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〇銅の水差し、水が美味しい！ 既に愛用している妹に銅が体に良いからと勧められて、私も

購入して毎朝毎晩飲んでいますが、水差しに一晩おいた水はまろやかでとても美味しいです。

この銅が含まれた水でアシュワガンダやシラジット等、様々なサプリメントを飲んでいますが、

相乗効果があるのか、以前よりも確実に体が疲れにくくなり、調子が良いです。大好きなホッ

トヨガのレッスンにも毎回この水を水筒に入れ水分補給していますが、慢性的な睡眠不足に

もかかわらず、肌がキレイになってきて、少々お値段は張りますが、購入して本当に良かった

と思います。(2 月 17 日, Y さん) 

 

〇水が美味しくなる銅のカップ。このコップでお水を飲むととてもまろやかになります。

夏の時期は沢山お水を飲むので重宝しています。ただ酸化して黒くなってくるので、お手

入れは必要です。(8 月 17 日, K さん) 

 

〇使いやすいです。 銅 100%のコップは、国内で販売されていないので、サフランロードさん

のところで、購入しました。 職場で、紙コップの替わりに使用しています。(7 月 29 日, A さん) 

 

○銅のカップ、銅の水。なかなか、内側が銅だけのカップがなくて、日本には規制があるよう

で。。ひょんなことで、取り寄せができよかったです。水を一晩入れてのんでいます。美味しい

です。(4 月 13 日, H さん) 

 

○銅の水差し犬にも飲ませてます。2 ヵ月程、毎朝寝起きに一杯飲んでますが、効果はまだ良

くわかりません。 ただ老犬 3 匹が今までより水を沢山飲むようになり、鼻のささくれのようなも

のが治り綺麗になったので、効果はあるようです。 梱包ですが、届いた時にペシャンコに潰

れていて、柔らかいので力を入れて手で直しましたが、いびつな円形になり蓋を閉めるのにコ

ツが入ります。 潰れないように中に硬い詰め物が必要だと思います。（11 月 11 日、K さん） 

 

○純銅タング・クリーナー。 舌苔が気持ちよく素早く取れてスッキリしますね。今までにない爽

快感を得られるので手放せません。もうこれしか使えなくなりました。 なのでどこに行くにも持

参です‼（11 月 1 日、M さん） 

 

○純銅タング・クリーナーよく取れます。今までスプーンをつかっていましたが、これを使うと凄

くよく汚れがとれてスッキリします。 

舌の奥の方まで入るのでとてもいいと思います。手入れが必要ですがまだしていません。（9

月 29 日、K さん） 
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○銅のタンクリーナーの感想を。初めて使用の際には色のついた唾液がゴッソリ出るかと期待

しましたが思うほどは出ず。でもスッキリ余計なものがついてない感覚を得られます。頻繁に

使うと舌に負担か？と、3日に一回くらい。私はちょうどその頃に汚れが気になり出しますので。

使うの楽しいです。（7 月 31 日、K さん） 

 

○純銅タング·クリーナー3 個入り 

毎日使っています始めは送料無料の調整で購入しましたが、今では毎日使わないと気持ち

が良くなりません。安くなっていたので、家族の分購入です。（7 月 2 日、S さん） 

 

○ 銅のカップを初めて注文させてもらいました、 母にプレゼントしました。 

お水が美味しいのと、便がでるようになったと喜んでます！！(6 月 7 日、M さん） 

 

○銅のカップに一晩入れた水道水はとても自然な良い味がします。 新年のプレゼント にし

ます。(12 月 24 日、Ｓさん）  

 

○銅製のジャグも、もう何年も我が家にあるかのように存在感があり、気高く、立派 で す。

明日の朝のお水が楽しみです。（4 月 16 日、S さん）  

 

○ 銅のピッチャーやコップもお水が美味しく頂けて購入してとても良かったです。(２ 月６日、

Ｓさん） 

 

○毎日、朝から銅のコップの水から始まりインドハーブその他もろもろインドパワーの

助けにより少しずつ体調回復してきております。（9月 1日 Oさん） 

 

○早速我が家の猫達に水差しのお水をあげると、飲みっぷりが違うような…今後とも、

よろしくお願いします。（8月 22日 Mさん） 

 

