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フレッシーマット

遠赤外線効果で、冷蔵庫の脱臭、鮮度保持、防かび効果！
庫内の温度を２～４度下げますので、省エネになります。
シート状で、庫内のサイズやトレー等に合わせて、カットしてお使いください。
洗って天日に干していただければ、繰り返し使えて、交換不要。
プランターや鉢の底の防虫網としても使ったり、タンスの引き出しに入れてもOKです。
竹炭・ホルミシスをそれぞれ練りこみ、さらに効果を促進します。

フレッシーマット

クリーンマット竹炭 

ホルミシスマット 

入数 220入り

サイズ 250×340mm

ハサミでカット可

冷蔵庫内などに設置

クールフレッシー

冷蔵庫用脱臭剤。

商品名 クールフレッシー
入数 120
サイズ 85㎜×160㎜×20㎜
詳細 冷蔵庫、押入れ、車等用

ニューバイオ

飲食店向き業務用冷蔵庫及び、家庭用大型冷蔵庫用。
安定化二酸化塩素と遠赤外線放射セラミックスの力で強力に消臭、除菌、鮮度保持。即効性。

商品名 ニューバイオ
入数 50入り
サイズ １６０㎜×８５mm×４０㎜
詳細 内容量　　１０g

商品名

詳細

遠赤効果で抗菌、消臭効果があり、臭いの期になる場所で能力を発揮します。
庫内の温度を下げますので節電になります。



フレッシュキーパー

遠赤効果と竹炭プラスの鮮度保持袋。

洗って繰り返し使えるので、経済的！

商品名 フレッシュキーパー 大・小 10P

入数 200枚

大 300×400mm

小 200×300mm

商品名 保鮮袋(竹炭) 5P 
入数 200枚

サイズ 300×400mm

詳細
抗菌、消臭効果で生鮮食品の鮮度保持
が期待できます。

ごきぶりバイバイ

ごきぶり、ネズミが嫌がる成分で臭覚を刺激し退散します。
忌避剤なので死骸等の処理も不要。 100％植物エキスなので人にもペットにも優しく安心。
薄型据え置きタイプなのでわずかな隙間にも置けます。

商品名 ごきぶりバイバイ
入数 120
サイズ 80㎜×160㎜×20㎜

100％植物エキス使用
キッチン、押入れに設置

どうしてゴキブリが退治できるの？

天然ミネラルを含む130種類以上もの有益な成分から構成され、
防虫・抗菌効果の高いフエノール・クレゾールを含有し、抗酸化作用も期待されています。

竹酢液が消毒・殺菌・消炎作用の強い液体であるということは、古くから知られていますが、
細菌・カビにたいしても非常に効力があるとされています。

青果物の過熱と老化腐敗を促進するエチレンガスや二酸化炭素などのガスを吸着、除去して、鮮
度を保持、消臭し味を損ないません。

サイズ

詳細

ごきぶりバイバイの主成分は竹酢液です。 竹酢液には独特の燻臭があり、
虫類や小動物の火を避けようとする本能を刺激し、撃退に効果を発揮します。

竹酢液とは竹炭を焼くときに炭窯から出る煙を冷却して採取したもので、
主成分が酢酸であるため、竹酢液と呼ばれています。



インソール

足裏のつぼを押して健康増進！
リバーシブルで刺激の強弱が選べる！
遠赤外線の効果
ハサミでカット！自分の靴のサイズに
実用新案登録済み

消臭効果の性能評価試験

実験結果から酢酸濃度の減少、消臭効果の確認ができます。

保温効果の性能評価試験

ゲルマインソール
商品名 ゲルマインソール 
入数 240入り
材質 ポリエチレン・ゲルマニウム・セラミックス
サイズ 男性用 24～28cm／女性用 22～24cm

