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クリティアプラス黒糖生姜
グルコサミンで健康の秋

巡りをよくして健やかな毎日を

簡単！  天然水レシピ

今日から使える水知識

キティちゃんといっしょにクリティア習慣

スペシャルサーバー
レンタル開始

メインキービジュアル

●株式会社ウォーターダイレクトの
　企業マークとして定着した
　“水滴”をブランドロゴを用いて
　メインキービジュアルを作成しました。

●“水滴”の左上部にハローキティ。
　｢水の中からひょこっと顔を出した
　ハローキティ｣といった設定です。
　“水滴”の内部にある体は水を透かして
　見た表現としています。

●メインキービジュアルは、企業の
　CI的な使い方が推奨されます。
　（使用シーン例）
　　会社案内・各種業務用品
　　広告宣伝のキービジュアル等



Present アンケートに答えて、プレゼントをゲット！

応募方法

応募締切　2012年12月15日

クリティアコラーゲン &
クリティアはちみつ青汁 
セット

クリティア25*A

JCBギフトカード
2000円分

B
D

MAKOTO
「Sings Jazz」

a クリティアプラス
黒糖生姜グルコサミン

b

クリティアコラーゲン & 
クリティアはちみつ青汁 
セット

c
本誌インタビューに登場し
たMAKOTOさんのジャズ・
アルバム。ジャズのスタンダ
ードナンバーをはじめ、全11
曲が収録されています。

クリティアプラス
黒糖生姜
グルコサミン

C

（1カ月分）

健康食品2種類（各1カ月分）

パソコンまたは携帯からアクセスし、アンケートにお答えください。

応募方法　ボトルシールを4枚1口として、官製はがきに貼ってご応募ください。

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※アンケートの回答や投稿いただいたご意見は匿名で掲
載させていただく場合がございます。※お客様の個人情
報は、プレゼント発送以外の目的で使用することはありま
せん。※締め切り日以降のご応募は無効とさせてい
ただきます。予めご了承ください。

パソコンから
下記URLのクリティアWEBサイト内にある専用応募フォームよりご応募ください。
http://www.clytia.jp/enq3/enq.html
携帯から
右記QRコードから専用応募フォームに
アクセスしてご応募ください。

お友達ご紹介キャンペーン!

ドリームシールキャンペーン 第3弾

ご友人・お知り合いの方にクリティアをご紹介ください。

ボトルシールを4枚集めて応募。抽選で豪華賞品を1100名様にプレゼント!
1等 かに 50名、 2等 牡蠣 50名、 3等 魚沼産こしひかり 100名、 
4等 ほうとう 400名、5等 クリティアプラス健康食品より1品 500名（ ）

すでにご利用されているお客様と
新規でお申し込みされるお客様
おふたりとももらえます。

※お申し込みの際は、「紹介キャンペーンを見ました」とお伝えいただき、現在ご契約者様のご契約番号をお知らせください。※ご紹介
プレゼントは申し込み手続き完了後、4か月後にお届けとなります。なお、プレゼント発送時に現在ご契約者様および新規ご契約者様の
両方がご契約を継続されていることが条件です。※他キャンペーンとの併用はできませんので、あらかじめご了承ください。

申し込み方法 お申込・お問い合せは、下記キャンペーン専用ダイヤルまでご連絡ください。

050-5505-3744（平日9時〜18時／土日祝日9時〜17時）

キャンペーン期間 2012年10月1日〜12月25日お申し込み分まで

30名

30名

30名

ウォーターダイレクト��キャンペーン専用ダイヤル

A〜D のうちご希望の商品をおひとつプレゼント

あなたにも! お友達にも! 