○我が家の猫達は、私が飲もうとコップに入れると先に飲んでしまいます。本能で体に

必要だとわかるのかな、とも思うのですが。 （8月 21日 M さん）  
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○アーユルヴェーダにハマってまだ数ヶ月ですが、シラジットを毎日飲み続け、銅のカ

ップで毎日水を飲んでいます。１年半足が不調で歩行困難だったのが、だいぶ身体の調

子がいいようです。（7月 25日、Iさん） 

 

○銅の水差しはとてもいいです。一晩水を入れて翌朝コップ一杯飲むと快調（腸）です。

これからどんな良い変化があるか、とても楽しみです。 （7月 10日、Mさん） 

 

○タング・クリーナー、これなしではやってゆけないくらいです。舌の苔のとれかたが

全然違います。今回 2つ父母に買わせていただきました。気に入ってくれると思います。

（10月 23日、Tさん）  

 

○銅カップの・・・ お水がとてもおいしいです。猫ちゃんもこのお水よく飲みます。

純銅タング・クリーナーは舌の掃除がとてもきれいに取れていいですね（10月 9日、K

さん）  

 

○銅製のタンクリーナーです。びっくりするくらい舌苔がとれますね。あまり強くこす

ると舌が傷つきますのでほどほどが良いとは思いますが、これを習慣にするのとしない

のではやはり何か違いがあるのではと個人的には思ってしまいます（6月 8日、Mさん） 

 

○購入以来、お水は銅の水差しで浄化したものを利用していますが、飲んですぐ感 じ

たのは「水の味」の違いです。とてもおいしくて、また舌の味蕾が引き締まっ ていく

ような感覚がありました。体に溜め込まれていた余分な水分が自然と出て いくようで、

少しスリムにさえなりました。体調がすごく変わり、味覚全般も少 し変化したように

感じます（4月 13日、Kさん）  

 

○銅の水差しも良いです。夜に水を入れて蓋をし、翌朝にこの水で白湯を作って毎日飲

んでいますが調子が良いです。アーユルヴェーダでは銅は神経系にとても良いといわれ

ているので、メッキ加工されていないのはうれしいですね（2月 24日、Sさん）  

 

○銅の水差しには一晩水を入れて、次の朝その水を土瓶に移し 白湯にして飲んでいま

す。最初金属（銅の味）臭が強く感じられましたが 次第に薄くなってきました（1月

31日、Tさん） v ○どれも大変気に入りました！特にとっても驚いたのは、銅の水差

しです。 小さい頃から便秘症で悩んでおりましたが、朝寝起きに銅の水差しに居れた
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お水を飲んだら、ちゃんと反応が起きました！たまたまか？と思っていたら、次もその

次も、銅の水差しでお水を飲んだ日はきちんと排泄をすることが出来るようになりまし

た。本当に感動です。（9月 10日、Sさん）  

 

○(胴の)水差しは使いやすくて、とても気に入りました。 毎日使いたいと思います（8

月 16日、Yさん）  

 

○銅のカップは配送中に何かぶつかったのかベコっとへっこんでしまってましたが、そ

のまま使っています。水がまろやかになりますね（8月 13日、Ｆさん）  

 

○銅のカップも、水がスッキリして美味しいです！大変気に入りました！ いい物を送

って頂き、ありがとうございました（５月１２日、Kさん）  

 

○それと銅カップですが、直ぐに黒ずんでしまい家では灰を入れてお香入れにしてまし

た。しかしサイトで銅カップの事が書いてあって思い出し、酢と塩で磨いたところピッ

カピカになりました。 銅磨き粉を購入し忘れていましたが、これで何時も綺麗なピカ

ピカのカップで水が飲めるようになりました（４月１５日、Ｋさん）  

 

