
インテリアになったウォーターサーバー
洗練されたデザインでもっとスタイリッシュに



働く時間をうるおす
仕事の合間のブレイクタイム、お客
様との会議…ウォーターサーバーが
活躍するシーンが多いオフィスで
も、スマートなスタイルは注目の的。
美味しい水と、美しいウォーター
サーバーが、働く時間をうるおします。

Office

洗練されたおもてなし
ヘアサロンの待合室や、ショップの商談
スペースなど、大切なお客様をお迎え
する空間をさりげなく飾るデザイン。
センスを感じる上質なおもてなしを
お届けいたします。

Shop

住まいにとけこむ
北欧調から、カントリー、ヨーロピアン、和室まで…どんな空間にもセンス良く調和する佇まい。
インテリアとしてもお楽しみいただけるウォーターサーバーです。

Living

日々をうるおす、洗練されたデザイン
amadana× CLYTIAより誕生した新発想のウォーターサーバー。
洗練されたデザインが、さまざまな空間やシーンに、心地よく調和します。



ウォーターサーバー

冷水も、温水も。すぐに使えるスマートな機能性。
冷水（6℃前後）と温水（87℃前後）が、コックを押すだけで利用可能。
冷蔵庫で冷やす、ポットで沸かす、ペットボトルを買いに行く。そんな手間はもういりません。
お洒落なデザインのウォーターサーバーで、毎日がもっとスマートに。
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小さなお子さまも
安心のチャイルドロック

ブラウン

ホワイトブラック

本体との一体感にこだわったボトルカバー
お水の残量がわかるよう透明度のある素材を採用する一方
で、本体との一体感にこだわったインテリアに自然になじむ、
スタイリッシュな質感を実現。

温水コックはチャイルドロック機能付き
なので、小さなお子さまがいる環境で
のご使用も安全・安心。

置台にはフォルムをスマートに見せ、インテリアとしての質感を
高める天然木を使用。

モダンな雰囲気を演出する木製置台

ホワイト
（本体：ホワイトに付属）

ブラウン
（本体：ブラック、ブラウンに付属）

ダブルロックカバー
作動中に誤って操作することが無いよう、
クリーンシステム作動時に取り付けます。

より安心してお水をお飲みいただくための
「加熱クリーンシステム」搭載

クリーンスイッチを押すことにより、冷水タンク内の水を加熱し、ウォー
ターサーバー内をクリーンな状態に保ちます。

加熱クリーンシステムの仕組み

※クリーンシステム作動を解除する場合はコンセントを外してください。途中で
解除した場合は冷水が70°C程度になっていますのでコンセントを入れ約1時
間後から冷水を使用してください。

クリーンシステム作動後、システムが終了して冷水・温水が再度ご使
用できるまでに約4時間かかりますのでお客様が普段ご使用しない時
間（就寝前など）にシステムを開始することをお勧めいたします。

新しいライフスタイルを提案するエレクトロニクスブランド
日本ならではの生活様式と美意識、テクノロジーを掛け合わせて生まれた、エレクトロニクスブランド。モノと情報が溢れ、
めまぐるしく移り変わる都市において、生活の佇まいを感じさせ、永く愛着の対象となるようなモノづくりを追求し、これまで
日本が培ってきた美意識と技術を21世紀に受け継いでいくこと。陶器がチャイナと呼ばれ、漆器がジャパンと呼ばれたよ
うに、エレクトロニクスプロダクツが21世紀を象徴する日本の文化的存在になること。「FROM JAPAN GO GLOBAL!!」をコ
ンセプトに、日本の「家電」の常識を変える魅力的なプロダクトを次々に生み出している。http://www.amadana.com

小さなお子さまにも安心の
軟水です
クリティアの天然水は、長い歳月をかけて自然がろ過
してつくった軟水です。古くから日本人が慣れ親しん
できた軟水のお水は、ミルクに使用しても未発達な
赤ちゃんに負担をかけないといわれています。赤ちゃ
んにもママにも、安心でやさしい軟水の天然水です。

つぶれるPET素材のボトルで
快適に
クリティアは、使い切りタイプのつぶれるPET素材の
ボトルを採用。使用済みのボトルはPET素材として資
源リサイクルが可能です。さらに一回切りの使い捨て
ですので空きボトルがお家に溜まることもなく、衛生
的です。

