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選べるカラーバリエーション
シンプルでありながらプレミアムな
高級感をかもし出すスッキリとしたデザイン。
場所を選ばない２サイズと
豊富なカラーバリエーションで
どんなお部屋の雰囲気にもマッチします。

〈アイス〉 〈ベビーピンク〉 〈ライトグレー〉

本体の２サイズ４色とボトルカバー３色展開。
ライフスタイルやインテリアに合わせて組合せ、
自由自在!

従来モデルより電気代削減
温水タンクのヒーター方式の改良、保温仕様
の変更により、高い省エネ効果を実現。従来
品のスタンダードサーバーに比べ、約50％
電気代をカット。さらに就寝の際などお部屋
が暗くなった状態をエコセンサーが感知し、
温水タンクの加熱を自動で止める光センサー
方式のエコモード機能で通常使用時に比べて
約20％も削減可能に。

安全性へのこだわり

チャイルドロックボタンカバー

チャイルドロックボタンに開閉式のカバー
を装備し、出水ボタンがお子様の目につき
にくい設計。

ダブルロックカバー

チャイルドロックボタンの上にダブルロック
カバーを採用することで小さいお子様のいた
ずらによる操作を制限。

※JDSA基準(1804)による測定結果。
※お客様のご使用状況により電気料金は変わります。

※温水・冷水ともに、各600cc/日、36L/月使用時、27円/kWhとして算出。
※エコモード使用時(6時間/日)の電気料金は通常の約2割減が目安です。
●サービス内容の詳細についてはご利用規約をご確認ください。
●ご利用料金については別紙の「料金表」をご確認ください。

設置に必要なスペースは、
横幅27cmと業界トップ
レベルのスリムなデザイン。
ライフスタイルに合わせて
さまざまな場所に設置可能。

※設置状況により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

●サービス内容の詳細についてはご利用規約をご確認ください。

●ご利用料金については別紙の「料金表」をご確認ください。

安全性へのこだわり

温水スライドロック＋ チャイルドロックボタン 脱着式コックカバー

小さなお子様の火傷事故を防ぐために、温水スライド

ロックを搭載。さらにカバーを開けてボタンを押さな

いと温水が出ないチャイルドロックボタンをくわえる

ことで誤操作防止へ、２段階の安全性を確保しました。

冷温水コックの操作を

制限するために脱着式の

コックカバーを装備。

温水スライドロック チャイルドロックボタン

ブラウン ブラック ホワイト

業界最スリムクラス

横幅26.5cm(本体)は業界

においてトップレベルの

スリムさ。

家具と調和しやすい

同一トーンの色を使用

することで、視覚的にも

よりスリム感を強調。

トレーの側面が本体から、

はみ出ない形状のため、

狭いスペースでの設置が

可能に。

置き場所を選ばない

スリムデザイン。

による
デザインサーバー。
デザインにこだわるあなたへ、

インテリアと調和する洗練された

スリムなデザインサーバーが誕生しました。
新しいライフスタイルを提案するエレクトロニクスブランド

amadana(アマダナ)とは、日本ならではの美意識とテクノロジー

を融合させて生まれたエレクトロニクスブランド。江戸時代、

漆問屋が多く集まった江戸のいち界隈を「尼店(アマダナ)」と呼

び、漆は日本の生活様式と美意識とテクノロジーの象徴だと言

われていました。

かつて欧州人が漆器を「ジャパン」と呼び畏敬の念をもったよ

うに、日本独自のカルチャーをエレクトロニクス製品として表

現し、「センス･オブ･ジャパン」を世界に向け発信し続けてい

ます。
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スタンダードサーバー

冷水タンク

温水タンク

冷水

温水

冷却

加熱

 商品名 amadana スタンダードサーバー

 サイズ※ H 1,326mm × W 270mm × D 330mm

 重量 17.8kg

 容量
2.2L

2.0L

 温度
約6℃

約87℃

 定格電圧 AC100V / 50～60Hz

 搭載機能 / 付加機能
温度過昇保護装置 / 温水スライドロック

冷温水チャイルドロックボタン / コックカバー

 定格消費

電力

80W

350W

ロングタイプ ショートタイプ

19.2kg 16.2kg

冷水タンク

温水タンク 1.8L 1.35L

冷水タンク

温水タンク

冷却

加熱

通常 約630円 約790円

エコモード 約500円 約630円

 商品名 スリムサーバーⅢ

 サイズ

 (高さをボトルカバー含む)

