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クリンスイ・ラジオCM｜water alive｜家庭用浄水器なら三菱ケミカル・クリンスイ 水道水で作る、安心でおいしい水【浄水能力No.1】

クリンスイ クリンスイ・クラブ

人を、生物を、地球を潤す水・・・。  クリンスイは｢生きている水｣を大切に活かしていくという思いを、

「water alive」というキーワードに込めました。このキーワードのもと、生活の中にある水の大切さを

｢食｣を通して発信していくラジオ番組や、｢水とデザイン｣をテーマにしたトークイベントもスタート。

私たちの生活にいちばん身近な水の大切さを見つめ、多くの皆様に様々なメッセージをお届けします。

〜JK RADIO〜 TOKYO UNITED〜JK RADIO〜 TOKYO UNITED
Cleansui MORNING TABLECleansui MORNING TABLE

Time: AM : 6:40 - 6:50 FridayTime: AM : 6:40 - 6:50 Friday
毎週金曜 国内外、世界の食卓とそのメニュ
ーに込められた ストーリーを紹介します！

SUPERFINE SUNDAYSUPERFINE SUNDAY
Cleansui NATURAL STYLECleansui NATURAL STYLE

Time: AM :10:35-10:42 SundayTime: AM :10:35-10:42 Sunday
毎週日曜日 自然をテーマに水、森林、環境
などのトピックや自然公園のスポット情報
などを紹介します！

湘南工科大学教授
成田 知巳 さん成田 知巳 さん

湘南工科大学教授
電力設備の耐雷設計・保守高度化に関す
る研究を中心に、送電工学、電気回路、電
気設計などの講義を担当。
「電力系統を構成する送電、変電、配電設
備は、常に自然環境にさらされていま
す。なかでも雷は電力系統にとって最大
の脅威であり、事故のもっとも大きな原
因となっています。そこで、合理的な耐
雷設計に関する研究を行い、設備の保守
合理化に関する研究も実施しています。」
・取得学位：博士（工学）東京大学
・主な研究業績：気象文化大賞〜「VLF帯
空電観測を用いた世界的落雷位置標定ネ

番組の最後に流れるラジオCMでは、現在活躍中の タレントや ア

ーティスト、著名人の方々から ”水”に関わるエピソードや 想いを

お話しいただいています。

vol.1「水とスポーツ」vol.1「水とスポーツ」

あなたの水分の取り方、大丈夫？知っておきたい水分補給の基本。  管理栄養士、川
端理香さんに聞きました！

vol.2「知ってトクする 水道水の知識」vol.2「知ってトクする 水道水の知識」

私たちのまわりの飲料水
体にいい水ってどんな水？

FM802 BEAT EXPO Cleansui WATERSIDE MUSICFM802 BEAT EXPO Cleansui WATERSIDE MUSIC

12月18日、大阪心斎橋にある人気のカフェ digmeout ART＆DINERにてFM802
BEAT EXPO Cleansui WATERSIDE MUSIC 公開収録＆LIVEイベントが開催されま
した。

J-WAVE SELECTION Cleansui BEAUTY BODY LABOJ-WAVE SELECTION Cleansui BEAUTY BODY LABO

8月7日(木)「ロイヤルガーデンカフェ青山」で栄養コンサルタントのエリカ・アン
ギャルさんと、ナビゲーターに板井麻衣子さんを迎えて、楽しく美しくなるヒント
をご紹介していただきました！

Cleansui CAFE PARADISO SPECIAL LIVE feat. 山中 千尋Cleansui CAFE PARADISO SPECIAL LIVE feat. 山中 千尋

7月23日(水)MIZUcafe PRODUCED BY Cleansuiと、地下2階にある「hall60（ホー
ルソワント）で、J-WAVE PARADISO「CAFE PARADISO SPECIAL LIVE feat. 山中
千尋」の公開収録イベントを開催しました！

CAFE PARADISO SPECIAL LIVE feat. 平原綾香CAFE PARADISO SPECIAL LIVE feat. 平原綾香

12月6日(金)MIZUcafe PRODUCED BY Cleansuiと、地下2階にある「hall60（ホー
ルソワント）で、J-WAVE PARADISO「CAFE PARADISO SPECIAL LIVE feat. 平原
綾香」の公開収録イベントを開催しました！
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ットワークの構築による災害防止」
（2016年）、「世界的落雷位置標定ネット
ワークの構築によるアジア全域の気象災
害防止に関する研究（ 2017年）、第12回
日本版イグ・ノーベル賞「落雷観測賞」な
ど。
研究論文多数、趣味は読書、ジョギング、
水泳。

水中パフォーマー

浜田 ヒロユキ さん

ラジオCMをアップしました！
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Cleansui J-WAVE SELECTION Cleansui ENJOY ACTIVE LIFECleansui J-WAVE SELECTION Cleansui ENJOY ACTIVE LIFE

東京・青山に期間限定でオープン中の「Cleansui Cafe」in Royal Garden Cafe（クリ
ンスイカフェ インロイヤルガーデンカフェ）で、今年もJ-WAVEの公開録音イベン
トを開催しました！

クリンスイタンブラーが大活躍!「Tokyo girls marathon 2013」クリンスイタンブラーが大活躍!「Tokyo girls marathon 2013」

6月8日(土)東京ガールズマラソンに参加した約500名の方に、スポーツタイプの
クリンスイタンブラー＜TM804＞をお土産としてプレゼントしました!

東京マラソンEXPO2013にクリンスイブースを出展東京マラソンEXPO2013にクリンスイブースを出展

2月21日（木）から23日（土）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開
催される「東京マラソンEXPO 2013」に、  クリンスイブースを初めて出展しままし
た！

トークイベントのテーマは"この夏、美味しいお水でキレイになろう"トークイベントのテーマは"この夏、美味しいお水でキレイになろう"

8月1日（水）「ロイヤルガーデンカフェ青山」でナビゲーター板井麻衣子さんとゲス
トの料理家青山有紀さんとのトークライブを中心にお水を使った美のヒントをご
紹介していただきました！

クリンスイカフェ in Royal Garden Cafe 期間限定オープン！クリンスイカフェ in Royal Garden Cafe 期間限定オープン！

東京・外苑前にある「ロイヤルガーデンカフェ青山」が、  7月22日（日）〜8月21日
（火）の約一ヶ月間、クリンスイカフェに変身します！

食育＆復興支援フェスティバル横浜�第7回食育推進全国大会食育＆復興支援フェスティバル横浜�第7回食育推進全国大会

クリンスイは、今年も服部栄養専門学校のブースで、浄水器の展示や赤サビのろ過
実験など、浄水器について学ぶ子供向けのセミナーなどを実施しました。

フィットネスヨコハマ2012でクリンスイウォーターが活躍！フィットネスヨコハマ2012でクリンスイウォーターが活躍！

イベントではたくさんのファンケルスタッフ様のご協力を頂き、水への取り組み
をアピールしました。

クリンスイで作る おもてなし日本料理教室〜Aコース〜クリンスイで作る おもてなし日本料理教室〜Aコース〜

おもてなし日本料理教室レポート第2弾は、秋の食材をつかったAコース。  「湯葉
あんかけごはん」、「鯛かぶら」、「雲丹と胡麻豆腐入り茶碗蒸し」の3品です。
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