
ご提案

ミネラル水素水は“買う”から「造る」へ



市場規模 約1,400億円

潜在顧客数 約350万件

国内の宅配水市場の調査

宅配水の市場規模推移

※2019年度見込み
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水道水を注ぐだけで「ミネラル水素水」に！

アクアバンクは、
ボトルが不要なウォーターサーバーです。
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注文・宅配・保管・支払う
モデル

自宅で簡単に
“安心・安全な水を造る”

モデルへ

水は”買う”から”造る”時代へ！
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買う

造る



他のウォーターサーバーからの置き替え率

ブランドチェンジ（従量課金の他ウォーターサーバーから
アクアバンクへ変更されたお客様）された契約者の割合です。

高い置き替え率が自慢です！
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お客様アンケート
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多数のお客様よりご好評を頂いております。



安心の定額制

ミネラル水素水がたっぷり使える

“ミネラル”＆“水素”を含む、次世代ウォーターサーバーです。
飲水としてはもちろん、料理や赤ちゃんの授乳用、観葉植物、ペットなど、
様々な用途にご使用いただけます。

原水は水道水なので、どれだけ使っても追加料金は一切発生しません。
年一回のメンテンナンス料も月額利用料内に含みます。

■サーバーレンタル料：月額3,980円（税別）

■メンテナンス料：０円 (原則1年に1回)

追加ボトルの「注文」・「受取」・「保管」・「ボトル交換」など、
ウォーターサーバーに関する煩わしさを一切廃止！

“ボトル交換式“煩わしさ実感のタイミング
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ゴミを出さない“ECO対応”

替えタンクを一切使用しませんので、ゴミを出さない地球環境に優しい
ECO対応商品です。

4

『選ばれる』4つの理由



ミネラル水素水ができる”ヒミツ”

多層式水素発生特殊セラミック
高濃度水素水を生成・発生を持続

ホタテカルシウム剤
抗菌溶剤Caでミネラル補給

銀添活性炭
抗菌、減菌作用・塩素除去

マイナスイオンセラミック
抑菌、活性酸素軽減

銀添活性炭
抗菌、減菌作用・塩素除去

遠赤外線セラミックボール
水分子を細分化

竹炭活性炭塩素
不純物除去

テラヘルツ鉱石
高い分子振動を与えます

水質安定パック(アクアハイドロディスク)

浄水・ミネラル添加カートリッジ

アクアバンク独自のカートリッジ・タンクを通ることで、
ミネラルを大量に含んだ水素水が完成します。
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【水素発生デバイス】



独自開発のカートリッジが驚きの浄水効果を発揮して、
水道水の塩素や不純物を取り除きます。

水道水を10,000リットルまで通水し、塩素の除去率を測定しました。

「年間使用量約10,000リットル」が目安となります。
10,000リットルとは、毎日28リットルを1年間使用した量です。

優れたカートリッジ式機能
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【参考サイト】：https://ipforce.jp/patent-jp-B9-6159970



あ

❐「溶存水素水濃度の測定方法」の日本国特許「特許第5895272号」を取得
❐【発明の名称】溶存水素濃度の測定方法
❐【特許権者】株式会社アクアバンク

安心のエビデンス

0.2～0.6ppmの溶存水素
※使用状況で濃度は変化します

水素水の定義、溶存水素の測定方法もJIS規格にありません。
上記の測定方法で「三菱マテリアルテクノ株式会社」様に、溶存水素濃度を測定いただいております。
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【参考サイト】：https://ipforce.jp/patent-jp-B9-5895272



1年ごとの訪問メンテナンス
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ご利用から1年後、メンテナンス業者が
無料でメンテナンスにお伺いいたします。

