
放射能やその他の汚染物質から解放された、日本のための水！ 

 

ベストウォーターの浄水フィルター＆健康システムの原理とは 

 

健康的でエネルギーに満ちた湧き水、それは水道管を通って運ばれた水道水とはまるで比較にな

りません。フレッシュで貴重な自然界の湧き水は、地下何百メートルの深さから何千年もかけて地

上に辿り着くことも稀ではないのです。こうした自然界からの水の振動数は 10 の 13 乗ヘルツ、私

たちの細胞機能をコントロールする振動エネルギーと同様の数値となっています。この生物光子エ

ネルギーが私たちの体内細胞を活性化し、私たちを取り巻く環境による悪い影響から守り、細胞を

キレイにするとともに、体内の浄化を助けてくれるのです。 

 

ベストウォーター・テクノロジーで、ご家庭の水道水は活力ある明瞭な湧き水クオリティーに変わります！6 段階の浄水シ

ステムで、水道水は徐々に本来の力を取り戻すことができるでしょう。                               

                                                                                       メンブレン 

 

メンブレン分子フィルター 

数層に及ぶ高密度の分子フィルターは水分子のみ通過させることが出来ます。それより大

きな分子はフィルターを通過出来ずに、排水口に流されます（ステップＢをご覧下さい）。 

                                                                                                                 

 

                                                                               水道水       飲料水 

 

水晶 

 

高性能の活性化モジュール内で、水晶は 2,5 から 160ヘルツの光周波数を貯蔵する媒体

として機能しています。 

 

 

 

ステップＡ：前処理フィルターシステムによる準備 

最初に、水道水を前処理フィルターシステムにかけて浄水準備を整えます。沈殿フィルター(1+3)により水中の浮遊粒子、

不純物を除去した後、ココナッツ炭、ゼオライトのミネラル、サンゴ砂、シリカ顆粒からなる活性炭フィルターによって塩素、

炭化水素、アンモニア化合物など水中に溶け込んだガスを取り除きます。その際、水に渦を巻き起こして 10の 13乗ヘル

ツの振動数へと導きます。これにより、次段階での分子フィルターの浄水レベルが上がり、有害物質が通過するのを防

ぎます。 

 

ステップＢ：逆浸透膜による浄化処理 

前処理フィルターを通ってきた水は分子フィルターへとたどり着き、逆浸透膜を通過することによってあらゆる不純物から

解放されます。逆浸透膜は水の持つ浸透力を逆に利用することで成り立っています。水は圧力を加えられることによって、

水の分子だけ通ることが可能な小さな孔の開いた数層の膜に接します。それよりも大きな分子は 99%の確率で押し戻さ

れ、排水処理され、精製水がタンク内に貯水されます。 

 



ステップＣ：光学技術および光の周波数を用いた水の活性化 

逆浸透膜による浄化処理により、前段階をクリアした水は、化学的に見れば最も純度の高い状態にありますが、こうした

段階を踏むことによって、多くのエネルギーを失っています。そのため、飲料水として完成させるために二つのモジュー

ルを用いて水を活性化させます。ＨＥモジュールは貴重な水晶で満たされており、これは 2,5 bis 160ヘルツの光の分光ス

ペクトル周波数を貯蔵する媒体として機能しています。このモジュールによって、水は活力を得ることができ、人間の体に

よく馴染む水として生まれ変わるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯保証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛髪= 0,096 mm 

 

 

 

分子フィルター  

逆浸透膜はこちらに装着されて

います。水に溶解した物質の

99％がここで除去されます（ス

テップＢをご覧ください）。 

 

ＨＥモジュール 

光の分光スペクトル周波数を保存する

天然の素材として、貴重な水晶が入っ

ています。 

（ステップＣをご覧ください） 

 

アクア・リス・クリスタル・エナジー・モジ

ュール 

有害物質を沈殿させる役割を果たして

います。（ステップＣをご覧ください） 

 

 

3つの前処理フィルターシステム 

2 つの沈殿フィルター(1+3)とひとつの

活性炭フィルターより構成されていま

す。ここで分子フィルターにかけるため

の準備が行われます。 

 

 

アルミニウム製フレーム 

二つのフレームは、貴重なアルミニウ

ム製。ベストウォーターには生涯保証

がついています。 

 

アクア・リス・クリスタル・エナジー・モジュール（ステップ

Ｃ）： 

浸透水は二つのモジュールのうち、最初にマイクロシリカ

結晶の層を通過し、生物光子エネルギーによって高周波

数（10 の 13 乗ヘルツ）で振動します。活力を得た水はゼ

オライトのミネラルを通過した上、渦を巻き起こさせられま

す。火山岩には 100 万年もの時を経た名水が蓄積されて

いますが、その貴重な情報が二つのモジュールを通過し

た水にも伝わるのです。こうして水は本来の力とバイタリ

ティーを獲得します。 

 

