ー 自然のしくみを応用した
安心・安全な商品です ー

株式会社テネモスネット

Ag.uA（アグア）シリーズ

もくじ

Ａｇ．ｕＡ Ｄｒｉｎｋ（アグア ドリンク）（酵素微泡飲料水）
内 容 量 ： ９ ０ ０ ml
1376

（１セット６本入り：9,600 円）

コード

コード

1,700 円

1377

原材料：水、青パパイヤ、サトウキビ、海藻、約３００種類の野菜、果物、薬草

Ag.uA（アグア）シリーズ・・・・・・・・・・・・３P
Ｖｉｄａ（ビダ）美容液シリーズ・・・・・・・・・・３P
Ｖｉｄａ（ビダ）クリームシリーズ・・・・・・・・・４P
Ｖｉｄａ（ビダ）石鹸シリーズ・・・・・・・・・・・４P

Ａｇ．ｕＡ（アグア）（酵素水シリーズ）
Ag・ u A 2 0 0 ｍ ｌ ス プ レ ー

Ｂａmｂｏｏ（バンブー）シリーズ・・・・・・・・・６P

Ag・ u A 5 0 0 ｍ ｌ
1370
1,400 円

11,100 円

1371

コード

1,200 円

コード

活水機（マナウォーター）シリーズ・・・・・・・・・５P

Ag・ u A 5 Ｌ
1372

コード

レザー（皮）シリーズ・・・・・・・・・・・・・・・７P
Ｐｉｃｃｏｒｏ（ピッコロ）シリーズ・・・・・・・・８P
エア キューブ（空気活性機）シリーズ・・・・・・・８P
食品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９P
ペットシリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・９P
Ｖｉｄａ（ビダ）美容液シリーズ
ビダ

LH （ビダリキッドホース）
30ml

3,500 円

浸透力があり肌になじみます。肌の改善力がすごいと評判
で男性の方からも使いやすいという声を頂いています。

コード

1120

原料：馬油

-2-

Ｖｉｄａとはスペイン語で生命という意味です。

Ｖｉｄａクリームと併用してお使い頂くとより良いです。
（先にＶｉｄａクリームを薄く塗り、その上からＶｉｄａ
リキッドホースを塗るのがオススメです。）
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Ｖｉｄａ（ビダ）クリームシリーズ

口に入っても問題ない原料で製造しています。

マナウォーター（活水器）
1100

1513

コード

1511

コード

1101

50,000 円

コード

コード

2,500 円

コード

まこも

1110

1510

蛇口取り付けキット 4,280 円

1534

マナウォーター（中・白）、マナウォーター（小）用

中サイズ ( 青・元付用）

ノーマル レフィル（付替用）
1,500 円

大サイズ 100,000 円

コード

コード

ノーマル 2,000 円

特許第 5088646 号 自然のメカニズムを応用したシンプルな活水器
コード

VIDA（ビダ）クリーム

活水機（マナウォーター）シリーズ

1512

中サイズ（白）
50,000 円

コード

まこも レフィル（付替用）
2,000 円 1111

小サイズ

Ｖｉｄａ（ビダ）石鹸シリーズ

22,000 円

＜マナウォーターの特徴＞

Vida 石鹸（250ml）

水道管に直結してのご使用が可能です。
マナウォーターの内部の圧力は、外の圧力より高くなるような仕
組みになっています。圧を上げることで、水を変化させます。（フィ
ルター等で汚れを漉し取る仕組みではありません。）

しっとりタイプ ノーマル
コード

1,500 円

1200

さっぱりタイプ ノーマル
1,800 円 1210
コード

１０年以上前から販売していますが、メンテナンスなしでお使い
頂いています。

コード

さっぱりタイプ まこも
1,800 円 1212
いろいろ使えるナチュラル液体石鹸ができました！

ビダウォーターソープ （400ml）
1220

コード

詰替用
1,300 円

コード

容器入り
1,600 円

1221

《洗濯機にマナウォーターを付けた所》

お客様の声より

お客様の声より
シャンプー・洗顔・ボディー洗いと試してみました。泡は立たなく
ても汚れが出てくると教えて頂き、ならば石鹸液をつけたまま少し放
置してはどうかと思い試した所スッキリと汚れが落ちました。特に洗
顔は、市販されている洗顔ソープでは、洗顔後にスッキリしても時間
が経つとまた油が浮かんでくるのですが今日は全く違う感じで、帰宅

