に位置する流氷がやってくる町で豊かな漁場に恵ま

れた海洋深層水。マグネシウムの豊富な水。

青森県 白神山地の水 湧水／オゾン殺菌

広大なブナ原生林が広がる自然郷、白神山地（世界遺産）は世界最

大級のブナ天然林、天然記念物のクマゲラやイヌワシをはじめとす

る動植物の宝庫となっています。その大自然白神山地のブナが育ん

できた天然の名水です。

岩手県 龍泉洞の水 鉱泉水／非加熱殺菌
日本三大鍾乳洞の一つ龍泉洞にはエメラルドに輝く地底湖が有りそ

の水を最新のセラミック技術でろ過している。

岩手県 龍泉水（若水） 鉱泉水／非加熱殺菌
元旦に汲み上げてそのままお客様にお届けします。とてもおめでた

い逸品！8 本入り 3,500 円（送料込み）12/15 までの予約販売（限定

50セット）

福島県 五色水 湧水／紫外線殺菌
五色水は磐梯朝日国立公園 裏磐梯高原の極限で作られた場所に湧き

出る高濃度の天然有機ゲルマニウム水です

山形県 蔵王の名水
深井戸水／非加熱殺
菌

蔵王の樹氷が溶けて数百年の歳月をかけてつくりあげた地下水が源

水。超軟水で飲みやすい。

山形県 出羽三山の水 鉱水／加熱殺菌
松尾芭蕉の『奥の細道』の中でも歌われる、山形の霊峰出羽三山の

麗より汲み上げ、その場でボトリングした水。

山形県 デワウォーター 鉱水／加熱殺菌 霊峰、出羽三山の麗にある深井戸から汲み上げた水。

山形県 イオンウォーター 鉱水／加熱殺菌
出羽三山の麗より汲み上げた天然水を電気分解した、水の分子（ク

ラスター）集団が細かく活発になるので、体内に吸収されやすい状

態になった水。

山形県 ＲＯベビーウォーター
深井戸水／非加熱殺
菌

蔵王の樹氷が溶けて数百年の歳月をかけてつくりあげた地下水が源

水で赤ちゃん用の水に良い。

秋田県 男鹿のなまはげ活水 鉱泉水／非加熱殺菌 男鹿の山々の恩恵を受けて生まれたカルシウムの豊富な水。

秋田県 田沢湖高原駒草のしずく深井戸水／加熱殺菌
奥羽山脈にはぐくまれ長い年月を経て天然のミネラルを吸収しまろ

やかでおいしい水が生まれました。

宮城県 まつばら源泉
温泉水／セラミック
ろ過

古くから名湯で名高い宮城の鳴子温泉郷の水で 500 年かけてしみこ

むという地下 860mの温泉水。

栃木県 日光の自然水 湧水／非加熱殺菌
日光連山の自然水で雪解け水が地下に浸透し 50 余年の歳月をへて山

麓に湧き出た水で天然のろ過層の中で、時間をかけミネラルを吸収

してきた水。

群馬県 雪花水 湧水／非加熱殺菌
三国連峰の雪解け水が、長い年月をかけて豊かな地層を通 り抜けや

がて湧水となり天然ミネラルを含んだ水。

茨木県 ビジャイ 鉱水／加熱殺菌
ちょっと変ったボトルに入っている水で、ベルトなどに引っ掛ける

事が出来る。採水地は茨城県新治群八郷町。

埼玉県 秩父源流水 湧水／非加熱殺菌
ヤマメやイワナが生息し、天然のワサビが自生している大血川渓谷。

その井戸沢のきりたった山と交わる山腹から湧き出水。

神奈川県 100%深層水
ボトルドウォーター
／非加熱殺菌

神奈川県三浦沖の水深 330m から汲み上げた海洋深層水を 100％使

用している水で、ナトリウムを 99.9％除去して今までにないおいし

い深層水になりました。



い深層水になりました。

山梨県 森の水だより 鉱水／加熱殺菌
日本名水百選にも選ばれた山梨県白州町で、山や森に降った雨や雪

が大地に浸透し、長い年月をかけて花崗岩の岩肌にもまれ、天然の

ミネラル分が溶け込んだ水。

山梨県 ヴァナダイエット 120 深井戸水／加熱殺菌