 

逆浸透圧による浄水方法 

ベストウォーターは飲料水の有害物質を極限まで除去する技術を持っています。逆浸透

圧による浄水方法でのみ、ほぼ全ての物質を効率よく水中から除去することが可能なの

です。 

 

 

 



血球= 0,001 mm 

バクテリア= 0,0002 mm  

ウイルス= 0,00003 mm 

水の分子= 0,0000001 mm 

 

 

コンパクトなのに、効果は絶大！ 

 

ベストウォーター・テクノロジーの設置はこんなに簡単 

ベストウォーター分子フィルターおよびエネルギーシステムは、コンパクトな設計により何処に置いても場所を取りません。

ご家庭や会社など、水道のある場所なら何処にでも設置することができます。キッチンシンク内の設置が推奨されますが、

地下室の壁や物置き部屋の設置も可能です。クイックコネクタとフレキシブルな耐圧ホースの組み合わせにより、ご自分

で簡単にご家庭の水道に接続できることを保証いたします。またベストウォーターは、部品も厳選、あるいは自社製のも

のを使用し、水の中のあらゆる不純物を退けます。 

 

 

シンク下の設置 

ベストウォーター分子フィルターシステムはシンクの下などに設置することが

でき、コンパクトです。蛇口はシンク上に設置されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ベストウォーター ― 最高品質のまま、30

年間の保証   

ベストウォーター・分子フィルターシステムおよびメンブラ

ンは 30 年間の保証つきです。ただし、電子・電気機械を

使用した付属部品は適用されません。 

 

 

この製品は技術検査協会 TÜV による安全規

格を満たしています。 

ベストウォーターは安全面でも他社と大きく差をつけていま

す。他社製品においては、それぞれの部品や製造工程の一

部がテストされていますが、ベストウォーターの分子フィルタ

ーシステムは技術検査協会 TÜV による精密なチェックが行

われており、部品のひとつひとつ、製造における全行程、製

品の機能も含めて TÜVの認証を受けているのです。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

信頼のおける技術、しかも実用的。 

ベストウォーター・テクノロジーはあなたの健康に貢献するだけでなく、家計も節約できます。ミネラルウォーターの購入を

省けることはもちろん、ご家庭で使用されているコーヒーメーカーや食洗機、スチームアイロンなど、水を使用するあらゆ

る家電製品は、ベストウォーターの水を使用することによって、ぐんと長持ちするでしょう。 

 

ベストウォーターで家計の節約、たとえばこんな場面で： 

・洗濯用洗剤や台所洗剤、 硬水軟化剤、食洗器用リンス剤の使用量が少なくなりま

す。 

・消費電力の節約、および水を使用する家電製品の維持費が下がります。 

・ミネラルウォーターを購入したり、運んだりする必要がなくなります。 

 

ご家庭のあらゆる場面にて、十分な量の水（一日 180 リットル）を、お料理や草花への

水やり、窓ふきなどにもお使い頂けます。 

 

環境保全にも積極的に貢献！ 

ベストウォーター・テクノロジーのご使用により、より積極的に環境保全に貢献して頂くことができます。ベストウォーター

で浄化した硬度の低い水を使用することにより、洗剤の使用量が少なくなり、硬水軟化剤を使う必要もなくなります。また

ご家庭で質の高い飲料水を作ることができるため、ペットボトルのごみを出さず、業者のミネラルウォーター輸送を少なく

することが出来ます。 

 

家計を節約し、 

快適な暮らしとともに 

環境を守りましょう。 

 

 

 

                               *推奨されている成人の一日あたりの水分摂取量 

前処理フィルターカプセル                                   

円錐形のネジ、二重のシーリング材を使用          

 

ステンレス製蛇口 

1/4”接続部、75 mm ネジ、国際規格 ISO 9000 und 

ISO 14001 に沿った製造 

 

透過圧ポンプ 

貯水タンクの水分量を高め、

水の使用量を抑えます。 

 

10 リットルタンク 

ＮＳＦ（アメリカ国立科学財団）による品

質保証を得たプラスチック製。飲料水の

貯蔵に最適です。 

 

カンタン接続 

非常に安全で、使い方もシンプルです。 

 

4人家族の毎月のミネラルウォーター代 

 

ミネラルウォーター2 リットル（1 リットルあたり 50 ユーロ）をひとりが一日に消費

する場合* ＝ 約 4ユーロ×30日＝毎月の負担額約 120ユーロ 

 

2人家族の毎月のミネラルウォーター代 

 

ミネラルウォーター2リットル（1リットルあたり 50 セント）をひとりが一日に消費す

る場合* ＝ 約 2ユーロ×30日＝毎月の負担額約 60ユーロ 

 



 

