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　　会社概要

環境汚染による自然破壊が世界的な規模で深刻化している今日、私たちを取り巻く自然の形態はか
つてない勢いで崩れ去ろうとしています。
　人類は快適で豊かな暮らしを一方的に求め続けてきた結果、生存そのものが脅かされていると言っ
ても過言ではありません。

　今や環境問題は自治体・企業・地域社会といったそれぞれのレベルでの対応も必要ですが、 私たち
一人ひとりの認識と実践が欠かせないことは言うまでもありません。
　生活雑排水による水質汚濁、農薬や有害廃棄物による土壌・地下水の汚染、増大する一方のゴミ処
理の問題など、 私たち自身の課題として早急に改善すべきではないでしょうか。

　環境保全研究所では人と自然のより良い関係を見つめ直し、様々な角度から無公害・省エネ・ 健康
に関する研究開発とその普及を目的としています。

環境保全研究所の目的

設立年月　／　 1990年 8月

資本金　 　／　 60百万円

従業員数　／　 12名

《　代表取締役社長　西銘正義　》



1:ビーワンシステムによる水の研究、開発及び製造販売
　（頭髪化粧品＞ビーワンバランス、ビーワンサポート、ビーワングレース・
　雑貨＞アクアーリオ・ 水分浸透器＞ヘアーリフォーマー）

　2:アクア・ ビューティーシステムによる育毛の研究、開発及び製造販売
　（育毛商品＞プラスペース、 ＳＧエッセンス他）

　3:健康食品に関する応用開発及びその製造販売
　（カルシスト、 複合酵素ほか）

　4:産業及び家庭用廃棄物のリサイクル等の研究開発
　（生ゴミ処理プラント、汚水処理機、さわやか高原ぼかし他）

　5:無公害・安全性を追求した洗浄剤の研究開発及びその製造販売
　（クリーニングセラミックボール、光の滴、 エルフィン他）

　6:農業・畜産・水産業における土壌・水質・ 環境改善のための技術開発
　（トリニティー好循環システム、凝集沈殿剤ほか）

　7:無公害・省エネを目的としたニューエネルギーの研究開発
　（風力発電装置、ソーラー発電装置、浄水設備機器ほか）

　8:その他、環境保全に関する一切の研究と開発

　　事業内容

天然水のエネルギーバランスを整え、水の“記憶”を最大
限に利用するというコンセプトから生まれたビーワン。
化学物質の使用量を減らして環境への
負荷を抑え排水の浄化
作用を促進するなど、
自然界に配慮した
環境浄化商品です。

“かぼくシリーズ”はスキンケア用品として日常のお肌のお手
入れや育毛・発毛に安全・ 安心で確実な効果を提供します。

有機化合物の分解や消臭・脱臭、制菌、
汚れの付着防止など、環境や雰囲気を
瞬時に改善しますので、ご家庭や
オフィス、車、衣類など様々な
用途にご利用下さい。
化学物質過敏症などで
お困りの方にもこれで
大丈夫！

サンゴ化石は天然のカルシウムを約40％含有し、
マグネシウムや鉄、カリウム、マンガン、
亜鉛など49種類ものミネラルを
バランスよく含んでいます。
健康食品や畜産飼料のほか
水質や土壌の改良材などに
も利用されています。

