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ミンナ マケナイ スイソスイ
Imagine your new life with hydrogen-rich water.
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毎日の過ごしかたが

変わりつつある今。

水とのつきあいかたも

変えてみたら、

カラダも暮らしもちょっとずつ、

未来に向けて

整っていくように。

そう、新しい水との毎日は

嬉しいことが

 いっぱいです。

365日
毎日のカラダを
つくり続ける
いい水と
暮らしていく

 No Water, 
No Life! 

頑張るカラダと
未来のわたしに
水素水

P.11

水とわたしの
1日

P.03

はじめています
 いい水のある
暮らし

P.15

美をつくる
飲み物

アレンジ自在

P.25

New Water
de

おうちごはん

P.17

New Water
de

おうちカフェ

P.23

本誌に掲載の「水素水」とは正式名称「アルカリ性電解水素水」のことです



フレッシュな朝食 今日は洗濯日和

ここちよい朝が 、 こ こちよい1日のはじまり

食器もぴかぴかいたわり洗顔

目覚めの水素水＊
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すすぎには 酸性水。
弱酸性で、マスク習慣の
敏感肌にもやさしい

お皿やコップは 酸性水で
つけ置きを。酸性水をそのまま
流せば排水口の洗浄にも

目安：3～5ℓ　

Morning Time

365 days
with

New Water

朝じかん 水 わたし

家中すっきりあんしんな水
赤ちゃんのミルクは
浄水 で。不純物を取り
除いているから安心

お口リフレッシュ
ガラス・テーブルの
拭き掃除にも 酸性水

子どもたちの
お手伝いも
水だから
安心♪

＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと

モーニングルーティーンに、コップ
1杯のアルカリ性電解水素水
（以下：水素水）を。おいしい水が
すうっとしみわたります。
お通じもすっきり♫

水素水＊で洗うと、サラダ野菜がイキイキ、
鮮やかに。スープも 水素水＊で煮込めば、
素早くやわらかくなって、時短にも

歯磨きもうがいも 水素水＊。
アルカリ性に保つ
オーラルケアに

晴れた日は、ためておいた 酸性水で
汚れやにおいが気になる洗い物、
一気に片付けよう ！



植物から元気をもらう ティーブレイクで効率アップ 目指せ、インスタ映え

楽しむ、働く、動き まわる。わたしらしく充実

子どもも大好き
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切り花を楽しむ

気持ちの良い午後は、お部屋の観賞植物
たちに水素水＊で水やりを。植物が元気だ
と、なんだかパワーをもらえそう

切り花やバラは 酸性水で。
ぐんと長持ち、お花もキレイに
咲いてくれます

ここ最近、テレワークもようやくペースが
つかめるように。水素水＊で淹れたおいしい
ティーブレイクが、効率アップの秘訣かも

フルーツや野菜を水素水＊に入れるだけで、
簡単にできる「美をつくる飲み物」が
マイブーム。とっておきの1杯は
インスタにUP!

水出しに夢中 美をつくる飲み物葉っぱもイキイキ

Day Time

365 days
with

New Water

陽だまり 水 わたし

＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと

遊びまわって喉がかわくと、
水素水＊ をゴクゴク飲むように。
「おいしい ！」と笑顔です

庭の鉢植えも、
水素水＊ の水やりで
すくすくと

水素水＊ なら抽出時間が
短くても、香り豊かなコーヒー
に。お茶・紅茶にも◎

抽出力が高い 水素水＊ は、
素材の力を活かしてつくる
“ヘルシーウォーター”に
ぴったり。
レシピは無限大、
実験気分で
試すのも楽しい♪



アフター5にキレイ磨き お疲れさまごはん 今夜はおうちBar

新しい生活様式も 、いい水でみんながHappy

好き嫌い、減るかも
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時差通勤でメリハリがついて、アフター5が
楽しみに。ジムでいい汗を流したぶん、
持ってきた水素水＊をしっかりチャージ。
カラダにいいことしてる ! 