記入事項　�裏面にシール4枚を貼り、��
①お客様番号（T00で始まる8ケタの番号）��②お名前　③クリティアへの一言をご記入ください。

宛先　�〒150―0031��東京都渋谷区桜丘町17―12��渋谷ジョンソンビル401�
クリティア�ドリームシールキャンペーン応募係

※詳細はクリティアWEBサイトへ

応募締切　2012年12月31日（当日消印有効）
7�0120-000-752　
メール：cs@waterdirect.jp

本キャンペーンに
関するお問い合わせ

※賞品はお選び
　いただけません。

（12ℓボトル）
2本



メインキービジュアル

●株式会社ウォーターダイレクトの
　企業マークとして定着した
　“水滴”をブランドロゴを用いて
　メインキービジュアルを作成しました。

●“水滴”の左上部にハローキティ。
　｢水の中からひょこっと顔を出した
　ハローキティ｣といった設定です。
　“水滴”の内部にある体は水を透かして
　見た表現としています。

●メインキービジュアルは、企業の
　CI的な使い方が推奨されます。
　（使用シーン例）
　　会社案内・各種業務用品
　　広告宣伝のキービジュアル等

●コックに取り付けるカバーはクリテ
ィアオリジナルキティちゃん。グラス
を持ったブルーとピンクのキティちゃ
んが向かい合って座っているよ。

●「熱湯がでます。
あぶないよ!」ステッ
カーもオリジナル！

●キラキラのラメ入りだから、
気分も盛り上がっちゃう。

クリティアオリジナル
ハローキティ誕生!

キティちゃんといっしょに楽しく クリティア習慣

世界109カ国で愛され続け、
モデルやミュージシャンなど日
本国内はもちろん海外セレブ
のファンも多い「ハローキテ
ィ」は、1974年に日本で誕
生。そのキティちゃんに、株式
会社ウォーターダイレクトの企
業マーク“水滴”や“水の結晶”
をモチーフに加えたのがクリテ
ィアオリジナルキティです。

おうちのどこに置いてもかわいい！　お水を入れるたびにキティに会えて、休憩タイムも
楽しい！　かわいいウォーターサーバーはおうちに遊びに来るみんなの注目の的に。

HELLO KITTY × CLYTIA
スペシャルサーバー
本体寸法：�H130×W32×D33㎝
本体重量：15.7㎏
機能：冷水（約6℃）、温水（約87℃）機能
　※温水はチャイルドロック機能付き
レンタル料金：月額1,050円（税込）

受付開始日：2012年10月1日

　※初回お届け日から1年間。その後は無料
　　となります。
　※�1年未満でご解約の場合、引取手数料お
よび残月数分のレンタル料金をお支払い
ただきます。© 1976, 2012 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL No. G531356

食事タイムも
キティちゃんと

いっしょ

ぱぱっと
お茶を用意して、
くつろぎのひと時



スペシャルサーバーレンタル開始！

ハローキティカスタマイズキット
こちらのウォーターサーバータイプも登場!

キティちゃんといっしょに楽しく クリティア習慣

レンタル中のウォーターサーバーに取り付けるだけでデコレー
ションできる冷水コック用マスコット、温水コック用ダブルロッ
クカバー、ステッカー（４種）の3点セットをご用意しました。従
来のスリムモデル用に加え、床置きタイプ（ロング）、卓上タ
イプ（ショート）用が新登場です。

ご購入＆お問い合わせは下記まで

詳細はwebをご覧ください

ウォーターダイレクト
70120–000–752

ウォーターダイレクト��クリティアお客様サービスセンター
受付時間：平日9時〜18時  土日祝日9時〜17時
※年末年始を除く

http://www.clytia.jp/pickup/kitty.html

ハローキティカスタマイズキット３点セット
セット内容：冷水コック用マスコット、
　温水コック用ダブルロックカバー、ステッカー（４種）
価格：3,570円（税込）
配送料別途：420円（税込）

株式会社サンリオ
デザイナー 相内さん

ボトルホルダーにはラメ入りの
素材を使用していますので、イ
ンテリアになじみすぎず、お部
屋を華やかにしてくれると思い
ます。キティにぴったりな淡い

ピンクのツートンカラーの本体
もかわいいですよ。コック部分
のマスコットは、とってもキュ
ート。お子さまにも楽しんでい
ただけるデザインです。

ポイントはラメ入りのカバー。
淡いピンクがかわいいですよ。

私がデザインしました

おやすみ前、
めざめの一杯も

すぐに補給！

メインキービジュアル

●株式会社ウォーターダイレクトの
　企業マークとして定着した
　“水滴”をブランドロゴを用いて
　メインキービジュアルを作成しました。

●“水滴”の左上部にハローキティ。
　｢水の中からひょこっと顔を出した
　ハローキティ｣といった設定です。
　“水滴”の内部にある体は水を透かして
　見た表現としています。