　　開発商品ラインアップ



水の活性化と薬品の安定化に優
れ、髪やお肌の微弱な電位を整
えます。あらゆる化粧品薬剤に
少量添加して使用します。

ビーワンオールビーワンオールビーワンオールビーワンオール

ワックス、ジェル、ム
ースなどのスタイリン
グ剤と混ぜて使うと
化学物質の影響を受け
にくくなります。また
これ自体スタイリング
剤として使えます。

1100ml　/　 530ml

1000ml / 560ml　/ 200ml

頭皮と髪のための栄養
水。お風呂上り頭皮頭皮頭皮頭皮に
３０プッシュ以上塗布
してください。スタイ
リング剤としてもＯＫ

ビーワングレースビーワングレースビーワングレースビーワングレース
　　　　

200ml　/　400ｍｌ

お肌への浸透性は世界１?!
たっぷり使えば赤ちゃんの
肌のようにぷるぷる、ピチ
ピチに若返ります。
化粧水として使用するほ
かにたくさんの使用方法
があます。

3,675円　　2,388円

アクア-リオ

全身用美容液ですが、頭
皮のデトックスとしてご使
用されると日頃のシャン
プーでは落ちない毛穴の奥
の奥の汚れを浄化できま
す。

ビーワンビーワンビーワンビーワン
オールインローションオールインローションオールインローションオールインローション

　　　　

シャンプーやリンス
トリートメントと
混ぜてみてください
髪の傷みや頭皮の状
態が元気になってい
きます。

ビーワンバランスビーワンバランスビーワンバランスビーワンバランス
　　　　

ビーワンサポートビーワンサポートビーワンサポートビーワンサポート
　　　　

美容師さんの酷い手荒れ
でも綺麗になるように、
高保湿にこだわり２７種
類もの保湿成分を贅沢に
配合。日常的なハンドク
リームとしても効果は最
高です。

ビーワンテテビーワンテテビーワンテテビーワンテテ
　　　　

270ml

天然水のエネルギーバランスを整え、水の“記憶”を最大限に
利用するというコンセプトから生まれた『ビーワン』。
日用消耗品（シャンプー、トリートメント、化粧品、各種洗剤）
などと混ぜて使用することにより、健康でバランスのとれた元
気な肌、髪、身体に蘇っていきます。また、一部の日用品など
に含まれる有害化学物質の人体への刺激を軽減し、排水の浄化
作用を促進するなど、自然環境を積極的に浄化する“チカラ”
を有するという特徴があります。

『ビーワン』のお水とは？

株式会社ビーワンビーワンビーワンビーワン
本社工場

（兵庫県姫路市夢前町）

工場内　貯水タンク

ナチュラリーズナチュラリーズナチュラリーズナチュラリーズ　　　　シリーズシリーズシリーズシリーズ

モイスチャーアクアゲル

スキントリートメント

スキンコントロールエッセンス

「h-EGF」と「スフィンゴミエリンリ
ポソーム」がお肌深部に浸透しダメー
ジ肌を一気にサラツルモチ肌に復活さ
せます。
50ml

お肌の本来の機能を正常に整えナチュ
ラルパワーを引き出します。
保湿＆バリアの最高峰
シミ、シワからあなたを守ります。
55g

アクア-リオをゲル化し「植物幹細
胞」由来のエキスを配合。赤ちゃんの
肌へと再生していきます。
115g

1000ml

3,780円　　2,457円
7,350円　　4,777円
　　　　　　　4,231円

11,550円　　7,350円　　4,200円
　7,507円　　4,777円　　2,730円

6,300円　　4,095円

9,450円
6,142円

5,250円
3,412円

6,825円　　4,436円

7,350円　　4,777円

1100ml　/　 530ml

3,780円　　2,457円
7,350円　　4,777円
　　　　　　　4,231円

3,150円　　2,047円
5,880円　　3,822円

530ml



頭皮の脂分を分解し皮膚
の深部までツルグミエキ
スとビーワン水を浸透さ
せ、毛母細胞の環境を整
えます。

プラスペース
　

★

アクア-リオの浸透性を
さらに高め細胞の蘇生、
再生を助けます。
美白効果も期待できます
しみ・しわ対策の必需品

カボクミルキーローション

かぼくモイスチャー
クリーム

195g

ツルグミエキス配合の保湿クリーム。
保湿クリームでありながら浸透性に
　　　　　　　　　　優れしっとり、
　　　　　　　　　　さっぱりした
　　　　　　　　　　使用感が特徴
　　　　　　　　　　です。