洗浄力があり、洗い上がりは
しっとりのナチュラル液体石鹸、
♬
♪
是非お試しください。
♭ 赤ちゃん用のお洗濯にも ♪
安心してお使い頂けます。 ♩

活水器は本当に汚れが落ちるので、
水拭きだけでお掃除ができて、掃除
が楽しくなりました。
使ってみると、本当にこの商品は

♬

優れもので、大いに気に入り大変感
謝して使わせて頂いています。

後の洗顔もお湯で洗うだけでさっぱりしています。今まで使っていた

この浄水器を使わせて頂くことで、

洗顔石鹸とは何だったのでしょうか。洗った後の皮膚の感触にしても、

小さな次元ではありますが、自分が

男の私が感触の違いをはっきりと認識できるのですから、敏感な女性

自然の一部であり、自然と一体となっ

も不必要に摂取した毒を出せばこの石鹸水の素晴らしさを実感できる

ているんだなぁと小さな感動を感じ

と思います。
（使用感も意識次第で変わるのと思いますが・・・）

ています。

円形脱毛症がなおった。
白髪だったのが、黒い髪の毛が生えてきた。
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Ｂａmｂｏｏ（バンブー）シリーズ
クッキングバンブー

自然の仕組みを実感する一番の近道です。

重さ

約 1.1ｋｇ

W 40cm

H 11.5cm

ホース（１ｍ）1 本、

コード

12,000 円

付属品

1941

編レザーブレス（大サイズ）W 22cm
白色 4,445 円
茶色 4,445 円

重さ

約 5．8ｋｇ

5,000 円

6,000 円

1946

コード

Ｗ18cm×Ｄ28cm×Ｈ18cm

皮アイマスク
コード

本体

1948

H 1.5cm

1952

コード

皮マスク

1604

コード

コード

Ｂａｍｂｏｏ（バンブー）M
90,000 円

1953

コード

白色 4,445 円
茶色 4,445 円

W 40cm H 11.5cm

13,000 円

1951

（小サイズ）W 2０cm

Ｌ（全長１２０ｃｍ）

ステンレス棒（20cm) 1 本

H 1.5cm

コード

Ｗ 9 c m × Ｄ1 6 c m × Ｈ 1 1 c m

エネルギーチャージレザー（特殊加工皮）を使用しています。

腰（こし）サポート ベルト
M（全長９ ５ ｃ ｍ ）

1616

本体

レザー（皮）シリーズ

コード

コード

22,223 円

自然の仕組みを応用した商品で、工夫次第で色々なことに使えます。

1954

1942

付属品
ステンレスフィルター（ホース付）1 本、
ホース（1.5ｍ) 1 本、スライダック 1 個、
ジョイント１個

お客様の声より
買ってきた野菜を、水を張ったボールに

＜Ｂａｍｂｏｏの使い方＞
使い方はとっても簡単！

入れバンブーかけておくと、水々しく生き

ホースまたはステンレス棒の先を差し込んで、スイッチオン。

返り、持ちも良くなります。お刺身や肉も

野菜もＢａｍｂｏｏして保存すると、持ちが良くなります。お肉もＢａｍｂ

同様にバンブーすると臭みが取れます。

ｏｏすると、臭みがとれ柔らかくなります。Ag.uA を入れてＢａｍｂｏｏ

種を蒔く前にバンブーをかけた水に３０

するとより良いです。Ｂａｍｂｏｏは、自然の力に促進をかける道具です。

分程度入れておくと、発芽タイミングや発

生きた空気にすれば、自然治癒力のスピードが増します。

芽率が全然違ってきます。水耕栽培で短い

Ｂａｍｂｏｏは色々なことに使えます。アクセサリーやパワーストーン（石）

期間でバランスよく野菜が育っています。
最初は懐疑的だった旦那さんが今は率先

の浄化にもおすすめです。

＜皮について＞ マスク、アイマスク新発売！
日本の皮職人さんが丁寧に作った手作り
呼吸という言葉もあるように、新陳代謝の
の商品です。使用する皮は特別な処理を施
仕組みを備えており、人間には到底作るこ
し、ナチュラル化・エネルギーチャージを
しています。
皮は体内にウィルス等の侵入を防ぐバリ
ア機能を持っています。それでいて、皮膚