標高 1000m 地点、日本一の富士山に 400 年以上前に降った雨や雪解

け水が玄武岩層に染み込み高濃度のバナジウムを含有した奇跡の水

です。日本のミネラルウオーターの中で,最もバナジウムの含有量が

多く富士山の地下 230mのバサルト層を通り抜けた水。

山梨県 富士の湧き水 鉱泉水／加熱殺菌
富士山に積もった雪が、3000m の地層をゆっくりと浸透し天然のミ

ネラルがたっぷり入った水。

山梨県 南アルプスの天然水 鉱水／除菌 南アルプスの甲斐駒ヶ岳の麓の花崗岩層に磨かれた天然水。

山梨県 富士三ッ峠の水 深井戸水／加熱殺菌 富士山系の中でも湧水が豊富で水峠とも言われる三ツ峠山水。

新潟県
ハローキティーミネラル
ウォーター

鉱水／ろ過
谷川岳と八海山、そして日本の名水百選の一つ『龍ヶ窪の水』が湧

き出てる場所とのほぼ中央に位置する南魚沼塩沢町の水。

新潟県 越後の名水 ろ過
谷川岳と八海山、そして日本の名水百選の一つ『龍ヶ窪の水』が湧

き出ている場所とのほぼ中央に位置する自然環境に恵まれた南魚沼

産の水。

富山県 黒部の氷筍水 湧水／ろ過

富山県黒部の大自然のろ過作用により清められて、山の魂を宿して

岩肌から滴る湧水は、厳冬期瞬時に凍り付き、一滴一滴積み重なっ

て成長しているのが筍に似ている事から氷筍水と名前がついた。国

産ミネラルウオーターの中でもカルシウムが多い。

富山県 立山玉殿の湧水 湧水／加熱殺菌
立山連峰の雪解け水が岩石の割れ目や破砕帯に浸透して湧きでた

水。

富山県 海のミネラル水 海水／加熱殺菌
富山県滑川沖 2630m 水深 321m の日本海より彩水された深層水を特

殊技術により余分な塩分を取り除き微量のミネラル成分を残した

水。

岐阜県 天霊水
鉱泉水湧水／除菌／
加熱殺菌

雪深い奥飛騨の山々の岩間から湧き出る岩清水をろ過と殺菌してそ

のままボトリングしました。

岐阜県 高賀の森水
鉱水／セラミックろ
過殺菌

奥長良川県立自然公園内を流れる長良川の上流,板取川, その高賀谷

を奥に進むと信仰の里の山裾に養老元年創設という高賀神社があり

この水の由来となった。

岐阜県 飛騨の水 湧水／加熱殺菌
時造形した神秘の芸術,飛騨の鍾乳洞の 1000m に及ぶ切り立ち 石灰

岩の間を通り抜けた深山の岩窟から湧き出た水

岐阜県 ダイエットウオーター
ダイエットサポート
飲料

トルマリン鉱石に 12 時間以上循環させた水で、クラスター分子が 5

～6 で身体に吸収されやすく新陳代謝を高め体内にたまった老廃物を

排出して、ダイエットを効果的にサポートする働きがある。

岐阜県
秘水
（活性水素水）

鉱水／セラミックろ
過殺菌／磁場処理

奥長良川県立自然公園内を流れる長良川の上流水を,磁場処理をして

体の新陳代謝を促進する超軟水の水。

福井県 越前の自然水 湧水／加熱殺菌
豊かな自然環境に恵まれた越前の山々を源流とする地下水が、 岩盤

の中を通過する間にろ過されてきた水。

滋賀県 いわまの甜水 鉱泉水／非加熱殺菌
南近江、音羽山系の岩間山の地中より湧き出る鉱泉水で古来中国の

『舌に甘い水』から名前がついた。

滋賀県
ピュアウォーター
いのちの水

湧水／除菌
比良山系の地下水を逆侵透膜浄化システムによって水に含まれてい

るミネラル分や有機物、その他の化学物質などの成分を高度に分離、

除去し限り無くH2Oに磨かれた水。

大阪府 地底旅行 温泉水／ろ過 地下 1200mから湧きでている温泉水でとても円やかな水。

奈良県 ごろごろ水 鉱泉水／ろ過
カルスト地形で有名な天川村洞川一帯の中でも、関西最大クラスの