不要な皮脂を取り除くとともに、お肌に適度な潤いと活性を与えるツル
グミエキスを日本で初めて配合した化粧品“かぼくシリーズ”。
基材となるお水はアクア-リオを使用しています。
アクア・ビューティー・システムの主要アイテムとして発毛・育毛エス
テからそのホームケアに用いる頭髪用化粧品とエステ業務用およびホー
ムエステにおけるスキンケア用品のラインナップです。

《ツルグミの葉》

ビーワンバランスに混ぜて使用することで発毛・育毛に必要な頭皮の環境をパーフェクトに整えます。

頭皮の血流を良くするスギ
ナエキス配合の頭髪用化粧
水。
毛母細胞に栄養を送る毛細
血管に働きかけ血行を促進
します。

SGエッセンス

浸透性の高いアクアーリオと併用することで相乗効果が得られます。

アクア－リオとの相性が
良く水分の浸透を手助け
してくれる美容液です。
ホームケアには欠かせな
いアイテムです。

オードゥリーベ
　

ツルグミエキスの濃度
が一番濃い商品で、特
に肌の衰えによるシミ
や老人性斑などが気に
なる方の強い味方です

露　風　（ラオファン）
お肌にも頭皮にも使える優
れもの。化粧崩れや皮脂の
対策にはもってこいです。
頭や首筋のニオイが気にな
る方にも手放せない人気の
商品です。

メディエーラ

300ｇ　　18,900円
           12,285円

　　　　　6,300円
          4,095円

100ml　　3,150円
          　2,047円

34ml　　10,500円
          　6,825円

120ml　　9,975円
            6,483円

　35ml　 8,400円 　5,460円
200ml　18,900円  12,285円

　50ml　 9,450円 　6,142円
300ml　21,000円  13,650円



化石珊瑚の微粉末、
有機ゲルマニウム久
米島の海洋深層水で
純粋培養したスピル
リナをバランスよく
ブレンドした健康補
助食品です。

天地清浄（てんちきよめ）

食品の保湿性を保ち、ミネラ
ルの吸収率を向上させるトレ
ハロースに微粉末珊瑚、トリ
ニティー、有機ゲルマニウム
を配合した画期的な食品アイ
テムです。

タイガミール

化石珊瑚の微粉末に
有機ゲルマニウム、
高分子シルクを配合
した単品では最高の
健康補助食品。総合
ミネラル補給と体内
デトックス効果が期
待できます。

カルシストX

120ｇ　　15,750円
           10,234円

120ｇ　　29,400円
           19,110円

2万年前、海底の珊瑚礁
が隆起してできた与那国
島の地下から汲み出し精
製した塩水。天然ミネラ
ル濃縮エキスです。食卓
のおともにドレッシング
に混ぜたり調味料として
お使いください。

サンゴカルミール

化石珊瑚を主成分に、
トリニティー、ツルグ
ミエキスを配合した最
高に贅沢な美肌パック
で豊富なミネラルを補
給します。

珊瑚美肌

沖縄県与那国島の化
石珊瑚を微粉末にし
た健康補助食品で
す。珊瑚には身体に
吸収しやすいカルシ
ウムが豊富に含れ、
必須ミネラルもバラ
ンスよく含有されて
います。

カルシスト

化石珊瑚粉末、トリニィー
Ｚ、天然黒曜石粉末を絶妙
な割合でブレンドしたデ
トックス効果の高い入浴
剤。

コライユ

100％天然化石珊
瑚のナチュラル家庭
用洗浄剤。食器洗剤
洗濯洗剤、あらゆる
掃除に活用できます
入浴剤としてご利用
すれば天然ミネラル
たっぷりのお風呂に
なります。