とができない超ナチュラルな仕組みです。
「即効性がある。作業が楽になった、気持ち
がいい」と、驚きの声を頂いています。
是非お試し下さい！

してバンブーを使用。晩酌の焼酎にバン
ブーすると悪酔いしないそうです。
お風呂にバンブーで身体の芯からの変化
を実感。パサパサの髪がしっとりし目覚め

お客様の声より

最高、洗濯もふわふわです。石鹸不要でこ
んなに幸せでストレスのない状態なら転勤

野菜をナチュラルに！

パワーストーンの浄化に！

全く花粉の影響を受けませんでした。
（雨

も怖くないです。バンブーを使用し牛乳、

上がりで気温も高く、一番花粉の強い日

水を飲み、比較してびっくり。家族も違い

だった）吸い込む花粉の波動が、マスクの

がハッキリ分かりました。酵素やパン作り

影響で、悪影響を与えない波動に変わって

にエネルギーが注入されました。

しまったのでは？
デザインも良く、洗えて、長く使えるの
で、とてもいいです。
装着した瞬間から軽さを感じました。痛い

の仕
れの
仕方
入れ
方
手入
お
お手

場所にあてていると痛みが緩和されるので
楽です。外していても、指先や足の先がい

汚れたら、アグア（酵素）を

つもポカポカしています。

少しいれた水にしばらくつけて、

早速、主人に腰ベルトをプレゼントしま

エネルギーチャージをして下さい。

したが、ちょうど風邪様の熱を出していて、

水気をタオルで吸い取り、陰干しすると、

ベルトが役に立ち、回復も早かったです。
飛行機での移動、車の運転なども疲れが

気持ちよく使えます。

緩和され助かっています。
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Ｐｉｃｃｏｒｏ（ピッコロ）シリーズ

電圧（電気振動）で空気を活性化します。 特許出願済

Piccoro（３タイプ）

コード

Piccoro（スチール製）
1404
1100
7,000 円

テネモスの空気活性器は
空気を元 気にします。

Ｗ40ｃｍ×Ｄ39ｃｍ×Ｈ72ｃｍ
重さ：約 15 kｇ
外部材質：木製パネル
ＡＣファン ×１台内蔵
定格電圧 ＡＣ１００Ｖ
消費電力：20 W
特殊セラミック使用
パワーコントローラー付属

Ｗ10cｍ×Ｄ13.5ｃｍ×Ｈ4cｍ
重さ約 500ｇ
スチール製（色 ホワイト）

Ｗ9.8ｃｍ×Ｄ7.8ｃｍ×Ｈ4ｃｍ
重さ約８５ｇ
②

②

コード

③

Ｃｕｂｅ Ｆｏｒｅｓｔ（キューブ フォレスト）
1415
240,000 円 1100

Piccoro M
1406
18,500 円 1100

③

コード

①

Piccoro（木製）
1414
1100
7,000 円

コード

①

Ｗ9.8ｃｍ×Ｄ7.3ｃｍ×Ｈ4cｍ
重さ約 240ｇ（色 ホワイト）

お客様の声より
・手触りといい臭いといい、何とも気持ちの良い商品です。鼻に近づけて思い切り息を吸うと、体が軽く
感じました。痛みにも効果がある様です。首のコリに当てるとすぐツッパリ感がなくなりました。外し

食品

ても元には戻りません。枕元に置いて寝たら、おトイレに一度も行かずグッスリ寝られました。目覚め

ボリビアの塩

も良くサッと起きられました。／入院中の親にプレゼント・コンセントがなく音もせず、便利です。

3０0g
1710

・電池タイプ（コンセントはご不要です。）
・電池の交換の目安は約１年です。
・振動音等、音がしないので静かです。
・ピッコロは電池消耗がほとんどありません。
・小さいので持ち運びに便利です。電磁波対策にも。 （電池を何も使わないで置いておく自然消耗程度）
・内部に特殊セラミックス使用 目安は半径１m 程度