リバーシブル-優しい平面とツボ刺激面
ハサミでカット可
耐熱温度：70℃ 耐冷温度：-20℃

竹炭インソール
商品名 クリーンインソール 竹炭 
入数 240入り
材質 ポリエチレン・竹炭・セラミックス
サイズ 男性用 24～28cm／女性用 22～24cm

リバーシブル　-優しい平面とツボ刺激面
ハサミでカット可、 実用新案登録済み

耐熱温度：70℃ 耐冷温度：-20℃

ホルミシスインソール
商品名 ホルミシスインソール 
入数 240入り
材質 ポリエチレン・ホルミシス・セラミックス
サイズ 男性用 24～28cm／女性用 22～24cm

リバーシブル　-優しい平面とツボ刺激面
ハサミでカット、実用新案登録済み
耐熱温度：70℃ 耐冷温度：-20℃

製品と酢酸水溶液を含浸させた脱脂綿をクリップ
シーラーで密閉。 一般的なインソールと同封させた
もの、脱脂綿のみものを対象区として用意し、3時間
後の酢酸濃度を測定しします。

詳細

詳細

詳細

本製品を着用した場合と、していない場合で体温の変化を比較しました。サーモグラフィでの温度変化の
結果から、インソールを装着することによる保温効果が確認できました。



遠赤オスター

遠赤効果の即席減塩漬物付け器。
塩分控えめで、色がきれいに漬かります。
遠赤効果で風味を保ち、酸味の和らぐ鮮度保持効果が期待できます。

商品名 遠赤オスター
入数 ２４個

本体・蓋：スチロール樹脂
押し板・蓋ストッパー：ポリプロピレン
押しハンドル：AS樹脂
スプリング：ステンレス

サイズ Φ20cm×高さ16.5cm
詳細 漬物用、容量　2L

ハイセラクィーン

遠赤効果のセラミックスでふっくらつやつやご飯。
遠赤外線により、食材の旨みを引き出します。

商品名 ハイセラクィーン
入数 200
サイズ Φ60mm 厚み10mm

煮物、漬物に入れて使用
炊飯器に使用可

遠赤外線から期待できる効果
■ 炊飯・・・ふっくらとお米が立ったご飯を炊き上げます。

■ 揚げ物・・・ 素材にも熱が早く伝わりカラッと揚がります。油も酸化を防ぎ、汚れにくく長持ちします。

■ 飲用・お湯を沸かす・・・ カルキ臭がなくなり、弱アルカリ（Ph7.4ぐらい）の健康な美味しい水になります。

■ 煮物・蒸し物・茹で物・・・ 早く火が伝わるため、煮崩れしにくく早く火が通ります。

■ 漬物・・・減塩でも美味しく早く漬かります。酸味が少なく、味もまろやか。

クックフレッシー

遠赤効果のセラミックスで、料理の味を引き立てます。
煮物・漬物などにいれてまろやかで、色もきれいに。
料理と一緒に入れるだけで遠赤外線の効果が食材にも伝わります。

商品名 クックフレッシー
入数 200
サイズ 30mm×56mm×5mm

煮物、漬物に入れて使用
天日干しにより長持ちします

材質

詳細

詳細



温泉玉子器

お湯を注ぐだけで美味しい温泉たまごが15分で、簡単にできます。

商品名 温泉玉子器
入数 32個
サイズ Φ17cm×高さ18cm
詳細 一度に5個まで調理可

クリスタルボール

キッチンで欠かせないサラダボウル。
大小重ねて収納。
トルマリンを練りこみ、マイナスイオン効果で食材を引き立てます。

品名 クリスタルボウル
入数 60
材質 ポリスチレン・トルマリン

大Φ205㎜×82㎜
小Φ175㎜×80㎜

詳細 盛り付け皿、調理皿用

ゲルマりふれっしゅマドラー

遠赤ボール・カルシウムボール入り。
本体はゲルマニウムを練りこんでいます。
お水や飲料水をまろやかにします。
風水カラーで運気もUP↑↑。
水道水のカルキ臭や塩素分をカットし、まろやかで飲みやすい美しい水を作ります。

