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おかずにもなる
野菜のおやつ

疲れた体と肌に
お水の力

簡単！  天然水レシピ

今日から使える水知識

より確かな安心をお届けするために
クリティア25＊の工場をリニューアル！



自動倉庫導入で省人化

ボトルブローがよりエコロジーに
　ペットボトルの原型「プリフォーム」を型
に入れて熱と空気でふくらませる最新式の
ボトルブロー成形機を導入。容器の軽量化を
可能にし、より環境にやさしくなりました。

2ライン化で
さらなる安定供給を実現
　製品を安定供給するために、生産ライン
を1ライン増設。月間115万本の製造を可
能にしました。2ライン化により、さらなる
安定供給に努めてまいります。

　保管・出荷のオートメーション管理を
する自動倉庫の設置で省人化を実現。人の
手を介さないことでより一層衛生的にな
るだけでなく、作業効率も向上します。

ウォーターダイレクト 
工場をリニューアル！
より安定的な商品供給のために、富士吉田工場に最新鋭の設備を導入し、作業工程を
最大限に自動化。生産工程はもとより、自動倉庫の設置でシステマチックな管理が可能に
なりました。人の手が入る工程を極力減らし、より一層のクリーン化も同時に実現しています。

工場リニューアルで

ココが変わる！
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クリティア25＊ができるまで

❶原水をフィルターでクリアに

❷衛生的な最新式のボトルブロー

❸充填してキャッピング

地下約200mからくみ上げ
た冷たい原水は、結露防止
のため約20℃まで温めま
す。その後除砂し、3種類の
フィルターを通して細菌や
異物を除去します。

ペットボトルの原型「プリフ
ォーム」を120℃の熱で温め
てから型に入れ、熱と空気
で一気に膨らませます。

ろ過した天然水は、クリーン
ルームで洗浄を行ったボト
ルに充填。さらにUV（紫外
線）で殺菌されたキャップで
栓をした後、ボトル本体に
製造履歴を印字します。

原水のろ過に使われるフィ
ルターは、1.0μ、0.45μ、
0.2μと徐々に細かくなって
いきます。

従来のボトルも引き続き採
用。2種類のボトルを併用
していきます。

従来品 新型ボトル

❻1日に十数回行わ
れる徹底した検査

❹ 製品を箱詰めしたら自動倉庫へ

❺自動倉庫で無人管理

一般の公的基準値より厳し
い自社基準値を設け、1日に
十数回、製造された水の微
生物検査、理化学検査、官能
検査を実施しています。

別ラインから組み立てられ
た箱が送られ、製品を自動
箱詰め機で箱詰めし、自動
で梱包。側面に賞味期限を
印字します。

オートメーション化さ
れた多段高層の自動倉
庫内で、製品の保管・
出荷のすべてが管理さ
れています。

重量確認後、バンドで梱包。
荷札が貼られ、専用ロボット

「パレタイザー」でパレット
に積載したら無人搬送車

（AGV）で自動倉庫へ移動し
ます。

※μ（マイクロ）＝0.001mm



富士急
大月線

平　
成　
通　
り

富　
士　
み　
ち

富　
士　
見　
バ　
イ　
パ　
ス

富士登山道「北口」（吉田口ともいう）にあ
る神社。中国の徐福が不老長寿の薬として
この地の湧水を持ち帰った、という伝説も。

富士山の山梨県側にある湧水群で、
国指定の天然記念物、名水百選に
指定されています。

富士山の水をつかった硬くてコシが強い麺が
特徴のうどんです。市内には 60 軒以上のうど
ん店があります。

日本の気象観測に欠かせない存在であっ
た富士山レーダーを移設、体験学習施設
として公開。富士山頂の環境体験コーナー
では、気温 -5℃、風速13mを体験できます。