水割りに思いやりいつでも水素水＊ 本格おだしが簡単

パパの帰りを待つ子どもたちと、今日は
一緒にクッキング♪ 炊飯、下ごしらえ、調理
の水と、水素水＊は夕食づくりにも大活躍。
おいしいレパートリーも増えました

Evening Time

365 days
with

New Water

夕暮れ 水 わたし

＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと

水素水＊ で洗った野菜は
フレッシュでよりおいしい ！
子どもも喜んで食べてくれます

水筒やペットボトルに入れて
運動時はもちろん、
オフィスでのブレイクや
お出かけ時にも、
水素水＊ で水分補給が◎

素材の旨味を引き出す
水素水＊ なら、風味豊かな
だしとりも手軽にできます

お酒を 水素水＊で割ると、
酸性のお酒が中和されて
口あたりがまろやかに。

クエン酸が含まれる
梅干しも添えれば、
“二日酔いへの思いやり”が
ある1杯に

とびきり頑張った日は、おうちBarを開店！
肴は、酸性水で揚げた自慢の天ぷら。
カラッとサクッと、お酒も程よく
すすみます

さかな



休日のとっておき紅茶 バスタイムで心もほぐす

オフの時間は、頑 張る自分にごほうびを

毛先サラサラ両親とZoom
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Relux Time

365 days
with

New Water

くつろぎ 水 わたし

明日のためのWチャージ

やさしいお湯に愛しいペットちゃん
今日も1日お疲れさまでした

＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと

おやすみ前には水分補給も兼ねて、
お気に入りのサプリメントを水素水＊で
しっかりチャージ。
これで明日もまた頑張れる1日に♪

水素水＊で淹れた紅茶はなんだか違う ！
いつもの茶葉でも風味と香りがアップする
感じ。丁寧に淹れたスペシャルな1杯と
最高のリラックスタイム♥

頭を空っぽにして、湯船につかると、
落ち込みがちなことも水に流せそう。
時間をかけて入浴した後に飲む水素水＊は、
すみずみまでいい水がしみわたる感じ ！

カラダのためにすすめたら、
「水素水＊ は飲みやすい」と
嬉しそう ！ 

わんこと遊ぶのも大好きな
ひととき。遊んだあとは、
わんこも 浄水 でほっと一息

ためた 酸性水は、湯船に入れ
ても◎。弱酸性のお湯が楽し
めます

シャンプー・トリートメント後に、
酸性水 をさっとかけると
サラサラ感アップ

目安：5～10ℓ　



12

頑張るカラダと
未来のわたしに
  水素水＊ 

水素を含んだ
アルカリ性の
おいしい水

カラダと水の大切な関係♥

水を変えるだけ
飲むだけの
シンプルケア

2
自宅で手軽に
毎日たっぷり
摂れる

3
抗酸化性を
有する

水素が豊富

1

　栄養素を全身にめぐらせたり、老廃物を体外に流したりと、
体内の水には大切な働きが。しかし、加齢や肥満によって水分量は減り、

水分量不足は老化の加速にもつながります。

水分不足は老化のはじまり

1日に失われる水分量は約2.5ℓ。
最低でも1日約1.2ℓの水分補給が必要です。

どなたにも飲みやすく、カラダにすっと吸収される水素水＊なら、
水分補給とヘルスケアを同時に行えます。

せっかく飲むなら“カラダにいい”水

約60%

高齢者大人子ども 肥満者

多 少

約70%
約50% 約40%

計

食事

その他

1.3ℓ
1.0ℓ
0.3ℓ

とりこむ

計

尿・便

汗・呼吸

2.5ℓ
1.6ℓ
0.9ℓ

でていく

毎日必要

約1.2ℓ
の飲用

美と健康の
ために
選ばれる
理由

＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと11



13 14＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと

水素水＊の上手な摂り方♥

色々なタイプの水素水がありますが、管理医療機器の整水器で
つくった「アルカリ性電解水素水」が◎。瞬時に水素水＊をつくる
ので水素が抜けにくく、毎日たっぷり飲むことができて、水を買う
よりも経済的です。

