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排水は海の入口です。

I-ｔｕｂｅ

「あなたの使った水が地球をきれいにする」
始めませんか？洗剤を使わない生活



5,350ｋｇ ⇒ 4,815ｋｇへ

水道からのＣＯ２：1.5%削減可能

給湯からのＣＯ２：7~10%削減

キッチンからのＣＯ２：1.5%削減可能

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より

家庭で洗剤を使用しない

ことによるＣＯ２排出

10～13%削減
が可能になります。



シンプル生活で環境貢献
洗剤を使わないと生活が快適になります

・すすぎ時間が大幅に短縮

→洗い物の水使用量の８０％は洗剤落としです。
・水の使用量を大きく節約します。

・洗剤代がかかりません

・手荒れ、肌荒れの防止になります。

・洗剤類がないから、子供がいる家庭でも安心です。



「Ｉ-ｔｕｂｅ」でワンランク上の生活が
可能になります。

・科学洗剤を使用しない生活ができます。
・肌にやさしい水を使うことができます。
（肌荒れ、乾燥肌などの方にやさしい水です。）
・蛇口の水がおいしい飲料水になります。
（浄水器やペットボトル水を買う必要がありません）
・「塩素の害」を気にする必要がありません。
（料理、ペット、ご自身の健康に）

・シンプルで快適になり、水を汚さない環境に配慮した生活が
可能になります。



１００年前の水 今の水

水は本来「洗浄力」を持って
います。土壌のエネルギーを
受け、ぶつかり合い、流れる
ことで水自体がバランスの取
れたエネルギーをもつように
なります。

今の水はダムに貯められ、
水は動かず、浄水場で塩
素やその他の薬剤を投入さ
れ洗浄力を失っています。
さらに汚水処理場から川に
流れた水を、再度浄水して
家庭に運ばれます。

洗浄力のなくなった水は界面
活性剤（洗剤）という補助剤を
投入しないと洗浄を行うことが
できなくなってしまったのです。

どうして「洗剤」がいらないの？

汚れを落とすのは「水」だからです。



ＩＩ‐‐ｔｕｂｅｔｕｂｅ アイ・チューブアイ・チューブ

“湧水”がくれた、人と環境にやさしい生活

１．元付けタイプでいい水がふんだんに、家中で使える。
２．高い洗浄力
３．排水による環境改善。
４．保守費用がかからない。（基本的にメンテナンス不要）
５．電気も磁気も使わない自然な原理の応用技術。
６．10年間の長期保証（産業用は5年）



炭は、一般的に脱臭やろ過作用で知られ
ていますが、『Ⅰ-ｔｕｂｅ』は無農薬の食草
や薬草などで作る「炭のチカラ」と、伝統
工芸である「作陶」の技術を利用し、水道
水を自然の“湧水”のような状態に蘇らせ
ます。「炭」は伝統の製粉技術によって約
3ミクロンに微細化して、これを粘土に練り
こみ、日本古来の作陶窯で焼結処理しま
す。この、独自の陶片がオーガニックカラ
ムとして水を元気にします。伝統技術の
活用がより自然に水を活性化し、本来の
洗浄力を取り戻します。

炭と作陶。日本の伝統技術が
活きています。

内部に設置された「オーガニックカラム」。
中に含まれる炭は、30種類を超える食草
や薬草などを炭焼きしたものです。水は
「オーガニックカラム」に出合うことで活性
化され、細かい粒子となって浸透力・洗
浄力を高めます。

この活性化された水が、家中で使えます。



洗剤なしだとこんなにかんたん

洗い方

お皿や茶碗を洗うときはお湯を流しな
がら綿のふきんやタオル、植物繊維の
スポンジで拭うように洗って下さい。汚
れがこびりついたものは一晩湯につけ
置きしてから綿布などで洗って下さい。

スポンジは一方向
に動かして洗うの
がコツだよ。

最後に回りを拭
いておしまい。

洗剤を使わないので料理をしながら調理
器具の片づけが素早くなります。洗剤を
使わないで洗えばゆすぎ時間も短縮。器
具に洗剤が残る心配もなくフライパンなど
素早く洗えます。