●メインキービジュアルは、企業の
　CI的な使い方が推奨されます。
　（使用シーン例）
　　会社案内・各種業務用品
　　広告宣伝のキービジュアル等



ウォーターダイレクトの取り組み
ご利用明細の確認方法変更のご案内

卓上型スリムタイプを
8月よりレンタル開始しました

選べるカラーは全3色
スペースを取らないすっきりとしたスリ
ムなデザイン。キッチンのカウンターな
どに設置できるので、お料理に、お茶に、
とっても便利です。

郵送にてお送りしているご利用明細を、2012年9月（8月ご
利用分）よりWEBマイページでのご案内に変更させてい
ただきます。切り替え後は携帯・パソコンからいつでもど
こでも簡単にご確認いただけます。

ホワイト／ピンク／ブラックを
ご用意しております。お部屋の
雰囲気に合わせてチョイスして
ください。

※WEB明細への切り替え後はご利用料金確定のご案内をEメールでお知らせ致
します。つきましては、マイページにてEメールアドレスのご登録をお願い致し
ます。　※メールアドレスの未登録や変更修正が行われていない場合は、ご利用
料金確定のご案内がお客様に届きませんので、ご注意ください。　※本サービス
は携帯からもご利用いただけますが、ご利用明細のダウンロードはパソコンサイ
トからのみのご利用となります。

［重要なお知らせ］
上記に伴い、ご利用明細の郵送を廃止させていただきます。引き続き書面での発送をご希望の
お客様はお手数ではございますが、ウォーターダイレクトお客様サービスセンター（0120–
000–752）までご連絡くださいますようお願い致します。

卓上型スリムウォーターサーバー
本体寸法：H85×W32×D33㎝
本体重量：12.05㎏
機能：冷水（約6℃）、温水（約87℃）機能
※温水はチャイルドロック機能付き



公式facebookページを開設

FBに投稿しています！ 富士山Diary【クリティアから富士山をお届け】

当社自慢の会議室より真上に月

お電話の自動音声案内にて、
お水の注文受付開始

ご注文方法はこちら!

ご登録いただいているお電話番号からサービスセンターへ
お電話いただくと、自動音声案内にて365日24時間ご注文承ります。

クリティアの生まれる地、山梨より刻々とうつろう富士山の写真を投稿しています。
ここではその中の一部を抜粋してご紹介します。皆様のコメントをお待ちしています!

ウォーターダイレクト
お客様サービスセンター

1 �追加のご注文�★

数量を偶数で入力

ご注文内容の確認�★

ご契約が1件のお客様 ご契約が2件以上のお客様

2 �お届け日選択�★

ご希望時間帯選択

ご契約ID＋♯
（Tから始まるお客様番号）

1 �最短お届け日�★
※お時間はご指定いただけません

お届日を4桁で入力
例：9月1日→「0901」と入力

ご注文完了 2 �修正1 �完了
※完了後のキャンセルはお受けいたしかねます。

70120–000–752をプッシュ

皆様に「クリティア」のファンになっていただけるよう、
公式faceboookページを開設しております。イベントや
キャンペーン情報、クリティア25*の生まれる地、富士山
の写真なども日々更新!　ぜひ覗いてみてください。

当社工場の会議室はガ
ラス張り。日本一の富
士山を見ながらの会議
です。会議テーブルに
逆さ富士が出現。

月が富士山の真上を
通過。いつみても富
士山ってキレイです
よね。毎日見ていて
も毎日感動。

クリティアプラス　2012 Autumn　2012年10月1日発行　HP：http://www.clytia.jp
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 2012–0222–0000–0000

※ご登録いただいているお電話番号よりおかけください。�※非通知設定は解除していただくか、または
186をつけてお電話ください。�※午前10時までにご利用いただければ、当日出荷いたします（お届け日は
地域によって異なります）。�※ガイダンスの途中で、ご注文をお受けできない場合がございます。その際
はオペレーターへ自動でおつなぎいたします（※平日9時〜 18時、土日祝日9時〜 17時）　※ご利用の電
話がダイヤル回線の場合は、まず電話機の＊もしくは、トーンボタンを押してからご利用ください。