五代松鐘乳洞で磨かれた水で地中の水路を流れる水が鐘乳洞にこだ

まして『ごろごろ』ときこえるため。

和歌山県 月のしずく
弘法大師に所縁の深い高野山麓神野の里。その深層 1187m より湧き

出た銀水と高野山麓の地下水金水を融合された水。

兵庫県 六甲のおいしい水 鉱水／除菌
灘の酒に使用されている宮水と同じ六甲山系の水で日本のミネラル

ウオーターの代名詞とも言われている水。

兵庫県
淡路島

御井の清水 鉱水／ろ過 古事記に仁徳天天皇が『朝夕,淡路島の寒水を汲みて大御水（おおみ

もい）奉りき』と記されているまぼろしの水で,霊山妙見山に降った

雨が長い月日 をかけて花崗岩層で磨かれた水。



淡路島 もい）奉りき』と記されているまぼろしの水で,霊山妙見山に降った

雨が長い月日 をかけて花崗岩層で磨かれた水。

岡山県
磁気ミネラル７４
成羽の水

湧水／非加熱殺菌
旧本山鉱山（磁鉄鉱山）の坑道より湧き出る水で 74 種類の元素が含

まれて、クラスターが 98で体に吸収率も良い

島根県 金城の華 鉱水／ろ過
地下 300 メートルの花崗岩から噴出した天然のアルカリイオン水

（冷泉水）

島根県 三隅の潤水 鉱泉水／非加熱殺菌
山陰路三隅町の奥三隅温泉は、地下 703m の珪岩層に長い年月の間

磨かれ天然のミネラルを含んだ弱アルカリ性の冷鉱泉です。

広島県 白竜水 深井戸水／加熱殺菌
広島県中央部の静かな山あいの清水（地下水）をくみあげた白竜水

は酒どころ賀茂台地のうまい酒を生む名水としてしられている。

山口県 秋吉台湧水 深井戸水／加熱殺菌 日本最大のカルスト台地秋吉台の地下深くから湧き出る水。

山口県 テンストンズ鉱泉水 鉱泉水／加熱殺菌 白亜紀の花崗岩断層から湧き出る水。

高知県 深海の聖水
ボトルドウォーター
／加熱殺菌

深海の聖水は高知県室戸沖で取水された海洋深層水を 100％使用し、

深海の中で永い年月えをかけて作られた何十種類にも及ぶミネラル

がバランスよく含まれている。水深 374m の取り出し口よりアクア

ファームを経て直接パイプラインでボトリングして大気にふれない

行程で出荷しています。

高知県 四万十川の水紀行 湧水／加熱殺菌 清流の代名詞とも言える四万十川の流域大野見村から湧き出る水。

高知県 お大師の水一滴 湧水／加熱殺菌 清流の代名詞とも言える四万十川の流域大野見村から湧き出る水。

高知県 海の深層水（1000） 海水
水深 2 千メートル以上の世界の海域を,太古の昔から循環し、その一

部が室戸沖に湧昇流となってあらわれる海洋深層水,マグネシウムが

200mgとすごく多い。

高知県 海の深層水（250） 海水
水深 2,000m 以上の世界の海域を,太古の昔から循環し、その一部が

室戸沖に湧昇流となってあらわれる海洋深層水、硬度 1000 より飲み

やすい。

高知県 マリンゴールド 海水／非加熱
深海の海水を逆侵透膜法により脱塩し、これに再び海洋深層水を適

量加えた水。

大分県 ゆふの朝霧 湧水／加熱殺菌
日本名水 100 選の大分くじゅう山系の男池の湧水群でカルシウム,マ

グネシウムのバランスの良い美味しい水。

大分県 竹田の名水 湧水／非加熱殺菌
日本四大名水と称されている大分県の祖母山麓竹田湧水郡九州山脈

の大自然のフイルターにろ過された水。

大分県 グリーンウォーター 鉱泉水／加熱殺菌
葉緑素、ビタミン K、多糖体など健康維持に必要な成分を多く含むク

マ笹は高・低血圧、アレルギー、リウマチなどを防ぐ。クマ笹は高,

低血圧、アレルギー、リウマチなどを防ぐ。

熊本県 白川水源 湧水／紫外線殺菌