ベストウォーター・テクノロジーで極限まで水を浄化し、活力を与えます。 

ベストウォーターは逆浸透圧を利用して水を浄化し、あなたの健康を守ります。この

技術により、水中の病原菌、細菌、重金属、薬品類の残留物、放射性物質などを

99％までカットします。さまざまな構成要素からなる独自の技術で有害物質を確実

に除去し、浄化された水はさらに天然湧き水の活力を与えられます。 

最高にピュアでエネルギーに満ちた水は、あなたの健康を促進し、体調を整えてく

れるでしょう。 

 

 

 

 

最高にピュアでエネルギーに満ちた水をお楽しみください！ 

 

ベストウォーター・テクノロジーはあなたの人生と健康に沢山のポジティブな影響をもたらします： 

 

・体調が改善され、体の隅々にエネルギーが供給され、健康を促進します。 

・安全かつ体に負担のない水の摂取により、家族全体が仕事やスポーツなど日常生活のさまざまな場面でより良い結果

を出すことができます。 

・無菌かつ安全なベビーフードや食事を作ることができます。 

・ご家庭での料理や飲み物も格段に美味しくなります。 

・カルキを除去した水により、水を使用する家電製品の効能が上がり、長持ちします。 

・ペット、水中動物の飼育、植物の水やりなどにも最適の水質です。 

 

ベストウォーター浄化装置および健康システムで、最高品質の飲料水を。 

ベストウォーターの技術は数々の有名な研究機関でもテストされており、飲料水のクオリティーの高さが証明されていま

す。ベストウォーターは水中から有害物質を除去するだけでなく、独自の逆浸透圧システムによって放射性物質もフィル

タリングします。これによって、水道水から理想の飲料水が精製されます。 

 

水道水質基準の規制値も、ベストウォーターテクノロジーがあれば大きく下回ります。 

 

水質分析の結果、ベストウォーター・分子フィルターシステムは、水質汚染の激しいシュプレー川の不純物も 99％カットで

きることが証明されました。水道水質基準におけるさまざまな規制値も、大きく下回っています。 

 

そのため、ベストウォーターでフィルタリングされた水の電気伝導率は、飲料水の基準をクリアした水の 1/1000 ほどにま

で下がります。 

 

ベストウォーターの革新的な技術についてお分かり頂けましたか。それではぜひ、今すぐご注文下さい。 

 

ベストウォーターについてのご質問には、弊社の専門スタッフがお答えいたします。また、ご注文も直接承っております。 

 



 

一目でわかるベストウォーターのメリット 

・健康的かつエネルギーに満ちた、最高に純度の高い飲料水がいつでも手に入ること 

・あなたとあなたの家族のために、安全な水源が用意されていること 

・ミネラルウォーターを運ぶ手間から解放されること 

・ごみの量を減らし、環境保護に貢献できること 

・ミネラルウォーター・ボトル返却の手間が省けること 

・30年間の保証 

・ベストウォーターの水一口一口があなたの健康につながります。 

 

こちらのパンフレットは下記の店舗にて配布しております。 

 

この惑星に存在する水という物質は、最も私たちを魅了するものです。地球の 4分の 3は水に覆われ、生命誕生の起源

にもなりました。私たちは水の中で誕生し、水は私たちの生活に欠かせません。人間の体の 75％は水で出来ており、人

体を構成する大事な要素です。水質が私たちの健康と寿命に影響を与えていることは、学術調査によっても明らかにな

っています。上質な飲料水を選択することが私たちの健康につながることを、あなたは認識していますか？ 

 

ベストウォーターでハイクオリティーな人生と健康を守りましょう。 

 

私たちは毎日水を消費しています。飲料水として、また料理を作るため、様々な用途に使われています。ベストウォータ

ーの分子フィルターシステムで、最高の飲料水を手に入れましょう。天然の湧き水のように生命力に満ち、明瞭で美味し

い水をあなたにも！ 

 

水の生命力 

滝から勢いよく落ちる水の流れは人を魅了します。それは滝に自然本来の力強さを感じることが出来るからでしょう。こう

した水の分子は高いエネルギーレベル（10の 13乗ヘルツ）を有しています。 

 

完璧な純度を保つ水の結晶の姿 

ベストウォーターの水を凍らせて撮影した、素晴らしい水の結晶です。この水には活力が溢れています。（写真：E. F. 

Braun/Schweizの水の水晶） 

 

業務提携：Radiy OAO/NPP ロシア モスクワ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Ralph T. Niemeyer 

Direktor 

+7 910 484 3270 

+49 176 84554176 

eMail:  

official: niemeyer@radiy-niod.ru 

personal: ralph.t.niemeyer@gmail.com 

 

ご連絡先： 

取締役 ラルフ Ｔ．ニーマイヤー(Ralph 

T. Niemeyer) 

電話番号： 

+7 910 484 3270 

+49 176 84554176 

Ｅメール:  

オフィシャル: niemeyer@radiy-niod.ru 

プライベー

ト: ralph.t.niemeyer@gmail.com 
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