【メンテナンス内容】

・カートリッジ新品交換

・浄水タンク清掃

・サーバ内タンク、配管の殺菌洗浄

・サーバー清掃

・蛇口新品交換

・水質安定パック(ハイドロディスク)新品交換（2個）

1年ごとの訪問メンテナンス無料

※一部訪問できないエリアがございます。



1年ごとの訪問メンテナンス

定額制だから使えば使うほどお得！
是非、毎月の利用料と比較してください。

※家族4人で一ヶ月間利用した場合、約40～50ℓ (ボトル数換算：3～4本) ボトル1本(12ℓ)で試算
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日々のお手入れ
衛生的な状態で使用し続けるためには利用者自身での掃除・お手入れが必要です。
空気中や人間の手には、たくさんの雑菌がいますので、夏季は週に１回、冬季は月に２回程度を推奨しています。
また、タンク内やお湯やお水の注ぎ口は、気がつかない間に汚れがついてしまいます。
「お手入れらくらく簡単」でご説明する方法で定期的なお手入れを行い、清潔な状態を保ってください。

お水の入れ替え
水道水をろ過した水については、3 日を目安に使い切ることをお勧めしています。
長時間使用されなかった場合も水の入れ替えをしてください。

お手入れらくらく

お手入れ方法の
カタログが付属します。
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いつでも
メンテナンス！

お手入れがかんたんなウォターサーバーです！

いつも清潔に
使用できる！



アクアバンク 3つの“ゼロ”

ボトル

工事費用

追加料金

水道水を注ぐだけでミネラル水素水が造れます。水は買わなくてOK！
面倒なボトルの申込、重たいボトルの上げ下げ、予備タンクの置き場も不要です。

場所を選ばずどこでも簡単に設置！
※業者設置コースでお申込みの場合、初回費用に設置作業料3,000円（税別）がかかります。

毎月定額3,980円(税別)のサーバー利用料のみでご利用いただけます！
メンテナンス料金は無料です。

1年に一度、カートリッジや蛇口を新品と交換し、本体のメンテナンスをいたします。

0円

0円

0円
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指定業者(ヤマトホームコンビニエンス㈱)がご訪問し、
組立から設置まで対応。梱包ダンボールなどの廃材も回収します。

宅急便(ヤマト運輸)にて配達いたします。
お客様ご自身で組立から設置まで対応いただきます。

業者設置コース

セルフ設置コース

初回お支払い額 12,960円(税別)

・月額：3,980円(税別)×2ヶ月分

・設置作業料：3,000円(税別)

・登録事務手数料：2,000円(税別)

利用料金
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お支払い額 50,122円(税別)

・月額：3,980円(税別)×12ヶ月分

・設置作業料：3,000円(税別)

・登録事務手数料：2,000円(税別)

※【お支払い方法】

初年度：「代金引換え」、2年目以降：「コンビニ支払い用紙」

月額
契約

初回お支払い額 9,960円(税別)

・月額：3,980円(税別)×2ヶ月分

・登録事務手数料：2,000円(税別)

お支払い額 47,272円(税別)

・月額：3,980円(税別)×12ヶ月分

・登録事務手数料：2,000円(税別)

※【お支払い方法】

初年度：「代金引換え」、2年目以降：「コンビニ支払い用紙」

年払
契約

月額
契約

年払
契約

5% 
OFF

5% 
OFF



乾燥重量：17kg 乾燥重量：12kg

160cm

112cm

ふたを開けた時の最大高

ふたを開けた時の最大高

139cm

97cm

49cm

91cm

32cm 32cm

27cm 31cm

【ロングタイプ】 【ショートタイプ】

タイプ
ロング
タイプ

ショート
タイプ

幅 27cm 31cm

奥行き 32cm 32cm

高さ 97cm 49cm

重量 17kg 12kg

タンク込み
高さ

139cm 91cm

ふたを開けた
最大高

160cm 112cm

サーバーサイズ
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冷水：5～10℃ 温水：85℃

冷水タンク容量：3.0ℓ 温水タンク容量：1.6ℓ

設置条件
●室内でコンセントがある
●植物・暖房器具の近くは避ける
●日当たりの良い場所は避ける
●サーバーの高さ+30㎝の空間要
●背面は10cｍ以上空間が必要
●左右も他製品との空間が必要
●定格電圧：100V