市販の水素水

水に水素を
溶かした
清涼飲料水

市販の水を
買うより
コストも
お得

アルカリ性電解水素水整水器

胃腸症状を改善

医療認可を
受けた

管理医療機器

おすすめは？Q
A「管理医療機器」でつくる水素水＊

飲み方のコツは？Q
A コップ1～2杯の水素水＊をこまめに
朝、昼、晩と1日の様々なタイミングで、コップ1～2
杯の水素水＊をこまめに飲むと良いでしょう。不足し
がちな水分を無理なく摂り入れられます。

飲み始めは、身体を慣らすために、水素水＊レベル1
からスタートしましょう。慣れてきたら、水素水＊レベル
2～3で飲用するのがおすすめです。

飲み始めはレベル1からスタート

毎日のカラダに、飲み水から補給し
たい水分量は約1.2ℓ。水素水＊の
飲用も1日約0.5～1.2ℓを目安に、
毎日コツコツ続けていきましょう。

どのくらい飲めば？Q
A 1日約0.5～1.2ℓ

毎日
しっかり
水分
 補給♪

飲みたい時にすぐ飲めるよう、水筒
やペットボトルで携帯したり、身近に
置いておくのがおすすめ。生活リズ
ムに合わせて手軽に摂取できます。

A 外出時にもぜひ

衛生上、密封できる容器に入れ、冷蔵保存します。
必ず2日以内にお使いください。

仕事中や
就寝時など
いつでも
水素水＊を

持ち運びできる？Q

ダイアナのサプリメント（栄養補助食
品）は食品なので水を選ばず、水素水＊

でお飲みいただけます。薬は医薬品の
ため、服用時は浄水を使いましょう。

Q
A 水素水＊でOK
サプリメントは？

健やかな
毎日のために
カラダに
たっぷり
“いい水”を
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毎日元気♥ はじめて います いい水のある暮らしDiana User’s Voice 

インスタグラムで盛り上げよう！
いい水のある暮らし、教えてください

飲んで実感していること

ここがすごい！

アイデアレシピ・活用法

ご家族とのエピソード etc..

＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと　＊プラチナ 美ウォーター 累計購入者数 ダイアナ調べ／2021年3月末現在