エルフィン

330ｇ　　6,300円
           4,095円

200ml　　3,150円
            2,205円

100ｇ　　5,250円
           3,675円

100ｇ

5,985円
4,189円

　1.2ｋg
　2,625円
　1,837円

《電子顕微鏡で見た珊瑚》

　　　　　　　　　　沖縄県与那国島産の風化造礁サンゴは遙か２００万年前、海底に堆積し
　　　　　　　　　　ていたサンゴの化石が海底の隆起で陸上に姿を現したものです。
　　　　　　　　　　私たちの身体に必要不可欠な天然のカルシウムを約４０％も含有し、マ
　　　　　　　　　　グネシウムや鉄、カリウムなどの必須ミネラルやマンガン、亜鉛、銅と
　　　　　　　　　　いった微量ミネラルもバランスよく含んでいます。

また、化石サンゴはミクロ未満のレベルまで多孔質というのがもうひとつの
特長です。その微細な孔は化学物質や重金属（放射性物質）、細菌などを吸
着する物理的な特性に優れていますので、ろ材として廃液や汚水の処理、土
壌の改良など、幅広い産業分野で利用されています。自然の環境下に放出さ
れたサンゴ化石は、半永久的に浄化作用を繰り返す天然の触媒とも言えるで
しょう。

ラクティストに配合さ
れた有胞子性乳酸菌は
生きたまま腸に到達し
腸内常在菌として腸内
フローラを形成する乳
酸菌で、悪玉菌の増殖
を抑制し、善玉菌とし
て整腸作用を促します

ラクティスト

　卓上用 160g    10,290円
　　　　　　　　　　　　7,717円
　詰替え用800g　33,600円
　　　　　　　　　　　 21,840円

120g    15,750円
　　　　　 10,234円



洗濯漕の中のお水を活性化することで
浸透力、洗浄力がアップします。
洗剤の使用量を大幅に削減でき、さら
に水垢やカビが発生しにくくなります。

クリーニングセラミックボール

3個入り

お風呂のバスタブに入れるとお湯を活
性化し、水道水に含まれる刺激物を浄
化・緩和します。湯冷めをしにくく、
お肌の潤いが続くお湯に変わります。

バスターズ

ペットフードに少量混
ぜます。各種栄養素を
自然な状態で配合して
いるのでビタミンＥ、
カルシウムなどのミネ
ラル補給には最高です
トリニティーＺ、カル
シスト配合。

ペットフレンド

トリニティーZを染
み込ませたオーナメ
ント（置き物）。
電気を使わない静か
な空気清浄機です。
部屋の波動も整えま
す。

風の精

トリニティーＺを40倍
希釈した商品です。
お部屋の制菌、消臭、空
気浄化、植木や観葉植物
などに100倍くらいに薄
めてご使用下さい。

環境改善水トリニティー

化学物質の分解浄化
シックハウス対策
お家の中の汚れ、悪
臭対策に！
植物の活性剤として
も効果大です。

トリニティーZ

トリニティーＺ配合。
消臭、分解力に優れ
土を活性化します。
植物の生育を促進し
病気に強く実の生り
を豊かにします。

さわやか高原ぼかし

生体融合型光触媒

300g

　

3個入り

210ｇ×２個

37,800円
24,570円

トリニティーはアパタイト（リン酸カルシウム）被覆二酸化チタンに高分子シルクを
融合させた、人体や環境にも優しい生体融合型の光触媒です。
シルクを融合させることで表面積が飛躍的に拡大。有害物質などの吸着性が向上
し、光の少ないところでも効果を発揮します。溶剤などを使用せず、水に分散させ
ていますので取り扱いが簡単なうえ、効率的な光触媒効果を発揮します。
難分解性の有害物質の分解処理や水質・環境浄化などの多様な目的に、様々な産
業分野で応用が期待される商品です。

光触媒とは光のエネルギーを吸収して活性化し化学反応を促進させる触媒のことで、植物に
含まれる葉緑素も、水と二酸化炭素から有機化合物を合成する光触媒の一種といえるでしょ
う。二酸化チタンは、汚れの分解、消臭・脱臭、抗菌・殺菌、有害物質の分解除去、ガラス
や鏡の曇り防止などの用途に使われている光触媒の代表的な素材です。