 ※設置状況により若干異なること

 がありますので、10mm程度余裕

 をとってください。

 H  1,276mm

 W    270mm

 D    363mm

 H   824mm

 W   270mm

 D   366mm

 重量

 容量
2.4L

 温度
約6℃

約85℃

 定格電圧 AC100V / 50～60Hz

 月額電気料金※

 搭載機能/付加機能

エコモード(ON/OFF 可能)

温度過昇保護装置

冷温水コックチャイルドロック

冷温水チャイルドロックボタンカバー

ダブルロックカバー

 定格消費電力
80W

350W



ホワイト ボルドーブラック

ブラック チョコレート ブラウン ホワイト

「クリティア」が安心・安全でおいしいワケ

おいしさの秘密は「非加熱処理」
天然水がもつ「生」のおいしさをお届けするためには完全な「非加熱処理」が重要。
おいしさの基準とされる溶存酸素が「非加熱処理」だと損なわれません。
100％天然水のクリティアはキレイなままの原水と、管理の行き届いた採水施設をもつことで
大自然の恵みそのままの「おいしさ」をご提供しています。

厳選された採水地

富士山

金城

阿蘇

富士山麓の地下約200mから
くみ上げられた4大ミネラル
成分をバランスよく含んだ天然水。
天然ミネラルのバナジウムと亜鉛
が含まれています。

中国山地のふもとで、
昔から良質の温泉地帯として
知られている水源地。
地下約700mの花崗岩の下で
ろ過された天然水です。

阿蘇の地下層で磨かれ、
多くのミネラルを吸収した
天然水はやわらかく優しい風味。
天然ミネラルのシリカが
含まれています。

徹底的な品質検査
クリティアは自然のミネラル成分が
溶け込んだ天然水にこだわって、
4段階以上のフィルター除菌や無菌の
クリーンルームでのボトリングを採用
しています。
さらに、独自に設けた品質管理規定
により、毎日1時間ごとに水質検査を
おこなっています。

赤ちゃんにも安心な軟水
日本人の舌に慣れ親しんだ弱アルカリ性の
軟水は、妊娠中のママや赤ちゃんに「やさ
しい」お水です。
長い年月をかけて、ろ過した原水をくみ
上げているので、地表に露出した
水系を全く利用していないため、地上の
変化に影響されない自然に守られた安全な
天然水です。

回収不要のワンウェイシステム
天然水は採水地からご自宅まで直送。
つぶれるPET素材のボトルを採用して
いるので、飲み終わった後は家庭ゴミやリサイ
クルゴミとして捨てられます。
各採水工場より定期配送されますので、いつで
も新品のボトルで衛生的。
つまり、面倒なボトルの返送は必要ありません。

×

こちらの機種は月額1,100円(税込)の有料レンタルのみのお取り扱いとなります。

CLYTIA 富士山のお水
2021 モンドセレクション優秀品質金賞受賞
2015 モンドセレクション優秀品質賞金賞受賞

iTQi優秀味覚賞2つ星受賞
2014 モンドセレクション金賞受賞

INTERNATIONAL HIGH QUALITY 
TROPHY 2014

iTQi優秀味覚賞3つ星受賞
2013 モンドセレクション金賞受賞

iTQi優秀味覚賞2つ星受賞
2012 モンドセレクション金賞受賞

iTQi優秀味覚賞3つ星受賞
2011 モンドセレクション金賞受賞

iTQi優秀味覚賞2つ星受賞

CLYTIA 金城のお水
2021 モンドセレクション優秀品質最高金賞受賞
2015 モンドセレクション優秀品質賞金賞受賞

iTQi優秀味覚賞2つ星受賞

CLYTIA 阿蘇のお水
2021 モンドセレクション優秀品質金賞受賞
2015 モンドセレクション優秀品質賞金賞受賞

iTQi優秀味覚賞3つ星受賞

クリティアの受賞歴

水成分量 富士山 金　城 阿　蘇

ナトリウム 0.68mg 1.3mg 0.54mg 

カルシウム 0.64mg 3.2mg 0.89mg 

マグネシウム 0.22mg 0.077mg 0.33mg 

カリウム 0.12mg 0.12mg 0.32mg 

バナジウム 91μg ― ―

亜鉛 10μg ― ―

シリカ ― 40mg 49.7mg 

サルフェート ― 16mg ―

炭酸水素イオン ― 120mg ―

硬度 25mg/ℓ 83mg/ℓ 36mg/ℓ

溶存酸素 8.2mg 8.5mg 10.5mg 

8.3 8.0 7.5

4大ミネラル(100mℓあたり)