毎日口にするものだから「いい水」
が一番♪ 飲みやすいので、しっかり
水分摂取できるようになりました

ダイアナ クルミ／大阪府
祖父江 由美子さん（41歳）
愛用歴 約2年 子どもたちも水素水＊でつくったお

茶やお料理が大好き! 家族みんな
が安心して飲める＆使える水です

ダイアナ リアン／福岡県
河上 憂紀さん（33歳）愛用歴 約7年

セルディアやサプリにももちろん水
素水＊。3タイプの水も色々使えて、
毎日がお得に楽しく変わりました♬

ダイアナ ペリエ／新潟県
本望 典子さん（45歳）愛用歴 約4年

お通じがスムーズでなかった80代
の母も、水素水＊の飲用習慣で毎日
すっきり過ごせるようになりました

ダイアナ 自由ヶ丘／東京都
菊地 智子さん（55歳）愛用歴 約7年

Since 2014

プラチナ 
美ウォーターの輪

広がる

都道府県別 販売台数
ダイアナ調べ／
2021年3月末現在

＃電解水素水 
＃プラチナ美ウォーター 
＃プロポーションづくりのダイアナ

「diana2md」アカウントをフォロー 
ダイアナ 商品部 第2ＭＤグループ公式❶ 

指定のハッシュタグをつけて投稿❷

※掲載の体験談はお客様個人の感想で、個人差があり、効果・効能を保証するものではありません。 ※皆様の所属サロン・年齢：2021年3月末現在

子どもも
喜ぶ♪ ダンゼン

お得！

絶対
おすすめ

カラダに
いい水を♪

外出時にも水素水＊を入れたペット
ボトルを携帯し、毎日1.5ℓを愛飲
中。胃腸の調子もいい感じです

ダイアナ ハーモニー／茨城県
山中 眞弓さん（71歳）愛用歴 約5年

我が家の炊飯担当は3人の息子た
ち。水素水＊を使うと、誰が炊いて
もおいしいごはんが完成します♪

ダイアナ ビクトリー／岩手県
佐々木 香さん（48歳）愛用歴 約7年

水素水＊は飲用とお料理に、酸性
水は洗顔時やお料理にと、毎日フ
ル活用中。使う価値、あります！

ダイアナ ＲＥＩＫＯ／愛知県
磯貝 美紀さん（51歳）愛用歴 約1年

家族も
Happy

試して
みて！

実感
できる

水素水＊で料理をすると、いつもの
料理もおいしさUP。美と健康のた
めにも欠かせません♥

ダイアナ ヴェリテ／石川県
吉川 碧さん（29歳）愛用歴 約2年

水素水＊で
乾杯♪

水素水＊は口あたりがやわら
かく、ゴクゴク飲めます。母も
「おいしい、飲みやすい」と
愛飲中です

ダイアナ ベリーラヴ／京都府
大下 由紀子さん（38歳）
愛用歴 約1年半

とにかく
おいしい

♬

ここからアクセス

177

423
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249
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258 580
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739257
822403
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87315041
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14

603244
60 783

137

707

440
47
63

327

63

94

556

3
81

24

6
217

全国で

 皆様が愛用中＊

名の約 ,
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スイッチオン ！
元気を
いただく
朝のスープ

材料　4人分　 つくりかた

じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キャベツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウインナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コンソメ顆粒・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すりおろし生姜・・・・・・・・・・・・・・・

水素水＊（レベル4）・・・・・・・・・・

❶じゃがいも、たまねぎ、キャベツ、ウイン
ナーはお好みの大きさにカットし、水素水＊

（レベル4）にさっと浸す
❷水素水＊（レベル4）で具材を煮込み、ひ
と煮立ちしたらコンソメ・すりおろし生姜を
入れて味を整える。じゃがいもがやわらかく
なったらできあがり。パセリやパプリカ、グ
リーンピースを入れると彩りのアクセントに

生姜はどんな具材にもマッチしやすいの
で、お好みでいろいろ楽しめます

2個
1個
6～8枚
4本
小さじ4
小さじ2～4

800mℓ

生姜がアクセントの具沢山
スープ。抽出力が高い水素
水＊を使うと、素材にすばやく
味がしみ込むから、時短でぱ
ぱっとつくれます

17

New Water
de

おうちごはん

普段のメニューも、水素水＊なら簡単、すばやく、よりおいしい一品に。
おうち時間のひとときに、とっておきのレシピをお試しください

 水素水＊
×
旨味が
ぎゅっ

※使用レベルは参考です。お好みにより使いわけてください　＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと
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軽食に◎
混ぜるだけ ！
プチトマトの
万能ディップ

 水素水＊
×
素材

フレッシュ

材料　4人分　
つくりかた

プチトマト・・・・・・・・・・・・・・・
バジル・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モッツァレラチーズ・・・・
オリーブオイル・・・・・・・・・
レモン果汁・・・・・・・・・・・・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
粗挽きコショウ・・・・・・・・

❶プチトマトとバジルは水素水＊（レベル4）
に数分間浸してから、食べやすいサイズに
カットする
❷材料を混ぜ合わせれば、ディップのできあがり。オリーブ
オイルとみじん切りにしたニンニクを塗って焼いたバゲットと
ご一緒に。トーストやピザにもおすすめ

16～20個
適量
適量
大さじ2
小さじ1
小さじ1/2
適量

子どもも
よろこぶ
モッチモチ
豆おこわ

 水素水＊
×

モチモチ
食感

つくりかた

❶もち米・米は水素水＊（レベル4）で研いだ後、水素水＊

（レベル4）に約30分浸す。タケノコは水素水＊（レベル4）でアクを抜
き、みじん切りに。空豆とグリーンピースも水素水（レベル4）に浸す
❷釡にもち米・米と具材、調味料を入れ、軽く混ぜ、
水素水＊（レベル2）で炊き上げる
❸いなりあげの切口を内側に織り込み、おこわを詰めればできあがり