重たいお水の注文は配送料無料※1・2

の定期配送にお任せ
お届け周期と本数、配送時間帯※3をご指定いただき、
お水を定期的にお届けするので、買い忘れがありませ
ん。ご都合が変わったら、お電話はもちろんインター
ネットで簡単に変更※4が出来ます。配送料無料※1・2

のお得で便利なシステムです。
 ※1  送料無料のお住まいエリア以外からのご注文の場合、別途

100円（1本あたり・税込108円）を頂戴いたします。

※2  北海道エリアについては、別途送料300円（1本あたり・税
込324円）を頂戴いたします。

※3  お届け先が法人の場合は時間帯指定を承っておりません。

※4  お電話での変更は次回配送予定日の5日前までインターネット
では7日前までとなります。

再配達も思い通りに
配送時に万が一ご不在でも、再配達のサービスをご
利用いただけます。だからお留守でも安心です。

※ 配達専門会社のサービス内で、土日や配送時間帯をご相談
いただけます。

※ 商品のご注文は2本から、偶数単位となります。

※ お届け先が法人の場合は時間帯指定を承っておりません。

変わらない品質を提供するために厳
重な品質管理
クリティアは、環境の整ったクリーンルームでボトル充
填。異物混入検査に加え放射線チェックを行い品質
管理し、安心・安全なお水をお届けしています。

冷水と温水が
すぐに利用できる
冷水（6℃前後）と温水（85℃前後）がいつでも利
用OK。冷蔵庫で冷やす、ポットで沸かす、そんな手
間はもう不要。料理に、飲み物に、欲しいときに手
間なしで冷温水が利用できる便利さが魅力。小さな
お子さまのいる家庭向けに温水コックチャイルドロッ
クも搭載しています。

オトクで便利な
配送システム

※画像はイメージに
　なります。

商品名 成分量（100ml あたり） 成分量（1000mlあたり） pH 値

ナトリウム

0.68mg

カルシウム

0.64mg

マグネシウム

0.22mg

カリウム

0.12mg

バナジウム 8.3
（弱アルカリ性）

25mg/ℓ
（軟水）

7.7
（弱アルカリ性）

83mg/ℓ
（軟水）

7.5
（弱アルカリ性）

36mg/ℓ
（軟水）

91μg

ナトリウム

1.3mg

カルシウム

3.2mg

マグネシウム

0.079mg

カリウム

0.12mg

ナトリウム

0.54mg

カルシウム

0.89mg

マグネシウム

0.33mg

カリウム

0.32mg

シリカ

49.7mg

CLYTIA
富士山のお水

CLYTIA
金城のお水

CLYTIA
阿蘇のお水

硬度

おいしい“天然水”にこだわりました。
水は、毎日に欠かせないもの。だからこそ、おいしく安全なものを気軽に楽しんでいただきたい。
そんな想いで、水の風味や品質の管理はもちろん、配送システムやボトルの構造にまでこだわりました。
『CLYTIA』で、天然水のある豊かな暮らしを体験してみませんか。

美しい自然から生まれた

CLYTIA 金城のお水

富士山の恵み

CLYTIA 富士山のお水

雄大な阿蘇山の大自然が
育んだ天然水

CLYTIA 阿蘇のお水

北海道エリアの場合
別途追加送料300円（1本あたり・税込324円）を
頂戴いたします。

選べる天然水
3つの採水地から選べます。

近畿・中国・四国
配送料無料

エリア

自然の力で、ゆっくりじっくりろ過された
天然水。 島根の青い海と緑の大地が育む
美しい自然の力で生まれた天然水です。

東北・甲信越・北陸・
関東・中部

配送料無料

エリア

自然の力で60年※以上。ゆっくりじっくり
ろ過された天然水。富士山麓の地下約
200mからくみ上げてお届けします。
※株式会社地球科学研究所しらべ（2013年7月）

九州
配送料無料

エリア

日本名水百選の地、熊本県阿蘇郡南阿蘇
村を水源とする阿蘇山の恵みを受けたミ
ネラルバランスの良い天然水。

12Lを
2 本単位で
お届け

配送料無料のお住まいエリア以外からのご注文の場合
12L×1本 あたり、別途100円（税込108円）の
追加送料が必要です。

九州地方（阿蘇のお水配送エリア）にお住まいの
お客様も、別途追加送料のご負担で富士山、金城の
お水をお楽しみいただけます。

例
え
ば

スタンダードプラン
1,900円（税込2,052円）

ずっとクリティアプラン（3年契約）
1,750円（税込1,890円）
※cado×CLYTIAウォーターサーバーの場合、

1,450円（税込1,566円）



株式会社ウォーターダイレクト　〒141-0032　東京都品川区大崎4-1-2　ウィン第2五反田ビル8F 2015-704

・PSEマーク安全基準に適合した商品ですので安心・安全です。　
・ウォーターサーバーは日本国内専用、室内専用です。　・ウォーターサーバー背面と壁の間は15㎝以上離して設置をしてください。

