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人気のパンケーキに
グルコサミンをプラス

簡単！  天然水レシピ

ウォーターサーバーやお水に関する疑問を
一問一答で解決！

クリティア25＊工場見学再開！！

星野リゾート「界」でも
クリティアが楽しめます



クリティア25＊
気になる疑問をソク解決！

ボトルをゆっくりと押してさらに潰しましょう。

市販のアルコール除菌剤やブラシなどを使ってお手入れしましょう。

YouTubeにてメンテナンス動画を公開！

天然ミネラル成分の結晶です。飲用に問題はありません。
クリティア25＊1000㎖中の
ミネラル含有量

故障ではありません。電源を入れて40分程度おいてください。

もちろんです。もしもの時の非常用コック＆置台も用意しておきましょう。

電源は切らないでください！  電源を切るのは停電の時だけです。

水に白い固形の浮遊物が入っていますが、
これは何?　体に害はないの？

お水が出なくなっても、ボトルにお水が残っている
ときがあって交換し辛いんだけど……。

ウォーターサーバーってメンテナンスしなくても大丈夫？

温水を使っていないときは電源を切っても大丈夫？

冷水や温水がぬるいんだけど故障？

クリティア25＊を防災用として準備しても大丈夫？

知っているようで知らない
クリティア25＊のお水や
ウォーターサーバーのこと。
安心・安全なお水を
おいしく飲んでいただくために、
ご質問や疑問にお答えします。

セルフメンテナンスの方法はYouTube
に動画をアップしています。YouTubeに
アクセスし、「クリティアウォーターサーバ
ーのセルフメンテナンス方法」で検索し

ナトリウム 6.8mg

カルシウム 6.4mg

マグネシウム 2.2mg

カリウム 1.2mg

バナジウム 91μg

ましょう。スマートフォンをお持ちの方は、
右のQRコードを読み込んでアクセスす
ることもできます。

衛生面に配慮し、ウォーターサーバー内に外気が入り
にくい構造のため、お水の重さでコックから出水する構
造となっています。ペットボトルのお水が残った場合、ペ
ットボトルを手で押していたたくことである程度の水を使
い切ることが可能ですので是非、お試し下さい。

ボトル交換時、差込口周辺に水が溜まっていたら、清
潔な布巾でふき取り市販のアルコール除菌剤などで消
毒してください。また常に湿っている冷水・温水コック
の穴の中は、空気中のちりやほこりが付着しやすいの
で、1週間に1回程度、ブラシなどで定期的なお掃除が
必要です。ウォーターサーバー内については、常に温水
スイッチをONにしておくことで清潔に保たれているので
メンテナンスの必要はありません。

ミネラル成分は加熱や凍結など急激な温度変化によっ
て白い結晶となり、水の中に浮遊することがあります。
一度凝結したミネラルは二度と水に溶け込まない（不
溶性）ため、このような状態になります。また、製品水内
に見えなくてもサーバーから出てくることもあります。この
固形物はミネラル成分ですので飲用に問題はありませ
んが、白い固形物が現れるようでしたらコールセンターま
でお問合せください。

スイッチを入れてから約40分後、温水タンクの水は87
℃前後のお湯に、冷水タンクの水は6℃前後の水にな
ります。その後はいつでも適温でおいしくいただけます
が、電源を入れてすぐのご使用は冷却と加熱が不十分
です。また、温水スイッチがOFFの場合、本体内部が
不衛生となり雑菌により臭いを発生することがあるの
で、常に電源はONにしておきましょう。

災害時に必要な飲料水の目安は1人1日あたり3ℓ（最
低2ℓ）。各家庭には最低で3日分の備蓄を用意するこ
とが望ましいと言われています。たとえば4人家族の場
合なら4人×3ℓ×3日で36ℓ。クリティア25＊のボトルは
1本12ℓですから、3本用意しておけば4人分の飲料水
が確保できます。なお、賞味期限は未開封の状態で6
カ月なので、期限が迫ったらお飲みいただき、新しいお
水と入れ替えましょう。また、災害時は電気が使えなくな
りますから、非常用コック＆置台もセットで準備しておくと
とても便利です。

ウォーターサーバーの内部は温水スイッチを常にONに
することで清潔に保たれているので、電源を切るのは停
電時だけです。停電時は温水スイッチをOFFにしてから
電源プラグを抜きます。復旧後は５分以上経ってから
電源プラグをコンセントに差し込み、温水スイッチをON
に。約40分後、適温になったら飲用可能です。

ボトルの周辺
に水が寄って
しまった場合
は、外側を手
で上げて水を
中心部に集め
てください。

※製造時にはこの残水を見込み、若干多めにお水を充填し
てお届けしています。

※読み取りには、バーコードリーダーアプリが必要です。

ボトル交換時
などに、メン
テナンスして
清潔な状態を
保 ち ま し ょ
う。

適温になるまで
にはスイッチを
ONにしてから
約40分かかり
ます。

販売価格は3点セッ
トで5,524円（税込
5,966円）。お電話や
マイページから申し
込み可能です。

使わないときも
電源プラグを抜
いたりスイッチ
切ったりしない
でください。
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WEBサイトの「よくあるご質問」をチェック！
例えば、「水の保管場所で気をつける点は？」など、知って納得の情報が満載。
詳しくはWEBへ。　