～食器洗い編～



洗剤なしだとこんなにかんたん

①お湯を張って洗濯物を12分浸けます。

⇓

②その後、5分ほど洗濯機を回します。

⇓

③脱水します。汚れが気になる場合は、
すすぎを3分ほどします。柔軟剤も入れま
せん。その後脱水すればＯＫです。

漂白が必要な場合は太陽光で乾かすと
かなり白くなります。それ以上に白くした
いときは塩を洗濯機に大さじ1杯入れ洗
濯後、太陽光で乾かします。日光を避け
る場合は室内干しをします。

洗濯機の汚れもつきに
くくなります。

室内干しでもいやな臭いが出ません。

柔軟剤なしでもふっくら仕上がります。

～洗濯編～



洗剤なしだとこんなにかんたん

ボクの肌はとっ
てもデリケート。
だから洗剤は使
わないで！

洗剤なしだと
掃除がすぐ終
わるね！

浴室内もスッキリ

すのこにカビも
生えにくくなり
ます。

カラダを洗う

綿のタオルを利用して洗剤を使わず
擦り洗いします。皮膚の弱い方やアト
ピーなど皮膚疾患がある方は軽く拭き
洗いします。

髪を洗う

綿の薄手のタオル、ハンドタオルなど
でぬぐい洗いをします。頭皮は指先や
ゴム等でできたブラシで頭皮をシャ
ワーしながら擦ったあと、タオルなどで
ぬぐい洗いをします。

風呂の掃除をする。

湯船や浴室の壁を軽く擦り洗いし、
シャワーをかけます。届かないところ
にはシャワーをかけます。カビの予防
も同様です。

ボクも実は洗剤嫌い。
毛づやも良くなり臭い
もなくなるよ。

～お風呂編～



素材が活きれば料理が変わる①
下の写真は、スーパーで買ってきたお肉を「I-tube」の水につけたものです。赤く
染まっている液体は、お肉の表面についている「保存料」と「着色料」です。スー
パーなどではお肉の変色を防いだり、色よく見せるために「保存料」 「着色料」
を使用しています。「I-tube」の水につけるとこれらの成分が溶け出します。すると、
お肉の素材本来の味になります。

①浸けた直後 ②15分後

③お肉を引き上げると・・・④水と比較すると一目瞭然



素材が活きれば料理が変わる②

①スーパーの魚を・・・ ②お水にそのまま15分浸けます。 ③軽くキッチンペーパー等で
水気を落として料理します。

スーパーの魚も、肉と同様、保存料で覆われています。火を入れる料理はもちろん、お
刺身なども一度お水につけてから召し上がってください。素材の味が活きてきます。

野菜、果物がいきいき、本来の味に
なります。

調味料はビンのまま水に浸けます。
角が取れてまろやかになります。



私どもは厚生省の省令に基づき給
水装置性能基準適合試験を行い、
第三者による性能報告書を基に、
「水道法適合」を自己認証（平成9年
３月19日厚生省令１４号）いたしてお
ります。

2010年2月「I-tube」に名称変更

水道法適合証明書および性能報告書

浸出試験 耐圧試験



事例集



ペナガホテル（マレーシア・ペナン）

「ペナガホテル」はユネスコ世界遺産
である「ジョージタウン」中心に位置し
ています。
エレガントな客室には有名な東南ア
ジアのアーティストの現代アート作品
が展示されています。スパ、美容サロ
ンも設置されており、また、プールも
楽しむことができます。

ホテルには、「I-tube６５」が設置され
ました。また、左の写真のように、「I-
tube」の設置をお客様に告知してい
ます。

日本と比べれば水質が悪い地域で
「I-tube」による「洗剤なしのライフス
タイル」の輪が広がりつつあります。



銀嶺食品工業株式会社（福島県）

銀嶺食品の「地ぱん」は、穀物の栄養素を十分に活
かした、独特の風味と食感を持った「日本人の為のパ
ン」です。
代表の大橋雄二さんは、幼いころ血友病という難病に
冒されながら、壮絶なリハビリを経て、「地ぱん」の開
発に取り組んできました。
この会社で、新製品の開発に合わせ「I-tube」が設置
されました。大橋さんは、「I-tube」の水が持つ活性化
作用に着目し、「アクアパーネ」というパンの開発に取
り組みました。
そして、大橋さんの努力と、I-tubeの水の作用により、
これまでにない全く新しい風味と食感を持ったパンが
完成しました。