商品名 ゲルマりふれっしゅマドラー 
入数 240個アソート
サイズ Φ15×150mm
詳細 水に10秒ほど撹拌して使用

サイズ



お知らせマグ

飲み頃サインで美味しく！
遠赤効果でまろやかな味に。
マグカップの温度が上がると遠赤外線の発生を知らせてくれるマグカップです。

商品名 お知らせマグ
入数 120個
サイズ Φ70×85mm

紅茶、コーヒー等用
カラー3種類（白、青、赤）

竹炭マグ

竹炭配合により、遠赤外線効果とマイナスイオンでお水やコーヒーが美味しく召し上がれます。

商品名 竹炭マグ 
入数 120個
サイズ Φ70×85mm
詳細 水、コーヒー等用

備長炭セラミックス２Ｐ

ご飯がおいしく炊ける。お水が美味しくなる。
水槽に入れればお魚元気!!花瓶に入れると生け花長持ち。

商品名 備長炭セラミックス２P
入数 100入り

Φ２２㎜×７２㎜
化粧箱　１６０mm×８０㎜×４０
㎜

詳細

サイズ



ミラクルクリーン

遠赤外線セラミックス製なので溶けずに長持ち。
無害で安全。
遠赤外線セラミックスの効果で排水溝のヌメリを抑制します。

商品名 ミラクルクリーン
入数 120個
サイズ Φ55×12mm

排水溝のヌメリ取り用
天日干し可

遠赤外線から期待できる効果
＊キッチン流し台のストレーナーや排水パイプ等のぬめり及び悪臭除去セラミックスです。

＊水分に接触してもまったく溶解、流出することなく、長期間効果を発揮します。

＊アルミニウム酸化物、ジルコニウム系金属酸化物等により製造され、

遠赤外線放射とチタン酸化物の光触媒による抗菌効果により「ぬめり」を除去します

＊塩素系のヌメリ取りと違い、塩素ガスの発生の流出はありませんので安心してご使用いただけます。

趣味の純金茶

梅入純金茶・梅入芽かぶ茶・昆布入純金茶・梅入玉あられ茶・唐辛子入梅茶５種類の味が楽しめます。
湯呑に入れて、お湯を注すだけ。
くつろぎのひと時においしい健康茶をどうぞ。
スープや料理の隠し味にも使えます。

商品名 趣味の純金茶
入数 100
サイズ 化粧箱サイズ：95mm×170mm×5mm
詳細 内容量：2g × 5

詳細



ゲルマりふれっしゅ

お風呂でリフレッシュ!! 5種類のセラミックスで温泉気分。
今、注目のゲルマニウムパワー

商品名 ゲルマりふれっしゅ
バスタイプ：12箱
フェイシャルタイプ：60箱
外袋：ポリエステルメッシュネット
内容物：ゲルマニウムボール・遠赤外線放射セ
ラミックス・ マイナスイオンボール・医王石ボー
ル・ カルシウムセラミックボール
バスタイプ：700g
フェイシャルタイプ：150g

バスタイプ：風呂用、浴槽に入れて使用
フェイシャルタイプ： 洗顔用、水に5～15分沈め
て使用

遠赤外線から期待できる効果
* ゲルマニウムボール：

* 遠赤外線放射セラミックス：

10種類以上のセラミックスを使用した遠赤外線ボールで、お湯を活性化させ体を芯から温めます。

* マイナスイオンボール：

温熱作用でより多くのマイナスイオンを放出します。 お肌に優しく、リラックスさせてくれます。

* カルシウムセラミックボール：

水道水のカルキ臭や塩素分をカットし、お肌に優しく安心して飲める水を作ります。

パラレルマット

遠赤効果に加えて足の裏のツボを刺激。
美容と健康促進にどうぞ。お風呂でお使いください

商品名 パラレルマット
入数 40枚
サイズ Φ270×350×30mm

足ふみマット
足裏のツボ刺激用

清潔、健康のダブル効果!!
洗いにくい足も、マットの上でゴシゴシ。
老廃物が取れやすく、悪臭、水虫、角質化の予防に
ツボ刺激で、疲労回復、血行促進
遠赤外線効果で、体の芯からポカポカ