※下図の数字の番号� 1 � 2 �等は、電話のボタンを表しています。
※★部をのぞき、音声の途中でも操作が可能です。

http://www.facebook.com/clytia25



耐熱ボウルにバターを
入れ、電子レンジに20

ー 30秒ほどかけて、やわら
かくねる。砂糖を加えてす
り混ぜる。生姜の絞り汁、
グルコサミンを加えてむら
がなくなるまで混ぜる。

バゲットを約5㎜の厚
さにスライスし、1を塗

る。塗った表面に炒り胡麻
をつけて（量はお好みで）、
クッキングシートを敷いた
天板に並べる。

100℃に熱したオーブ
ンで40〜 50分、乾燥

するまで焼く。焼き上がっ
たら、お皿に盛りつけて完
成。冷ましてから密封容器
にいれれば、保存も可能。

クリティアとアイディアレシピで
手軽に栄養を補給 !

※「クリティアプラス黒糖生姜グルコサミン」のご購入は、お電話、WEBで受け付けております。

1 2 3

簡単!  天然水レシピ

バゲット1本（約200g）、無塩バター
50g、きび砂糖（または上白糖）50g、
生姜の絞り汁小さじ1、クリティア
プラスグルコサミン1包（2.5g）、炒
り胡麻（白黒合わせて）約50g

材料（3〜 4人分）

生姜風味の
胡麻ラスク

クリティアプラス
黒糖生姜グルコサミンで



　日本女性の二人に一人は、慢性的な便秘の悩みを抱
えているといいます。腸の不調は万病の元というよう
に、便秘は一刻も早く改善すべき症状。その大きな原
因は、水分や野菜の摂取不足によるものです。男性よ
りも水分率が低く、ノドの渇きに鈍感な女性は、あま
り水を飲まない傾向に。そのため、さらに水分率が低
くなり、代謝の悪化を招いているのです。慢性的な便
秘に悩んでいる人は、ほとんどが「あまり水を飲まな
い人」です。便秘を治して身も心もすっきり。軽やか
な毎日を過ごすためにも意識して水を飲みましょう。

　そして二回目は夜、寝る前。睡眠中は汗と呼気によ
って、約0.5ℓ、多い時は1ℓもの水分が失われます。寝
ている間は水分補給できないので、体は水分不足でカ
ラカラ、血液もドロドロに。肌の潤いが失われるばか
りでなく、血管が詰まって脳梗塞や心筋梗塞の原因に
もなりかねません。ですから寝る前に水を補給し、体
の水分量を満たしておくことが大切です。就寝前の水
は、覚醒作用のない常温がおすすめ。また、お水の種類
は目覚めの一杯も、寝る前の一杯も体に負担をかけな
いアルカリ性の軟水を選ぶとよいでしょう。

目覚めの冷たい一杯

よい巡りで
健やかな毎日を

寝る前の常温の一杯

今日から使える水知識
水博士に聞く

東京医科歯科大学名
誉教授、人間総合科
学大学教授。

教えてくれた先生
藤田 紘一郎先生

水パワーで便秘解消

　空腹時・おやつの後・お酒の後・お風呂の前後以外
に、欠かすことのできない水を飲むタイミングが二回
あります。一回目は、朝、目覚めた直後。起きたらすぐ
に冷たい水を飲む習慣を。覚醒作用がある水は、体を
すっきりと目覚めさせます。また睡眠中に高くなった
血液の濃度を下げるので血液がサラサラに。水分が吸
収されることで腸の動きも活発になり、便秘も解消。
さらに腸から吸収された水は、血液やリンパ液として
体中を巡り、酸素や栄養素を届けて老廃物を排出して
くれるため、朝から代謝のいい状態がつくれるのです。