阿蘇の美しい山並の白水村に一級河川『白川』の水源がある。毎分

60トンの水を吹き上げる勇壮な水源の水。

熊本県 冷温水器 地下 300mの花崗岩から噴出した天然のアルカリイオン水 （冷泉水）

鹿児島県 きりしま
鉱泉水／加熱殺菌／
除菌

霧島の山麓に温度 66 度で自然湧出するアルカリ温泉を、100%天然

のままボトリングした水。セレニウム、シリコンが含まれているセ

レニウムは一日 200～300mg 摂取すると制ガン作用があるといわれ

る。

鹿児島県 屋久島縄文水 深井戸水／加熱殺菌

屋久島は年間降雨量が平均 4,000ml を超す多雨地帯で樹齢 1000 年以

上の『屋久杉』7,000 年以上の『縄文杉』を育てた。標高 2,000m に

近い山々に降り注いだ雨は、この島を構成する花崗質をとうり抜け

た水。

鹿児島県 薩摩の千年水 温泉水／加熱殺菌
鹿児島県吉田町の森林の地下 1200m の温泉水でこの深さまで水が浸

透するのは 700 年以上の歳月がかかるといわれ,まさに千年水と呼ぶ

に相応しい水でゲルマニュウムの入った水 。

沖縄県 沖縄の命水 七滝の水
深井戸水／非加熱殺
菌

沖縄県大宣味村喜如嘉は日本一長寿の里で七滝の水はこの地にある

神秘の泉、七滝の地下から採取した水。

GE ウオーター 清涼飲料水
鉱水と果物エキスから出来ている。気になる臭いを和らげる働きの

ある水で 1日 300ml 以上飲んでください。



WORLD WATER
世界のお水

国名 品名 種類 特徴

イギリス ハイランドスプリング 鉱泉水／無殺菌
源泉はイギリススコッチウィスキーの本場ブラックフォード。何層

もの赤い砂岩と玄武岩からなりヒースの生い茂る斜面 を流れ落ちる

雨水を自然にろ過している。

イギリス
ハイランドスプリング
（スパークリング）

鉱泉水／無殺菌
源泉はイギリススコッチウィスキーの本場ブラックフォード。何層

もの赤い砂岩と玄武岩からなりヒースの生い茂る斜面 を流れ落ちる

雨水を自然にろ過している。

イギリス
ハイランドスプリング
（スポーツキャップ）

鉱泉水／無殺菌
源泉はイギリススコッチウイスキーの本場ブラックフオード何層も

の赤い砂岩と玄武岩からなりヒースの生い茂る斜面 を流れ落ちる雨

水を自然にろ過している。

イギリス
テイナント
（カーボネイト）

鉱泉水／除菌
（発泡水）

イギリスウェールズ地方の『グライ層』と呼ばれる泥炭質の表土の

あるローム層が生んだ水。

イギリス
テイナント
（スティル）

鉱泉水／除菌
イギリスウェールズ地方の『グライ層』と呼ばれる泥炭質の表土の

あるローム層が生んだ水。

イギリス
テイナント（スティル）
ペットボトル

鉱泉水／除菌
イギリスウオールズ地方の『グライ層』と呼ばれる泥炭質の表土の

あるローム層が生んだ水。

フランス ヴァットヴィレ-ル 鉱泉水／無殺菌
フランス東部ヴァットヴィレールの鉱泉水で 500ml。1 本で 1 日の

カルシウム必要量の 1/4 を摂取出来る

フランス ヴィッテル 鉱泉水／無殺菌
フランス東部『ヴィッテル村』の鉱泉水で泥灰質石と石灰岩の地層

によって育てられた水はカルシウムが豊富で牛乳の４倍近くも吸収

率が高く牛乳嫌いの人にお勧めの水。

フランス ヴァルス 鉱泉水／無殺菌
ヴァルスはフランスのヴィヴァレー山で 1587 年に発見されて以来、

400 年以上の間愛飲されてきた水で採水地のヴァルス.レ.ヴァンは気

候に恵まれた温泉地で豊富なミネラルを含んだ水です。

フランス エクスレバン 鉱泉水／無殺菌