ご当地グルメ「吉田のうどん」

河口湖

富士急ハイランド

浅間神社富士山

富士山レーダードーム館
（道の駅 富士吉田）

忍野八海

富士山駅
富士急ハイランド駅

河口湖 IC

富士吉田 IC

昭和大学入口

河口湖駅
御 坂 み ち

富士浅間
神社東

富士急河口湖線

富　士　パ　ノ　ラ　マ　ラ　イ　ン

東　富　士　五　湖　道　路

ウォーターダイレクト
富士吉田工場

「トーマスランド」や「リサと
ガスパールタウン」など子ど
もや女性が楽しめる施設も。

入口はこちら

周辺マップ＆交通アクセス

工場見学のお申し込み & お問い合わせは、クリティアサイトから

ウォーターダイレクトお客様サービスセンター
70120–087–006 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/factory/

● お車でお越しの場合 ● 電車でお越しの場合
富士急行線「富士山」駅下車。駅からはタクシーで約
10分。道順は「東京方面から」を参照。

● バスでお越しの場合
高速バス（中央自動車道 富士五湖方面）を利用し、

「富士急ハイランド」降車。バス停からはタクシーで
約10分。道順は「東京方面から」を参照。

東京方面（中央自動車道河口湖IC）から
河口湖ICを降りたら左折し直進後、「昭和大学入口」
交差点を右折。昭和大学は通過し、東富士五湖道路
の手前脇をすぐ左折。左側「WATER DIRECT」の看
板を目印に左折。
静岡方面（東富士五湖道路富士吉田IC）から
富士吉田ICを降りたら右へ進み、すぐ右折。側道を
道なりに進み十字路を過ぎてすぐ左折。「WATER 
DIRECT」の看板を目印に左折。

クリティアプラス　2013 Autumn　2013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 2013–0363–0000–0000

ウォーターダイレクト　富士吉田工場
〒403–0005　山梨県富士吉田市上吉田 4597–1



レンコンは洗って皮を
むき、ボウルにすりお

ろす。青汁、片栗粉、塩を加
えて混ぜる。

フライパンを中火で熱
し、クッキングペーパ

ーを敷く。「1」の1/4量を
入れ、お玉の背で平らに整
える。

中央にチーズの1/4量
をのせる。焼き色がつ

いたら裏返し、チーズが香
ばしく色づくまで焼く。残
りも同様に焼く。

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 長命草入り コラーゲン青汁」のご購入は、お電話、WEBで受け付けております。

簡単!  天然水レシピ

レンコン360g（正味300g）、
クリティアプラス長命草入
りコラーゲン青汁1包（3g）、
片栗粉大さじ2、塩小さじ
1/4、ピザ用チーズ30g

材料（直径約8㎝・4枚分）

　体は疲れていると酸性に傾き、血液がスムーズに流
れず老廃物がたまります。その結果、肌がどんより濁っ
たように見えてしまい、その症状は夏の紫外線でダメ
ージを受けるとより顕著に。このような時には、体を
健康な状態の弱アルカリ性に戻すため、まずはミネラ
ルを適度に含むアルカリ性の水を習慣的に飲みましょ
う。アルカリ度の高い軟水で疲労物質を中和し、代謝が
高まって肌に明るさが戻ります。ミネラルを適度に含
む硬水の炭酸水ならより効果的。ただし、体が疲れて
いると硬水を受けつけない場合もあるのでご注意を。

　夏の疲れから、体が酸性に偏った状態の時に発生し
やすいのが大人ニキビ。それは体が酸性に傾くことで
血液がドロドロになり、体に炎症が起こりやすくなる
からです。またスナック菓子、肉、卵、牛乳、清涼飲料
水などの酸性食品を好む人も、体が酸性に傾いている
可能性大。大人ニキビが出現する恐れがおおいにあり
ます。炎症系の大人ニキビに悩んでいる人は、アルカ
リ性の水を飲んで体内を正常なpHに戻してあげるこ
とで、トラブルのない健康な肌を取り戻せます。外か
らの洗顔には、抗菌作用のある酸性水がおすすめです。