沖縄料理店「めんそーれ」（埼玉県）

オーナーの真喜志さんは沖縄出身
の方で、この地にお店を開いて30年
になります。
I-tubeの水をお試しいただいたとき
に、野菜がとてもおいしくなることに
感激していただき、設置を決めてく
れました。

素材の味が良くなる、洗いものが簡
単になった、など、とても喜んでいた
だいております。

左が、I-tube設置状況の写真です。



Ｉ-ｔｕｂｅ設置の住宅（群馬県）

水道管にＩ－ｔｕｂｅを設置、さら
に炭化液を床下に練りこみ、水
だけでなく空気環境も改善。

もちろんご家族で洗剤ゼロの生
活を快適に送っていらっしゃい
ます。

お客様も洗剤ゼロの洗い上がりに驚い
ていました。



“思い”の原点
ペナンホテルベルビュー
「リム・チョンキート」伯爵

マレーシア、ペナン島「ペナン
ヒル」の頂上にあるホテル「ベ
ルビュー」。このホテルのオー
ナーｌｉｍ氏は、 「宇宙船地球
号」を提唱したバックミンスター
フラーの友人で良き理解者で
もあります。

彼の思いは、ペナンの水環境
のために上流から水を汚さな
い。山頂にあるホテルベル
ビューから汚れた水を一切流
さない。そのため、このホテル
では洗剤なし、シャンプーなし、
を実践しています。

「Ｉ－ｔｕｂｅ」は彼の発案により
命名されました。



大手缶詰工場（静岡県）

• Ｉ-ｔｕｂｅ６５を2台設置

（2009年8月）

• 材料のロスが減り、コスト圧縮に成功

• 排水処理コストを大幅に削減

（工場排水のＢＯＤが40～60→20程度まで減少）

• 缶詰の食味が大きく向上した

• 「タンパク質」の質の向上が見られた



プール用移動式循環
ユニット

プールの営業終了後より翌朝の
営業開始までプール水を循環さ
せる装置

写真はＩ-ｔｕｂｅ65を使用

・水の透明度が上がった

（25m×7コース で対角線が見える）

・プールの水が軽く感じる

・プールから上がった後、肌がしっとりする

・髪の毛がしっとりしてきた

・塩素のにおいが少なくなった

・生臭い感じがしない

・入ったときのヒヤッと感がない



シャンプー台にオーガニックシャワーを使用

化学物質を極力使わない施術を実施。

髪のトラブルの駆け込み寺的存在。

クリークヘアー（神奈川県）

浮いているのは毛根に残ったシャンプーカス
と皮脂汚れ



ペットショップ
（東京都）

ペットのトリミングに
オーガニックシャワー
を使用。

・シャンプーなしでにおいを低減。

・毛づやがよくなり、皮膚への影響も少なく

なります。

・トリマーの手荒れ、肌あれも防止。



フェニックス（飲食店・東京都）
• 厨房に「フードクリーン」を設置
• 今までミネラルウォーターを買っていたが、その
必要がなくなった。

• ご飯の味が格段に良くなった
• 水、飲み物がおいしくなったとお客様に評判に
なっている。

• お客様が水筒を持ってきて、水を汲んで帰るよう
になった。



農業事例

トマト農場
左が、設置していないハウス、右がアイ・チューブの原型を設置した
ハウスです。（同日撮影）



作物の生育の違い

アイ・チューブの水と水道水での生育差です。
上段左：かいわれ大根（場所：東京）
上段右：玉ネギ（場所：ポーランド）
下段 ：ひまわり（場所：東京）



設置はかんたんです

設置工事は水道業者に依頼して下さい。水道業者がわからない場合は販売店にご相談くだ
さい。工事は簡単です。メーターより家側の水道管に「Ⅰ-ｔｕｂｅ」をつなぎます。電源や絶縁、
アース設置などは必要ありません。埋設の場合は、写真のようにメーターボックスやＵ字溝な
どを使用し、見えるように設置して下さい。寒冷地では凍結防止を行って下さい。集合住宅
の場合はメーターボックス内に設置します。工事は通常2 3̃時間程度で終了します。

一戸建ての場合 集合住宅の場合