※本カタログに掲載している商品の色は印刷の関係上、実際と異なる場合があります。  ※仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商品名 amadana×CLYTIAウォーターサーバー

型番 HC12D1-WD-RF HC12D1-WD-RF BK HC12D1-WD-RF WH

カラー ブラウン（BR) ブラック（BK） ホワイト（WH）

サイズ
本体 H 85cm（ボトルカバー含）× W 28cm× D 28cm

専用台 H 55cm× W 39cm× D 39cm

重量 18.3㎏（本体：15㎏／専用台：3.3㎏） 19.5kg（本体：15㎏／専用台：4.5㎏）

容量
冷水タンク 1.2L

温水タンク 0.9L

温度
冷水 6℃前後

温水 87℃前後

搭載機能 温度過昇保護装置、加熱クリーンシステム、温水コックチャイルドロック

定格消費
電力

冷却時 80W

湯沸し時 350W

定格電圧 AC100V／50～60Hz

価格
①一括払い 本体：33,000円 （税込35,640円）+配送料：3,600円（税込3,888円）

②分割払い
月額：1,500円（税込1,620円）×24回（総額 36,000円（税込38,880円）／実質年利8.5%）

+配送料：3,600円（税込3,888円）

備考

・amadana×CLYTIAウォーターサーバーは販売のウォーターサーバーとなります。
・お申し込みはクレジットカードでの支払いとなります。
・お水の購入は定期購入申込書をご確認ください。
・分割払いには、別途分割払契約書が必要となります。 ㈱ウォーターダイレクト基準の審査がございます。
  審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
・専用台は天然素材の木材を使用しているため多少の色の誤差がございます。天然木ならではの風合いとなりますことご了承ください。

レンタル 販売

ウ
ォ
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商品名 スリムサーバー Ⅱ スリムサーバー　床置タイプ スリムサーバー　卓上タイプ cado×CLYTIA ウォーターサーバー

サイズ H127.2cm×W27cm×D34.5cm H130cm×W32cm×D33cm H85cm×W32cm×D33cm H115cm×W30cm×D38.6cm

重量 18.0㎏ 15.7㎏ 12.05kg 24.0kg

容量 冷水タンク：2.5L／温水タンク：1.8L 冷水タンク：2.2L／温水タンク：2.0L 冷水タンク：2.2L／温水タンク：0.9L 冷水タンク：3.0L／温水タンク：2.0L

温度 冷水（6℃前後）  温水（85℃前後） 冷水（6℃前後）  温水（87℃前後） 冷水（8℃前後）  温水（83℃前後）

機能 エコモード、温度過昇保護装置、
温水コックチャイルド ロック 温度過昇保護装置、温水コックチャイルド ロック

温度過昇保護装置、エコモード、
加熱クリーンシステム、チャイルドロックスイッチ、

弱冷水モード、再加熱機能

料金
無料レンタル

※初回手数料2,000円（税込2,160円）
※シルキーゴールドはデザイン料1,000円
（税込1,080円）が別途必要です。

無料レンタル
※初回手数料2,000円（税込2,160円）

販売価格
【一括払い】本体 :43,200円（税込46,656円）,
【分割払い】1,200円（税込1,296円）×36回

（総額43,200円・（税込46,656円）/
 分割手数料は当社負担）

銘水の採水地として名高い
富士山。その地下からくみ上
げた最高水準の天然水を、
より簡単にいただけるのが、
「クリティアデイリー」です。

4大ミネラルはもちろん、天然
バナジウムが豊富に含まれて
います。10Lのコンパクトパッ
クですからご家庭でもお得に、
便利にご利用いただけます。
箱上部の取り出し口から注ぎ
口を出しセットするだけで、い
つでも、どこでも、おいしい
天然水が楽しめます。

価格
 1,479円（税込1,598円）／本
※ご注文は2本から偶数単位と
なります。

ウォーターサーバー

クリティアデイリー

アイスホワイト ブラック ピンクアイスホワイト ブラック ピンク ホワイトホワイト シルキーゴールド ブラック ブラック ボルドー