新陳代謝アップで毛穴の黒ずみ解消

夏を越えて
疲れた体と肌にお水の力

夏の疲れが大人のニキビを招く！？

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

疲れた体とどんより顔色の関係

　毛穴の周辺に残った古い角質や汚れが、過剰に分泌
された皮脂と混ざりあって固まり、長期間毛穴から排
出されず、表面が酸化して黒くなったのが毛穴の黒ず
みです。これは新陳代謝（ターンオーバー）に乱れが
生じている証拠。暑かった夏の影響で体が参っている
のかもしれません。毎日の丁寧な洗顔はもちろんです
が、同時にアルカリ性の軟水を飲んで、新陳代謝アッ
プを図りましょう。ターンオーバーが正常になると古
い角質はたまりません。それでも改善しない場合はカ
ルシウム豊富な中硬水に切り替えてみてください。

レンコンの
フライパン焼き

クリティアプラス長命草入り
コラーゲン青汁で



　バスルームはあたたかく湿度の高い空
間なのでお肌もしっとりうるおっていま
すが、この状態から外に出ると急に湿度
が下がるので、肌の表面の水分はもちろ
ん、肌の中の水分も蒸発してしまいます。
ですから、夜のお手入れは、浴室から出
る直前から始めることが最大のポイン
ト。まず、浴室から出る直前にシートパ
ックをつけ、バスタイムのうるおいをと
じ込めます。体をふいて着替えている間
になじませ、パックをとったら保湿仕上
げとシミ、シワなどのお悩みケアは美容
液でまとめます。見た目に透明度の低い
乳液タイプの美容液やクリームなどで、

うるおいをとじ込めましょう。鉄則は、
バスルームにシートパックを常備してお
くこと。ステップを省きながら最短最適
なスキンケアを実践しましょう。

大手メーカーにて化粧品の
研究開発に携わった後、
2011年に起業。一般社団
法人日本化粧品検定協会代
表理事。美容・コスメ評価
のスペシャリストとして活
躍中。著書「なまけ美容入
門」など。「日本化粧品検定」
を11月24日開催予定。

キティちゃん好きの小西
さん。オフィスのウォータ
ーサーバーはハローキテ
ィスペシャルサーバー！ 
クリティア愛飲中です。

日本化粧品検定1級・2
級受験者用公式テキス
ト。基礎知識から実用テ
クニックまで学習できる
よう構成されています。

使いすぎに注意！  クレンジングオイルの上手な使い方

夜のお手入れは、ひと手間省いて最短最適ケア

愛用してます♥

なまけ美容の
ススメ
毎日のお手入れには、実は「ムダ」がいっぱい！ 
化学的見地に基づいて「なまけ美容」を
推奨する小西さやかさんの簡単・最適
美容法を全3回の連載でお届けします。

小西さやかさん

小西さんの著書

コスメコンシェルジュが伝授

※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。

第2回

「日本化粧品検定公式 コスメの教科書」
主婦の友社

基礎知識

時短ケア術

　瞬時にメイクが落ちることで人気のク
レンジングオイル。でも使いすぎると肌
が乾燥してしまうおそれがあるのをご存
知ですか？　クレンジングオイルとクレ
ンジングクリームで洗い流した後の水分
蒸発量を比較すると、オイルの方が約
3.75倍も水分蒸発量が多かったという結
果が出ています。それは多くの界面活性
剤が配合されていて、うるおい成分を必

要以上にとり去ってしまうから。ですか
ら海や山でアクティブに楽しんだ影響で
乾燥しがちになった肌への使いすぎには
十分な注意が必要。自分の肌状態やメイ
クの濃さに合わせて、必要な時に必要な
部分だけ、ピンポイントで使うのがコツ。
小鼻やTゾーンの皮脂汚れがよく落ちる
ので、手軽なピーリング風アイテムとし
て週に1回程度使うのもよいでしょう。

ウォーターダイレクトの取り組み

いつでもどこでもCLYTIA25＊を
　ウォーターダイレクトでは、「防災の日」を機に災害
時や停電時にもCLYTIA25*をどこでも手軽にご使用い
ただけるコンパクト&シンプルなタイプのウォーター
サーバーとして、軽量のアルミニウム製置台と専用コッ
ク、組立式プラ段製ボトルカバーの販売を開始いたし
ました。セットでご使用いただくことで、非常時だけで
なく、アウトドアなどでも、お手軽にCLYTIA25*をご利
用いただけます。販売価格は3点セットで5,800円（税込）。
お求めはお電話、マイページにて受け付けております。