――クリティアを使うきっかけは?
　お茶屋のお母さんがクリティアを使っ
ていて、ある時飲んだら「これ、ええわ
～」って。「さわやかでおいしい！」と単
純に思ったんです。それからですね。お
母さんのところはお湯も出る12ℓパック
の大きいクリティアですが、私はその半
分の6ℓパックのクリティアミニを置い
ています。一人なので、これで十分。ワン
プッシュで出てくるのは冷たい水だけで
すが、電気ケトルもついているので、沸か
すのはそんなに手間ではないです。
――以前からお水は飲まれていましたか?
　いつも何か飲んでいないと手持ち無沙
汰になってしまう性分なので、何かしら
飲んでいました。お水はどの水とか意識
して飲んではいませんでしたね。水道水
も飲んでいたくらいです。京都の水は普
通に飲める水質になっていますが、いつ
の頃からかいちいち沸騰させて飲むよう

に変わっていたんです。全く理由はない
んですが。体調を崩して、水って大切だ
なって感じていた時にクリティアと出会
って、初めて“おいしいっ！”て、体が直
感したんです。とてもクリーンな印象で
透明感があって、体に浸み込んでいく感
じがしました。
――体が水を求めている感じですか?
　人間の体は水でできているといわれま
すけど、クリティアを飲んでいると体が
自然と水に戻っていく感じが想像できた
んです。それからは浴びるようにじゃん
じゃんですね。何となく野菜が無性に食
べたくなったり、がっつりしたものが食
べたくなったり、体って、何かが不足し
ているとサインを出してくれますよね。
それと同じなんです。クリティアを飲ん
でいると、体が不思議と「足りてるっ！」
って言ってくれるような気がするんです。
　仕事柄、太らないように気を付けてい
ますが、知らないうちに食べ物を控えた
りして、その分、水をがぶがぶ飲んで自
然に空腹を満たす“なんちゃって断食”
しているんですよ。体調を崩してからは、
マクロビオティックのお料理教室にも通
ったり。その時、その時、感じること思う
ことをやることで、体が求める方向に意
識せず流されていくみたいです。　
　ちょっと心がしんどいなと思うと、琵
琶湖のほとりに出かけたり。体はクリテ
ィアで、心は琵琶湖で浄化されているん
ですかね。きっと私、お水が大好きな性
分なんでしょうね（笑）。

Interview

16歳で舞妓、21歳で芸妓となる。祇園甲部歌舞会に
所属する芸妓「真箏」として、日本の伝統美を継承。
一方、ジャズシンガー「MAKOTO」として01年に
メジャーデビュー。ライブ活動などを行っている。
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※掲載された内容は、利用者の個人的感想を掲載したものであり、商品に、特定の効能や効果があることを保証するものではありません。



【新ウォーターサーバー仕様】
名称	 ：amadana×CLYTIAウォーターサーバー
カラー	 ：ブラウン
価格	 ：本体27,300円、木製置台7,350円（別売）
外形寸法	：本体H85×W28×D28cm、木製置台H55×W39×D39cm
機能	 ：冷水（約6℃）、温水（約87℃）機能
	 		※温水コックチャイルドロック機能付き

1.シックなインテリアにもマ
ッチする高級感溢れるブラウ
ンカラーを採用。リビングに
キッチンに、またオフィスの
インテリアに合うデザインで
す。	2.落ち着いたデザイン
がリビングに違和感なく溶け
込みます。スマートな木製置
台でより雰囲気のあるスタイ
ルに。キッチンに設置すれば、
毎日の料理にも大活躍。

ご予約 & お問い合わせは下記まで 予約方法：電話・専用WEBにて予約受付

ウォーターダイレクト
050–5505–3744
ウォーターダイレクト		クリティアお客様サービスセンター
受付時間：平日9時〜18時  土日祝日9時〜17時
※年末年始を除く

専用WEBサイト：
http://www.clytia.jp/amadana

1

2

インテリアになったウォーターサーバー
洗練のamadanaデザインで登場

日本初!

エレクトロニクスブランド“amadana”と
“CLYTIA”共同開発のウォーターサーバーを9月に発売いたしました。
インテリアに溶け込む洗練されたデザインが、お水のある暮らしをオシャレに演出してくれます。

※写真1、2の置台は実際の仕様と異なります。ご了承ください。	※印刷の都合上、商品の色が現物と異なる場合があります。

※配送料は3,780円とさせて頂きます。本体のみ、置台のみの配送料は1,890円です。
※北海道エリアの配送については別途630円を頂戴いたします。※掲載価格は税込みです。