その他ミネラル(1,000mℓあたり)

水質(1,000mℓあたり)

pH値
弱アルカリ性



※ご注文は2本以上の偶数単位で承ります。

A社

B社

お水代 停電時使用 メンテナンス トータルコスト

330円 2,050円

2,200円 1,512円 不可 必要 3,712円

0円 1,890円 不要
※全て税込表記

不可 必要

■ 本サービスについて

サーバーは複数の種類がございます。お申込時にご指定ください。
お水の配送は2本、4本等の偶数単位での自動定期配送となります。
当サービスは、物流および資材等の市場動向、社会情勢等に準じ、適正な範囲で規約および代金等の見直しをおこなうことがあります。

■ お水の料金について

＊ずっとCLYTIAプラン:初回配送日を起算日として、3年間(36カ月)が契約期間となります。
＊スタンダードプラン:初回配送日を起算日として、2年間(24カ月)が契約期間となります。 お水の価格については以下のとおりです。
ずっとCLYTIAプラン12L/本 1セット(2本) 3,780円(税込) スタンダードプラン12L /本 1セット(2本) 4,234円(税込)

■ 各種手数料について

お客様からのご指定、ご依頼に基づいた配送物のお受け取りを拒否された場合、または長期不在、住所不明等によってお受け取りいただけなかった
場合、配送事務手数料としてお水の場合1セット(2本)あたり1,100円(税込)、サーバーの場合1台あたり5,500円(税込)が必要となります。

上記配送手数料のお支払いが当社にて確認できなかった場合には、当社は宅配サービスの利用契約を解除させていただきます。ただし、当社の裁量に
より即時解除をおこなわないで文書等によりお支払いを催促するとともに、お客様によるお支払いの完了が確認できるまで宅配サービスを停止するこ
とがあります。なお、再開をご希望のお客様はクリティア専用ダイヤルまでご連絡ください。

2カ月連続して定期配送をご利用いただけない場合、休止手数料として月額1,100円(税込)を休止になった月数に応じてお支払いいただきます。
定期配送を4カ月以上ご利用いただけなかった場合、もしくは商品をお受け取りいただけなかった場合には、強制的に解約扱いとさせていただく場合
がございます。

ご利用月の起算は出荷した月となります。
初回配送日を起算日として、ご契約期間中において解約された場合は、以下のとおり、解約手数料をお支払いいただきます。
解約手数料16,500円(税込)

その他、サービス内容につきましては、お申込の際にお渡しいたします CLYTIA重要事項説明書をご確認ください。

可

2,380円

1,890円

レンタル代(月額)
※サポート料含む

※12L/月ご利用の場合

ガス・電力セット割プランをお申込みの方はお水の価格が変更となります。お水の価格については以下のとおりです。
＊ガスセット割プラン12L/本 1セット(2本) 3,780円(税込)より、
月内1セット出荷毎にガス水合算料金より540円(1セット)の値引き。月内3セット以上出荷の場合、 1セット出荷毎に648円(1セット)の値引き。
＊電力セット割プラン12L/本 1セット(2本) 3,284円(税込) 。
＊ガスおよび電力セット割プランをお申込みの場合、お水の価格についてはガスセット割プランと同一となり、
ガス使用料金より300円の値引き。※集合住宅お住まいの方を除く。

(キャンペーン特別価格)

サーバーはお客様によるセルフ設置となります。
＊サーバーは宅配便で配送します。お客様ご自身で段ボールから取り出し設置していただきます。
詳しい設置方法は、サーバーまたはボトルカバーに同梱されている取扱説明書をご確認ください。
段ボールは、お客様ご自身で処分をしていただきます。