フレンチアルプス ルヴァール山麓の自然環境に恵まれたラフィ.サン

シモンエストの水が水源。エクスレバン市はローマ時代から有名な

温泉保養地で、最近ではワールドカップフランス大会の日本チーム

キャンプ地にもなった。サルフェートが新陳代謝を活発にしてダイ

エットのサポートにもお勧め。

フランス エビアン 鉱泉水／無殺菌
フレンチアルプスの地層で 15 年以上の歳月をかけてろ過されること

により、天然のミネラルを豊富に含んだ生産量 世界 No.1 の水。

フランス エビアンムーバーボトル鉱泉水／無殺菌
フレンチアルプスの地層で 15 年以上の歳月をかけてろ過されること

により、天然のミネラルを豊富に含んだ、生産量世界 No.1 の水。3

種類各 4本入りの限定バージョン。

フランス オードプルム 無殺菌／湧水
世界最後の楽園フランス領ニュウーカレドニアのモンドール山プル

ム峠の蛇紋岩断層から湧き出た自然源泉水でミネラル分が少なく赤

ちゃんにも安心な水

フランス コントレックス 鉱水／無殺菌
パリジェンヌの間で大人気の水で含まれているサルフートと言うミ

ネラルが利尿作用を促進して新陳代謝を高めて美容と健康によい

水。

フランス トノン 鉱水／無殺菌
フレンチアルプス山脈の幾層もの地盤を時間をかけてゆっくりとろ

過され地層に含まれるのミネラル分を自然のバランスで溶かしこん

だ水。

フランス フレーバーペリエライム
鉱泉水／無殺菌
（天然発泡水）

南フランスのヴェルジューズを源泉とし地中で３種類（砂の地層・

石灰岩の地層・炭酸ガスを含んだ地層）の性質の違った地下水が混

じり合った水。

フランス フレーバーペリエレモン
鉱泉水／無殺菌
（天然発泡水）

南フランスのヴェルジューズを源泉とし地中で３種類（砂の地層・

石灰岩の地層・炭酸ガスを含んだ地層）の性質の違った地下水が混

じり合った水。

フランス ペリエ 鉱泉水／無殺菌
（天然発泡水）

南フランスのヴェルジューズを源泉とし地中で３種類（砂の地層・

石灰岩の地層・炭酸ガスを含んだ地層）の性質の違った地下水が混

じり合った水。



（天然発泡水） 石灰岩の地層・炭酸ガスを含んだ地層）の性質の違った地下水が混

じり合った水。

フランス ボルビック 鉱泉水／無殺菌

ボルヴィックの採水地は中央フランスの『ピュイ・ドゥ・ドーム』

という町オーベルニュ山岳地帯の国立公園の中にある火山性の丘と

丘のゆるやかな傾斜に挟まれた場所にあり高原に降った雨が天然の

フィルターで数年間じっくりろ過された水。

ドイツ トニースタイナー
鉱泉水／無殺菌
（天然発泡水）

ドイツでは発泡性の水が好まれている。原水は地下数千メートルの

マグマからほとばしり出る高圧、高温の水蒸気が上昇していく途中

で幾つもの地層を通 過していく間に冷却され、ろ過されて天然の発

泡水になっている。

ドイツ エンジンガー 鉱泉水／無殺菌
バーデン ヴュルテンブルク州 シュトゥットガルトより北西約 40km

に位置するエンジンゲン村を源泉にしている。この水はドイツのサ

ッカー選手ブッフバルトが CMに出ているドイツでは有名な水。

イタリア ウリベート
鉱泉水／無殺菌
（天然発泡水）

イタリアの『食の宝庫』トスカーナ州の美しい泉ウリベートテルメ

から湧き出た水で、ミネラル分も多くサルフェートが 150m/l とダイ

エットもサポート出来る。又重炭酸塩 683m/l で胃腸の働きを整える

効果もあると言われている。

イタリア ゴッチアブルー 鉱水／無殺菌
イタリア語でゴッチアブルーとは、水滴と言う意味で硬度 247.7 と