クレジットカードでのお申込み

口座引き落としでのお申込み

契約書を確認、必要書類へご記入
いただき、以下資料を弊社へ送付
していただきます。

代理店様よりお客様へ「お申込み
用書類」を送付していただきます。

弊社にて、入力内容のミス、漏れ
等を確認した後、アクアバンク社
へ提出いたします。

お申込み用紙を送付 ご契約・口座振替用紙ご記入 お申込み用紙を送付

専用フォームからお申込み

Web上から、「代理店様専用申し
込みフォーム」からお申し込みい
ただきます。身分証等は必要あり
ません。

・書類のご記入が不要です。Web上で全て完結します。

・専用フォームを使用することで代理店様との紐づけが可能です。

・対面の必要無く、ご注文いただきます。

申込
完了

＜クレジットカード払いのメリット＞

❐お申込み書 ❐重要事項確認書
❐口座振替用紙 ❐身分証明書

申込
完了

お申込み方法
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お申込み後の「メンテナンス」、「顧客フォロー」は、一切不要です！
手離れが良く、契約獲得のみに注力いただけるサービスです。

入力漏れ、ミス等がございますと、
お客様に追記、修正をお願いする
ことになります。漏れ、ミスなく
ご記入いただいてください。



還元電解アルカリ水

「酸化」とは、酸素と結合することを意味し、「還元」とは酸素を失うことを言います。
活性（強さ）を酸化還元電位（単位はミリボルト（mV））で表します。

酸化還元電位の比較

酸化還元電位（ORP）ついて

身体が酸化されやすい状態で、身体が過酸化状態になると、活性酸素の過剰増加にも繋がるといわれています。
逆に還元状態に、つまり抗酸化性がある場合は、活性酸素が抑制されるといわれています。
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アクアバンクのミネラル水素水には、0.2～0.6ppmの溶存水素が含まれています。
水素は優れた抗酸化作用をもっています。病気でなくても体が衰え老化するのは活性酸素による
酸化が原因なのです。

活性酸素は普通に生活していても発生しますが、不摂生やストレスも発生の要因となっています。
水素水に含まれる水素は活性酸素をキャッチし、体外に排出する作用をしてくれるのです。

また、体を活性化させ代謝を促進しますので、シワ・たるみ・ダイエットなどにも効果的です。生体に
とって欠かせない元素でありながら、体内では作り出すことができないものがミネラルです。
アクアバンクの水素水はミネラル栄養素を多く含んでいます。
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水素は優れた抗酸化作用をもっています。病気ではなくても、体が衰え老化するのは活性酸素により、
細胞や組織の酸化して(さびて)変質することが原因なのです。水素水に含まれる水素は活性酸素を
キャッチし、体外に排出してくれるのです。

また、水素を補給すると肝臓が強くなり、二日酔いしにくいと言われています。また、排尿が促進
される方も多く、腎臓での血液浄化がスムーズになり利尿効果が高まります。水素を補給して血液の
状態をより良くすることで、肝臓や腎臓がより機能し、より健康なサラサラ血液を維持する好循環を
生み出すことが期待できます。

水素の優れている点は、悪玉活性酸素だけを無効にできる未来の抗酸化物質ということです。
宇宙一小さいので、悪いことの元凶になりやすい細胞の隅々まで行き届く、いわば水素水は宇宙一
小さなサプリメントなのです。

ミネラル水素水が美容と健康によいといわれる理由

ミネラル水素について



代理店様向けご案内

ミネラル水素水は“買う”から「造る」へ



アクアバンクはストック型ビジネスモデルです。
ストックビジネスは、一件の金額は少量でも数を多くすることで

大きなお金になり、また景気に左右されにくい事から、

収益が安定するメリットがあります。

そして、契約期間が長ければ長いほど
より多くの収益を生み出します！

新規

ストック（安定収益）

初月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 8ヶ月 1年

【ストック型ビジネスの長所】

① 収入が安定しやすい

② 不況に強い

③ 少人数でも

ストック型ビジネス

【収益イメージ】
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2年目

3年目

5年

92.0％
95.5％
98.5％

ご契約期間が長いほど継続率が高い！

平成28年11月現在、総受注台数は25,000台以上、
全国に200社のネットワークを構築。

第5期のみの受注台数は1万台を突破。継続率の高さは業界トップクラス。

継続率が違います！

お客様のご契約継続率
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以上