○前回銅のカップを購入し水道水を入れて一晩おくとかなり剥げるのか変色し使うた

びに銅クリーナーで磨きますが面倒です、変色したまま使用しても問題ないのでしょう

か？変色が気になります。よろしくお願いいたします（３月２９日、Ｙさん） ★周辺

にある銅製品を見られてもわかると思いますが、銅は空気に触れて酸化してくることと、

水のなかに含まれる雑菌が付着することで暗褐色に酸化・変色してきますが、磨くのは

（使う頻度、汚れの度合いで）１週間から４週間に１回くらいで十分だと思います。 

http://www.mogami-wire.co.jp/notes/copper-discolor.html 寺院等の歴史の長い建

築物の銅葺屋根でわかるように、 銅(Cu)と銅合金は耐食性が良いのですが、 大気中に

於ける磨いた銅表面の酸化は急速で、容易に変色します。 普通、 10 時間で 5 nm 程

度の Cu2O 皮膜が生成された後、 その表面だけがさらに酸化が進んで CuO になりま

す・・・ 屋内に於ける銅の変色は屋外より遅いことが多く、 変色原因のほとんどが、 

大気中の水分の凝結に起因します。・・・ 素手で触ったときにできる変色も同様の機

構です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%85 銅合金において、定期的に洗浄し

ていれば 2時間以内に病原菌の 99.9?%以上が不活化される・・・。 いろいろな情報を

もとにして、総合的に判断してくださいね（まじゅ） 
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○ご回答ありがとうございます。 変色は気にせずに使用いたします。 銅カップで毎朝

一杯の水道水を飲むと確かに便通がよくなったような気がします。 ブランフレークと

ヨーグルトも食べ始めたので、どれの効果かはわかりませんが（３月３０日、Ｙさん）  

 

○銅のカップも、届きましてから、ずっと使っていますが、ちょうど、風邪をひいてい

ましたので、うがいを、するところから、はじめましたが、ひどく、せきがでました後

は、すっかり、よくなりました。銅のカップは、使ってみないと、本当には、解らない

ですね（２月１２日、Ｔさん）  

 

○すぐにタン クリーナーを使ってみました。 本当にきれいに取れるものですね。 歯

ブラシで取るのと見た目はよくわかりませんが、感覚が全く違います。 そしてその後

に何か食べても、口の中に残る汚れが少ないです。 銅カップですが、二週間前から日

本製の内側が錫コーティングされている物で、水を飲んでいます。 それでも大分水が

柔らかくなりますが、 今朝早速こちらのカップを使ったところ、クリーミーな感じが

しました。 水なのに不思議な感覚です。 そして、同じく二週間前から、我が家の二匹

の猫にも銅の水を飲ませています。 猫の健康にも良いかなと思ったのです。 すると半

日後から鼻炎持ちの一匹の片方の目だけ目ヤニが出て、その後その片方の鼻の詰まりが

明らかに少なくなりました。 今も毎日飲んでから数時間すると少し目ヤニが出ては、

その後少しラクになるという経過。 遊んだり何かの刺激ですぐクシャミをするのが当

たり前だったのに、それも数日に一回出るかどうか。 イビキまでは行かないけれど、

眠ると鼻が鳴っていたのも無くなっています。 偶然にしてはタイミングが良いので、 

何か良い影響があったのだと思います。 コーティング無しの銅のカップを買ってみよ

うと思った、一番の理由です（２月９日、Ｋさん）  

 

○銅のカップも水がまろやかになって、おいしいです（１月１５日、Ｔさん）  

 

○前回、注文をしました銅の水差しが、大変気に入りました。お友達にも勧めています

（１０月２２日、Yさん）  

 

○銅のカップも水を一晩おいて飲んでいますが、おいしく感じます (2月15日、Kさん)  

 

○銅のカップ、コーヒーを入れたらポツポツと黒っぽい点ができてしまいました。銅の
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メッキが剥がれたのでしょうか？水だけに使おうと思いました。サイズが小さくてかわ

いいです。(1月 26日、Mさん)  

 

○銅のカップ、良かったですよ。銅の味なのか、ガラスや陶器とは違がったお水の味が

しますね。鉄瓶で淹れたお茶を飲むと、溶けだした鉄を吸収出来るのと同じ作用なんで

すね（1月 15日、hさん)  

 

○銅のカップは毎朝使わせていただいています。水が柔らかく飲みやすくなるような気

がします。 (４月３０日、Ｈさん）  

 

○銅カップで毎朝１杯の水を飲むようになって、毎日快便になりました。銅カップすご

い！！（9月 15日、Oさん）  

 

○日本の鈴コーティングされた銅のカップとは違いますね。(7月 26日、Ｏさん)  

 

○朝一番に銅のカップのお水にはちみつを溶かして飲んでいます。とってもいい気分で

す。（7月 9日、Tさん） 

 