ミネラル分も多くサルフェートが 25.2mg/l で利尿、排便効果があり、

ダイエットのサポートに良い。

イタリア スルジーヴァ 鉱泉水／除菌
トレンテイーノ自治区アダメッロ ブレンダ自然保護区内のドロミテ

山脈,標高 1134m の名水をボトリング。イタリア国内のシェアラン

キング１位。

イタリア
スルジーヴァ
（発泡水）

鉱泉水／除菌
（発泡水）

トレンテイーノ自治区アダメッロ.ブレンダ自然保護区内のドロミテ

山脈,標高 1134mの名水をボトリング。

イタリア サンジェミニ 鉱泉水／無殺菌
イタリア アルプスの麓 ロンバルデイアの泉から湧き出た水をその

ままボトリングをしました。

イタリア サンベネテッド 鉱水／ろ過

イタリアはベネチアのヨーロッパアルプスに降り積もった雪が永年

の歳月を経て天然のミネラルを含んだ水で地下 300m から汲み上げ

て 20μのフイルターによってろ過した水イタリア鉄道の車内販売、

アリタリア航空の機内サービス用の水として、イタリアでは上位の

シェアを持っている。

イタリア サンベネテッド炭酸 鉱水／ろ過

イタリアはベネチアのヨーロッパアルプスに降り積もった雪が永年

の歳月を経て天然のミネラルを含んだ水で地下 300m から汲み上げ

て 20μのフイルターによってろ過した水イタリア鉄道の車内販売、

アリタリア航空の機内サービス用の水として、イタリアでは上位の

シェアを持っている。

イタリア サンペレグリノ
鉱泉水／無殺菌
（天然発泡水）

イタリア北部に涌き出た、アルプスの天然水で石灰岩と火成岩の地

層地下 400m の帯水層が源泉で多くのミネラルを含む為、くせが強

すぎて飲みにくいので天然の炭酸を後から入れている。ピザやスパ

ゲティと一緒に飲むととてもおいしい。

イタリア パンナスプリングス 鉱泉水／無殺菌
イタリアトスカーナ地方に水源を持ち 1927 年以来厳しい品質管理の

もと大切に守られてきた水。パスタなどと飲むととてもおいしい。

イタリア ソーレ 鉱泉水／無殺菌
イタリア アルプスの麓 ロンバルデイアの泉から湧き出た水をその

ままボトリングをしました。オリゴミネラルウオーターとは 180 度

に加熱してもしても,ミネラ分は残っている水の事を言う。

イタリア ソーレスパークリング
無殺菌
（天然発泡水）

イタリア アルプスの麓 ロンバルデイアの泉から湧き出た水をその

ままボトリングをしました。オリゴミネラルウオーターとは 180 度

に加熱してもしてもミネラ分は残っている水の事を言う。

イタリア フェラレーレ 湧水／無殺菌
イタリア南部カンパーニャ州のアッサノ谷の地下から湧き出る天然

の発砲性ミネラルウオーターで重炭酸塩 1.372mg/l はいっていて胃

腸の働きを助けて食欲増進にも役立ちます。

イタリア フォンテ・パラヴィッソ
鉱泉水／ろ過
（発泡水）

アルプスの峰々を望むランツォディンテルヴィにて幾年もの間、育

まれた水。重炭酸塩は消化を活性し利尿作用に絶大な効果 が有り血

圧を下げるのに良いそうです。10度位に冷やしてお飲み下さい。（重

炭酸塩：244.00mg/l）



炭酸塩：244.00mg/l）

イタリア ロケッタ 鉱泉水／無殺菌
ペルージャの大自然グアルドダヂィーノ地方から湧き出させる鉱泉

水で体内浄化の効果があるといわれている。

イタリア ロケッタ発泡水 鉱泉水／無殺菌
ペルージャの大自然グアルドダヂィーノ地方から湧き出させる鉱泉

水で体内浄化の効果があるといわれている。

ベルギー バルベール 鉱泉水／無殺菌
ジュラ紀の推積層でろ過された天然水でカルシウムが豊富だがマグ