▲

　http://www.clytia.jp/faq/
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星野リゾートで
湯上がりにクリティアを

学校給食の寄付を行うTFTとは？
お水の品質とデザインの両立 キャップシールキャンペーンに新登場

心地よい和にこだわった上質な空間を提供
する星野リゾート「界 熱海」と「界 伊東」で
クリティアが楽しめるようになりました。

「CLYTIAキャップシールキャンペーン」に、キャップシール30枚＝給食
1カ月（30食）分として、開発途上国の子ども達へ寄付できるプレゼント
が登場。NPO法人「TABLE FOR TWO」の協力で実現しました。

星野リゾート
「界 熱海」と「界 伊東」に
amadana×CLYTIA
ウォーターサーバーを採用

参加したすべての人が
健康で幸せになるために

TFTが行っている
その他の活動をご紹介
■ 食事記録のできるiPhoneアプリ

■ TABLE FOR TWOキャンペーン

さまざまな開発途上国で支援を行う

星野リゾートでも楽しめることになったクリティア。美味しさ
や安全面での品質に加え、デザインもポイントに。「お客
様が水を望まれるところに、その空間や趣にマッチしたウ
ォーターサーバーがある」、そんな快適さを提供することも

『おもてなし』の構成要素のひとつと評価いただきました。

　「TABLE FOR TWO（TFT）」とは、開発途上国の飢餓
と先進国の肥満や生活習慣病の解消に取り組む、日本発
の社会貢献運動です。おもな活動は、今回キャップシールキ
ャンペーンで採用された「TFTプログラム」。このプログラム
は、対象となる定食や食品を購入すると、1食につき20円が
TFTを通じて開発途上国へ寄付されるというもの。20円とい
う金額は、開発途上国の学校給食1食分。つまり、現金で
はなく、しっかりと栄養バランスが考えられた学校給食という
形で子ども達に提供されるのです。「CLYTIAキャップシール
キャンペーン」の場合はシール30枚で、「1カ月分の給食」
が寄付できます。他にも対象となる商品がスーパーやコンビ
ニで提供されているので誰でも購入可能。どの商品もカラダ
に良くヘルシーなので、寄付された子ども達だけでなく、寄付
した人も健康へ一歩ずつ近づいているというわけです。

食事の写真をアップするだけで、健康管理と社会貢献が同
時にできる「おいしい」iPhoneアプリです。ヘルシーな食事
をした時には、協賛企業から1円がTFTに寄付され、画面に
支援先の子どもたちからのメッセージが届きます。

創業165年の名旅館「蓬菜」を礎として2012
年に誕生。受け継がれた静謐な佇まいに「界」
のホスピタリティが融合した、心地よいおもてなし
の空間が広がっています。また、「和の真髄」を
堪能できる本館だけでなく、「洋の寛ぎ」を感じら
れる別館ヴィラ・デル・ソルが用意されているの
も魅力のひとつ。熱海の豊富な源泉と海の幸を
堪能でき、全客室から雄大な相模湾を臨めます。

伊東の豊かな海産物が供され、全浴場で源泉か
け流しの湯を楽しめる「界伊東」。平安時代から
湯治の場所として知られるほど長い歴史があり、
温泉湧出量は日本で第４位という豊富な湯量を誇
ります。また、寒桜や紅葉など四季を間近で感じら
れる日本庭園、細やかに行き届いたおもてなしや
贅沢な純和風の客室は、「時を忘れて心静かに
過ごせるひととき」を過ごすことができます。

東日本大震災被災者の
方々も支援

「TABLE FOR TWO plus+東
北」では、東日本大震災の被害
にあった方々の食料支援も行い
ました。このプログラムは、1商
品あたりの寄付金を、開発途上
国の給食だけでなく、被災地の
食料支援にもあてるもので、お
米やシリアルといった日持ちする
食品を中心に、仮設住宅などの
個人宅へ配達されました。

レストランやカフェ、コンビニでTFTメニューや商品が販売さ
れています。毎年10月16日の世界食料デーには、100万
食の給食を子ども達に届けることを目指す「100万人のいた
だきます！」キャンペーンを実施しています。

［界 熱海］

［界 伊東］

住所：静岡県熱海市伊豆山750-6　料金：1泊
2食 3万5,000円（2名利用時1名。時期により変
動あり）　電話：050-3786-0099

住所：静岡県伊東市岡広町2-21　料金：1泊2
食 2万6,000円（2名利用時1名。時期により変
動あり）　電話：050-3786-0099

「TABLE FOR TWO」の由来
直訳すると「ふたりの食卓」という意
味になります。「ふたり」とは先進国
の対象商品購入者と、開発途上国の子
ども達。国も環境も違う両者が食事を
分かち合うというコンセプトです。