プチトマトで
もう1品
つくり置き
彩りマリネ

材料　4人分　
つくりかた

プチトマト・・・・・・・・・・・・・・・
❶プチトマトは水素水＊（レベル4）に数分間浸してから、
十字に切れ目を入れ、熱湯に数秒くぐらせ冷水にとり、皮をむく
❷マリネ液を混ぜ合わせ、湯むきしたトマトとさっと和え、保
存容器に入れて冷蔵庫で30分ほど冷やす。刻みパセリや
バジルを添えても◎。冷蔵庫で一晩置くとよりおいしい ！

16～20個

 水素水＊
×
旨味が
ぎゅっ おうちBarに

クルミ＆
ポテトの新食感
プレート

つくりかた

❶じゃがいもは水素水＊（レベル4）でやわらかくなるまでゆで、ゆで
上がったら半分はつぶし、半分は食感を残す。ベーコンは細切りに
し、スライスしたニンニク、クルミと炒める（A）
❷じゃがいもが熱いうちに、（A）と混ぜ合わせ冷ます。仕上げに調
味料と和えればできあがり。バジルやサラダを添えると彩り鮮やかに

 水素水＊
×
素材
ほくほく

酢・・・ 大さじ2　砂糖・・・ 大さじ2　　　
オリーブオイル・・・ 大さじ2  
レモン果汁・・・ 大さじ1　塩・・・ 小さじ1/2　
粗挽きコショウ・・・ 適量

マリネ液

材料　4人分　

じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・
クルミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ベーコン・・・・・・・・・・・・・・・・
ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・・

3個
30g
80g
1片

マヨネーズ・・・100g
マスタード・塩コショウ・
粉チーズ・・・ 適量

調味料

材料　4人分　

もち米・・・・・・・・・・・・・・・・・・
米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タケノコ・・・・・・・・・・・・・・・
空豆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グリーンピース・・・・・・・・・
いなりあげ・・・・・・・・・・・・・

1合
1合
100g
80g
80g
8個分

※使用レベルは参考です。お好みにより使いわけてください　＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと

だし汁・・・ 400mℓ　
みりん・・・ 60mℓ　
酒・・・大さじ1 しょうゆ・・・大さじ4  

調味料
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洗浄のほか、野菜は調理の前につ
けおきするとフレッシュ感がアップ、
葉物もシャキシャキに。つけおきは、
鮮度やくさみが気になる魚介や肉
類にもおすすめ

素材の洗浄・つけおき
水素水＊レベル4

米とぎはすばやく汚れを浮かせ、炊き上がりは
ふっくらツヤツヤに。古米でもおいしい ！

水素水＊
×
ごはん

米とぎ
水素水＊レベル4

炊飯
水素水＊レベル2

 水素水＊
×

下ごしらえ

酸性水でといた衣で
天ぷらやフリッターを揚げると、
カラッとした仕上がりに。サクサク、
さっぱりとした食感で、お子様や
ご高齢の方にもおすすめ

衣のとき水
酸性水レベル2

酸性水
×
揚げ物

水素水＊は素材の旨味を引き出す
ので、上品なだしがさっととれます。
こんぶやいりこを水素水＊に浸して一晩
冷蔵庫に寝かせても◎。おいしいだしなら、
薄味でも旨味が引き立つ汁物に

だしとり・汁物
水素水＊レベル3

 水素水＊
×
おだし

麺類のゆで水
酸性水レベル1

酸性水
×
麺類

根菜・山菜等のアク抜きの時間短
縮に。さっとアクが抜け、調理後の
色も鮮やかに。煮物は味がしみ込
みやすく、具材もふっくらやわらかい
仕上がりに

 水素水＊
×
煮物

プロの料理人も取り入れている水素水＊。
下ごしらえから調理まで、お料理全般に使えます。

繊細な技が決め手になる和メニューも、
水を変えるだけで、“まるで料亭な味わい”に！

素材の持ち味を
活かす

1
旨味をしっかり
引き出す

2
食感に
こだわる

3料理
上手の
心得

New Water
de

お料理上手

うどんやそうめん、ひやむぎのゆで水には
酸性水を。コシを活かしたおいしい食感に

＊そばやパスタなど、塩を含まない麺は
　水素水＊ をゆで水にお使いください

※使用レベルは参考です。お好みにより使いわけてください　＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと

アク抜き・煮物
水素水＊レベル4
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おうち時間のティーブレイクも
水素水＊におまかせ！

とっておきのヘルシースイーツも
あわせてどうぞ

24

水ゼリーで
楽しむ
季節の
スイーツ

ぷるぷる食感でローカロリー、
そのままでも口どけなめらかで
おいしいと話題の「水ゼリー」。
シンプルだから
アレンジ自在です

水素水＊（レベル3）を60～80℃に
温め、ゼラチンを溶かし、冷蔵庫で
冷やす。ゼラチンの代わりに寒天を
用いてもOK

基本の水ゼリー
つくりかた

水ゼリーを軽くクラッシュし、塩抜きした桜の
塩漬け（適量）とシロップを混ぜて器に盛る。
ミルクゼリーと二層にしても彩り華やか

春のさくら風味ゼリー
浅めのトレーに一口大にカットしたフルーツを
入れて水ゼリーをつくる。固まったら、スプー
ンで丸くくり抜いて器に盛る

夏のビタミンボウルゼリー

濃いめに落としたコーヒーに砂糖を加えて煮
つめ、コーヒーシロップをつくる。カップでつ
くった水ゼリーに、冷ましたシロップをのせる

秋のほろ苦珈琲ゼリー
丸い器でつくった水ゼリーに黒蜜・きな粉
（適量）をトッピングするだけで、和のおもてな
しスイーツに早変わり ！

冬の黒蜜スイートゼリー

おいしい水で
驚くほど
おいしい
「水出し」

水素水＊ならさっと抽出、香り豊かな
紅茶や緑茶、コーヒーを味わえます。
とくにおすすめなのは「水出し」で、
短時間でも風味はしっかり、いい水
が際立つおいしさに ！

コーヒー粉を入れたパックやティー
バッグを、水素水＊（レベル3）に
浸して冷蔵庫で寝かせるだけ。
短い時間で抽出できます

基本の水出し

※使用レベルは参考です。お好みにより使いわけてください　＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと

New Water
de

おうちカフェ



カラダにいい水・水素水＊に、フルーツや野菜をプラスしたら、
ビューティアップも目指せるおいしいドリンクに。日替わりでいろいろ楽しんで

美をつくる
飲み物

アレンジ自在
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代謝アップ
ジンジャー
ウォーター

つくりかた

密閉できる容器にスライスした生姜（5～
6枚）とライム（1／2個分）を入れ、水素
水＊（レベル3）1ℓを注ぐ。お好みでハチミ
ツ（適量）を加え、冷蔵庫で約4～5時間
寝かせる。ライムの代わりにレモンでも

燃焼系の代表格・生姜
の力をぎゅっと取り込む
フレーバーウォーターを水
素水＊で。ライムの香り成
分“リモネン”にはリフレッ
シュ作用もあるので、気持
ちを引き締めたい時にも
おすすめ

めぐり爽快
キュウリ
ウォーター

つくりかた

密閉できる容器にスライスしたキュウリ（1本分）とレモン（1／2個分）
を入れ、水素水＊（レベル3）1ℓを注ぐ。お好みでハチミツ（適量）を
加え、冷蔵庫で約4～5時間寝かせる。キュウリの青臭さが苦手なら、
イチゴやキウイなど、お好みのフルーツを加えてもおいしい ！

レモン水にキュウリを加え
るだけで、海外セレブ御
用達の美容ドリンクに早
変わり。キュウリは老廃物
の排出を促すカリウムが
豊富で、めぐりが爽快に。
汗でカリウム不足になり
やすい夏にもぴったり

※フレーバーウォーターは、衛生面を考慮して2日以内にお飲みください
※使用レベルは参考です。お好みにより使いわけてください　＊水素水：正式名称「アルカリ性電解水素水」のこと