原材料

トリニティーセラミック
（天ぷら油用）

トリニティーセラミック
（食用油業務用）

食用油の活性化を促す触媒です。ご家庭の鍋やお
店のフライヤーに入れるだけで油の持ちが良くな
り安心安全な健康油に変わります。油そのものが
活性化しますので揚げ上りがカラッと揚がり油切
れも良くなります。

600ｇ

735円
477円

1,890円
1,228円

6,300円
4,095円

　200ml　 3,150円　4,095円
1000ml　10,500円　6,825円

10,500円
　6,825円　250ml　 8,400円　　6,300円

1000ml　31,500円　23,625円

6,300円
4,095円 80ｇ　　10,500円

          6,825円



安心・安全　トリプル制菌システム
　1、光触媒浄化
　２、紫外線浄化
　３、銀イオン浄化

輝麗

水道管の元に装着するタイプです。
ご自宅のどこの蛇口を開けてもエネ
ルギー水がジャブジャブ!!

水清水G３

既にご自宅に浄水器が付
いてるご家庭はこちら

水清水G2

直径110mm×高さ328mm
262,500円
170,625円

トリニティーセラミックボール

10ｍｍ　　200ｇ　（約100コ以上）

　　　　　　　　10,500円
　　　　　　　　　6,825円

小さい容器などにも入れること
が出来るので使用途は多く、食
用油にも入れられます。焼酎、
日本酒、ワインなどの醸造酒の
中に入れておくと長期貯蔵のよ
うな芳醇な味わいになります。

水清水
トリニティー活水器

みずきよめ

浄水・活水 活水のみ

配管例

活水のみ

直径102mm×高さ303mm
210,000円
136,500円

直径120mm×高さ685mm
　　357,000円
　　285,600円

※この商品は別途
工事費が必要です

水清水 活水器シリーズ
高エネルギー水を精製する高次元活水器

みずきよめ

みずきよめみずきよめ

活水はもちろん、フィルターと成
型活性炭により微細な浮遊物や残
留塩素を除去する浄水活水器です

トリニティーセラミック
　　　２４時間風呂

きれい トリニティーセラミックチューブ

エネルギー水のお風呂で
１、血行促進
２、疲労回復
３、老廃物の解毒、分解
４、精神安定
５、ダイエット効果
６、etc

339,150円
276,570円

※工事費別途必要

浄化、活性化を目的に一般家庭から大
規模施設まで幅広く対応できます。
すでに多業種でご活用いただいており
農畜水産業や飲食、公衆浴場、公共施
設など衛生、美化が求められる場所に
活躍します。

Sサイズ　長さ110mm×直径22mm（内径10mm）
　　　　　　　　　　　　　　　　10,500円　　6,825円
Mサイズ　長さ150mm×直径68mm（内径30mm）
　　　　　　　　　　　　　　　　37,800円　　30,240円
Ｌサイズ　長さ240mm×直径68mm（内径30mm）
　　　　　　　　　　　　　　　　63,000円　　50,400円

水清水の心臓部であるトリニティーセラミックはセラミック素地にエネル
ギー素材であるトリニティーを練り込み高温で焼き上げた後、さらにトリ
ニティーを染込ませ定着乾燥させています。水に高次元エネルギーを
転写することでエネルギーの高い水が得られます。
私達の身体は７０％が水ですからエネルギーの高い水を飲用することに
より身体の隅々まで活性化され病とは無縁の健康な身体になります。
この水清水（みずきよめ）シリーズは世界に類のない高機能活水器です。









※これらの雑誌の掲載は全て紹介をされたもので広告ではありません。
アクア-リオは１５年間で５０種類以上の雑誌に紹介され続けています（現在進行形）
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