支援先のひとつであるエチオピアのティグリー州
ハウゼン地区にある小学校では、2010年からプ
ログラムがスタートしました。

ルワンダの学校給食では、メイズという野菜の粉
とお湯をかき混ぜて作られた「ポショ」が主食に
なります。



バターを湯煎にかけて
溶かす。ボウルに卵を

割り入れ、泡立て器でほぐ
し、砂糖、塩、グルコサミン、
シナモンパウダー、ヨーグル
ト、水を加え、泡立て器で混
ぜる。バターを加えて混ぜる。

薄力粉、ベーキングパ
ウダーを合わせてふ

るい入れ、粉っぽさがなく
なりなめらかになるまで
混ぜる。フライパンを中火
で熱し、サラダ油を薄くな
じませる。

十分に熱したら中弱
火に火を弱め、生地を

お玉で丸く流し入れる。フ
チが乾いてきて焼き色が
ついたらひっくり返す。裏
面も同様に焼き色がつく
まで焼く。

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 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。

簡単!  天然水レシピ

クリティア25＊90ml、クリティアプラス黒糖
生姜グルコサミン2包、薄力粉100g、ベーキ
ングパウダー小さじ1、卵1個、ヨーグルト60g、
砂糖大さじ1、塩ひとつまみ、シナモンパウダ
ー少々、無塩バター 30g、サラダ油適宜

監修：料理研究家 桑原奈津子（QULLO & Co.）
カフェのベーカリーとキッチン、製粉会社の開発室を経て独立。雑誌や書籍を中心にレシピを紹介するほか、「パン
といっぴき」（パイインターナショナル）、「生地がおいしいパンケーキ」（家の光協会）などの著書も多数。

材料（2人分）

パンケーキ

クリティアプラス
グルコサミンで

バナナの輪切り、ホイップク

リーム、メープルシロップな

どトッピングはお好みで。

ピクニックや

お花見ランチにも

ぴったり。

クリティア25
＊工場見学

行楽シーズンです！ 富士吉田へ行こう！！

◦ 日程： 4月12日（土）10:30 〜
 ※第2、第4土曜日
　※都合により開催日程が変更となる可能性があり

ます。予めご了承ください。

◦ 所要時間：約1時間半（10:30〜12:00）
◦ 参加費：無料

好評の工場見学を春から再開

富士吉田工場の見どころ施設は？
無人搬送車（ＡＧＶ）

大雪による配送遅延に関するお詫び 消費税改定にともなう
対応について

自動倉庫

富士山の麓、富士急ハイランドでおなじみの
富士吉田に「クリティア25＊」の工場はあります。

工場スタッフが「クリティア25＊」の製造工程をご案内します。

　大好評の「知って納得！ 工場見学」
を春に再開。おいしいお水「クリティア
25＊」に宿る力の秘密を知ることで、お
水に対する意識がきっと変わるはず。工
場見学の参加は無料です。WEBサイトを

チェックしてください。工場の近くには、
お子様も楽しめる富士急ハイランドがあ
ります。工場見学とあわせて楽しい1日
を過ごしていただくこともできます。

お申し込み
https://www.clytia.jp/factory/
お問い合わせ
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

無人で製品やパレットを積んで決まった
場所に運ぶロボット。障害物があっても自
動的に止まることができる優れもの。

弊社富士吉田工場（山梨県富士吉田市）周辺の大雪に
より、配送が遅延しお客様には大変ご迷惑をお掛けい
たしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。配送
状況の回復に伴い、3月中旬より諸サービスについて
のご対応が可能になりましたこと、ご報告いたします。
ご理解、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

2014年4月1日より、消費税率改定に
伴い、価格変更となります。詳細につ
いては、ご契約をされた販売店様まで
ご確認いただけますようお願いいた
します。

商品の出入りをすべて自動で管理でき、し
かも50,000本が収納できる多段高層の自
動倉庫。

ＡＧＶ

ウォーターダイレクトよりお知らせ



お友達ご紹介キャンペーン
日頃のご愛顧に感謝して、お友達ご紹介特典をご用意しました。
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。

クリティアプラスのバックナンバーはクリティアのWEBサイトでご覧になれます。

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。

あなたにも! お友達にも! 

ご紹介者 ▼  JCBギフトカード5,000円分をプレゼント
ご入会された方 ▼  初回にお水2本をプレゼント

もれなく

※お申し込みの際は、「ご紹介キャンペーンに応募」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
はキャンペーン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、プレゼント発送のほか、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）

キャンペーン期間 2014年4月1日〜 2014年6月30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

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25＊を飲んで、ぜひご参加ください！

ホットもアイスも楽
しめる400mlのお手
頃サイズです。クリ
ティア25＊で作った
特製ドリンクを入れ
て出かけましょう。

CLYTIA
オリジナル
タンブラー

春のお出かけに
おすすめ

※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

寄付
（NPO法人 TABLE FOR 
TWO International）

36
枚

30
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

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。

※キャップシール1枚
＝学校給食1食分とし
て30日分の寄付とな
ります。

このプレゼントはTFTという特定非営
利活動法人の協力で実現しています。
TFTについては中面でご紹介。

SAM
PLE

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。 
※寄付については受付確認ハガキをお送りします。 
※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。

NEW

おすすめ

http://www.clytia.jp/wdplus/backnumber.html