ネシウムが少ないので苦味がなくおいしい水。

ノルウェー オルデン 鉱泉水／無殺菌
約 5,000 年の長い歳月自然界に保護された氷河をボトリングした水。

軟水でとっても口あたりが良くおいしい水。

スイス スイスウオーター 鉱泉水／無殺菌
マッターホルン峰ヴァレイの深層の水源より彩水しています。長い

年月をかけて大自然でろ過されたピュアの硬水。ダイエットのサポ

ートにも最適。

スイス
スイスウオーター
(炭酸入り)

鉱泉水／無殺菌
マッターホルン峰ヴァレイの深層の水源より彩水しています。長い

年月をかけて大自然でろ過されたピュアの硬水。ダイエットのサポ

ートにも最適。

ポルトガル ルソ 湧水／無殺菌
ルソ村は豊な森林が広がるプサコ丘陵地帯に有り、今から 140 年前

に湧水が発見された。森林地帯の何層もの地層によってろ過された

水。

スペイン モンダリス 湧水／非加熱殺菌
ローマ時代から純度が高くヨーロッパ人が好む温泉保養地から涌き

出る水でイベリア、スペイン航空の機内サービス用の水。ISO-9001

認証取得

スペイン サンタニオル ろ過
フランス国境に近いピレネー山脈の原始のまま保護された 600ha に

およぶ La Garrotxa 火山公園内に水源があり地下 55m から湧き出た

水。

スペイン
サンタニオル
（炭酸水）

ろ過
フランス国境に近いピレネー山脈の原始のまま保護された 600ha に

およぶ La Garrotxa 火山公園内に水源があり地下 55m から湧き出た

水。

アメリカ クリスタルガイザー 湧水／非加熱殺菌
カリフォルニア東部のホイットニー山系にある国立野生保護区域に

涌き出る水。源泉 100%のくせのない水。クリントン大統領やサミー・

ソーサも飲んでいるアメリカNo.1 の水。

アメリカ
ハワイ海洋深層水 硬度
300

清涼飲料水／逆浸透
膜抜塩

海水の成分は場所によっても違うが塩分(Nacl)を除いた深層水と人体

の成分は良く似ている。ハワイ深層水は水深 915m で約 6 度の深層

水を摂取していて多くのミネラルを含んだ水でマグネシウムが多い

割に苦味が少なく飲み易い水。

カナダ ウィスラー 伏流水／加熱殺菌
カナダ.ブリテイシュコロンビア州ウイスラー渓谷に数千年形成され

た氷河から溶けた水で、火成岩地層という天然のろ過システムによ

って純度高く清められたおいしい水

カナダ アイスエイジ
標高 4500ｍのカナダ西氷河水を原水としている。何十年と言う年月

をかけてゆっくりとろ過されているので、限りなく純粋に近い超軟

水。

カナダ アイスウオーター ボトルドウオーター
カナダの酸素入りスプリングウオーター、酸素、サルフート、カル

シウムなどがはいっているマルチウオーター。

中国 ラオシャン 鉱泉水／無殺菌
山東省青島のラオシャンで採水された花崗岩層の山で湧き出たで国

賓接待用の『貴賓水』として使用されている。

オーストリ
ア

オーストリアマウンテン
カフェウオーター

炭酸飲料
アルプスの天然水に炭酸、カフェイン、ビタミンを配合した水でタ

クシードライバーなどに愛用されている。

アラブ首長
国連邦

マサフィー 鉱泉水／オゾン除菌

UAE とオマーンの国境にある標高 1500m マサフイー山脈に数千年の

時をかけて降った雨が砂漠の砂を天然のフィルターとしてろ過され

た水。マサフィーとはアラビア語で命の水と言われている。NASA

の衛生管理法HACCP より認可されている最も安全性の高い水。

参考データ　　硬水ベスト１０と軟水ベスト１０