小型化された新型ボトルを追加採⽤
　この夏より、従来のボトルに加えて、自社
製の新型ボトルを採用いたしました。外観お
よび水位が多少異なりますが、充填量やお水
の品質は従来品と変わりません。なお、従来
品も継続生産いたしますが、お客様が希望さ
れるボトルをお届けすることはできかねます
ので、予めご了承ください。 従来品 新型ボトル

CLYTIAキャップシールキャンペーン
ご応募いただいた方全員に、集めたシール枚数に応じて豪華景品をプレゼント。
クリティアを飲んで、ぜひご参加ください！

キャンペーン期間　2013年4月1日〜 2016年3月31日
応募方法　 クリティア25＊ボトルについているキャップシールを、専用の応募台紙に貼り、必要事項を

明記のうえご応募ください。※応募の際の郵送料金はお客様のご負担になりますこと、ご了承ください。 

応募台紙のダウンロードはこちらから → http://www.clytia.jp/campaign/capseal.html 
※webサイトに掲載されている応募上の注意事項をお読みの上、ご応募ください。

景品のお届け　 応募受け付け後、約1か月でのお届け予定です。※但し、やむを得ない事情により景品の発送が遅れる場合があります。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。

クリティアデイリー　
10L×2本　
※バックインBOXタイプ

36
枚

ギフトカタログ
〈アクセント〉
2冊セット

72
枚

Soda SparkleTM

シングルボトル（1.0L） 
限定
スターターキット 1個

120
枚

CLYTIA 
オリジナル
タンブラー 1本

24
枚

ハリオ 水出し茶ボトル 
フィルターインボトル 
1本

48
枚

山梨県産 
ブランド米 10kg

96
枚

オリジナルクオカード
1万円（5,000円×2枚）

144
枚

集めて楽しい！

※ウォーターサーバーを使用
しない常温タイプのお水です。

SAM
PLE

© 1976, 2013 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL No. G541530



Present クリティアプラス読者のみなさまに抽選でプレゼント！

応募方法

応募締切　2013年12月15日

クリティア × 
ハローキティ
カップ＆トレイセット

クリティアプラス長命草入り
コラーゲン青汁
1袋（1か月分）

ba

クリティア × 
ハローキティ
トートバッグ

c

※当選者の発表はプレゼント発送をもって代えさせていた
だきます。※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/present/

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。

お友達ご紹介特典
◦新特典がスタート！

CLYTIAキャップシールキャンペーン
集めて楽しい！

景品・応募方法などの詳細は中面へ！

日頃のご愛顧に感謝してご紹介特典がスタートしました。
ぜひご友人・お知り合いの方にクリティアをご紹介ください。

集めたシール枚数に応じて、必ず景品がもらえます！
景品は山梨県産のブランド米（10kg）やオリジナルクオカード（10,000円分）など
豪華ラインアップをご用意。クリティアを飲んで、ぜひご参加ください！

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
おふたりともにプレゼント。

10名

10名

50名

あなたにも! お友達にも! 

JCBギフトカード 2,000円分 をプレゼントもれなく

※お申し込みの際は、「ご紹介特典に応募」とお伝えいただき、現在のご契約者様のお客様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。※他キャンペーンおよび特典との併用はできませんので、予めご了承ください。※当社は特典を
運営する上で当社と秘密保持契約を締結している会社（業務委託会社等）に開示する場合、または法令により開示を要求された場合を除
いて、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。※ご記入いただいた個人情報は、賞品発送のほか、個人を特定しない統計的情報
の形で利用させていただきます。

お申し込み方法 お申込・お問い合せは、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

0120-087-006 （平日9時〜18時／土日祝日9時〜17時 ※年末年始除く）

キャンペーン期間 2013年10月1日〜2014年3月31日お申し込み分まで

ウォーターダイレクト  キャンペーン専用ダイヤル
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