詳細

入数

材質

サイズ

詳細

ゲルマニウムは接触面の温度が32℃以上になるとマイナスイオンを放出し続け、
温浴に利用することによりパワーを発揮します。



クリーンポット

抗菌・遠赤効果 の万能バケツ。
トレー付きで容器に水を入れてもトレーを敷けば安心。
雑巾や小物入れにも使えます。
蓋もついて 用途いろいろ。

商品名 クリーンポット
入数 ３０個
サイズ Φ２９０mm ×２３０mm

万能ポット

遠赤効果の万能ポット。
食品・乾物の保管。
大・中・小のポットが一つに収納。
抗菌・遠赤効果で、食品の鮮度保持のほか、小物の整理ができる万能ポットです。

商品名 万能ポット
入数 24個

大Φ200㎜×175㎜
中Φ170㎜×145㎜
小Φ145㎜×130㎜
食品、乾物保存用
玩具、雑貨の保管可

クリーンボックス

衣類や書類の収納、食品の保存ができる万能収納ケースです。
遠赤効果による抗菌・防臭が期待できます。
遠赤外線放射セラミックス、防臭・抗菌・防カビ・鮮度保持効果で、エコ収納！

商品名 クリーンボックス
入数 36個
サイズ 300mm×410mm×140mm

詳細
野菜、乾物等保存可、衣類、雑貨
等収納可

サイズ

詳細



ジャンボパック

抗菌・遠赤効果が期待できるキッチンの万能容器です。
遠赤効果で鮮度保持、野菜や食品の保存。
おもちゃや雑貨の収納にも。

使いやすいふた付きバケツ。

商品名 ジャンボパック
入数 36個
サイズ Φ290mm×170mm
詳細 食品保存用、玩具・雑貨の保管可

遠赤8Ｌ容器

セラミックスを練りこんでおり、抗菌・遠赤外線効果で食品の保存や保管収納にも適しています。

商品名 遠赤8L容器
入数 48個
サイズ Φ265mm×210mm
詳細 食品の保存用、その他収納用

遠赤8Ｌカラー容器

ポップでかわいい開運カラーのバケツ。
風水カラーで運気↑↑!(^^)!

遠赤効果はそのまま。 鮮度保持・野菜や食品の保存。
使いやすいふた付きで用途いろいろ

商品名 遠赤８Lカラー容器
入数 24個
材質 ポリプロピレン・セラミックス
サイズ Φ265㎜×210㎜
詳細 容量：８L



まろやかさん

遠赤効果のポット。 鮮度保持・抗菌。
乾物や漬物、青果などの保存に！

商品名 まろやかさん
入数 150入り
サイズ Φ145mmｘ130mm

ピンク：トルマリン入り
クロ：竹炭入り

バケツ

使い勝手のよい丈夫なバケツ。
注ぎ口とタオルかけが付いています。

商品名 バケツ
入数 44入り

フレッシュリング

ゲルマニウムパワー＋遠赤効果のブレスレット。
血行を促進します。

商品名 フレッシュリング
入数 200入り

フラワーフレッシー

遠赤効果でお花を生き生き長持ちさせましょう。
大きいセラミックは水盤、大きい花器に。小さいセラミックスボールは仏壇の花器、、一輪ざし等に。

商品名 フラワーフレッシー
入数 100入り

化粧箱　２８０㎜×１００㎜
大セラミックメタル　６０㎜×６０㎜
小セラミックスボール　Φ１０mm×５個

詳細

サイズ