350g

500 円

400 円
1700

コード

使用上の注意

特徴

生砂糖

170ml
コード

コード

400 円

ボリビアの糖蜜

自然豊かなボリビアで採れた
岩塩（写真左）を粉砕しただけの
美しい紅色をした無精製のお塩です。
無精製の自然のエネルギー
そのままのお塩です。

1701

吸引の力が強いので、
商品の塩は固まってきます。

生砂糖の作られ方

エア

キューブ（空気活性機）シリーズ

AC キューブ ダブル
46,000 円

アイテム名

AC キューブ

使用範囲

ＡＣ キューブ Ｗ

３０畳程度

オフィスや広い部屋にオススメ。
鉄製でしっかりした作り。

エアー量を調整できるスライダック付。

ＡＣ キューブ

２０畳程度

コンパクトなのにパワフル！
鉄製でしっかりした作り。

エアー量を調整できるスライダック付。
木製の完全ハンドメイド。

1408
1100

ＤＣ キューブ

２０畳程度

可愛く温かみがあります。

軽いので旅行や出張の携帯に便利。
音が静かなので、寝室にオススメ！

ぐに理解出来たことです。南アルプスなどに登った時のように空気が
1405
1100

コード

34,000 円

Ｗ13ｃｍ×Ｄ13ｃｍ×Ｈ11ｃｍ
重さ：約４５０ｇ
外部材質：木
ＤＣファン内蔵
定格電圧：ＤＣ２４V
内部に特殊セラミック使用

澄んだのを実感しています。花粉症や喘息持ちの母も体調が優れる日
が続いているようで、最近は外出も億劫にはなっていない様です。私
も長時間の事務作業なども疲れず、能率が上がり大変役立っています。

生砂糖は、精製前のナチュラルなお砂糖です。ビタミンやミネラル等がそのまま含まれています。

ペットシリーズ

特許出願済

ペットα（ペット用ふりかけ） Ａｇ．ｕＡ（アグア）ペット
３00ml

1,500 円

1,000ml
1930

■主原料
魚粉、イカミール、
海老ミール、貝肉ミール

600 円

1374

毎日の飲み水として

糞尿の消臭剤としても
どうぞ。

○直射日光や高温多湿を避け保管下さい。
○容器が透明な為アオコが出る場合が
ありますが問題ありません。

Ｐｉｃｃｏｒｏ（携帯用空気活性機）
Piccoro（木製）

7,000 円

Piccoro

7,000 円

Piccoro M

18,500 円

1414
1404

コード

DC キューブ

遠心分離機にかけ蜜分と結晶 上の写真の１、２が生砂糖で
す。その内、色の濃い Rubia
部分を分ける。（結晶部分が
生砂糖に、蜜分は糖蜜になる） Morena を取寄せています。

コード

スイッチ入れてビックリしたのが、空気が変わるのが体感としてす

水分蒸散させ、蜜分と結晶
部分が分かれるまで煮詰
める。

コード

お客様の声より

圧搾機にかけ、繊維と搾り
汁を分け、搾り汁から不純
物を取り除き、ろ過する。

コード

電気代は月に５０円程度。

サトウキビの重量と質を
鑑定し、良質なものを選
別する。

コード

Ｗ14ｃｍ×Ｄ14ｃｍ×Ｈ12ｃｍ
重さ：約１７５５ｇ
外部材質：スチール
ＡＣファン内蔵
定格電圧：ＡＣ１００V
内部に特殊セラミック使用
パワーコントローラー付属

特徴
ダブルのファンでパワー４倍！

コード

34,000 円

コード

1411
1100
Ｗ11ｃｍ×Ｄ20ｃｍ×Ｈ14ｃｍ
重さ：約１８９０ｇ
外部材質：スチール
ＡＣファン ×２台内蔵
定格電圧 ＡＣ１００Ｖ
特殊セラミック使用
パワーコントローラー付属

自然の仕組みを応用しています。家の空気を
森の中のようなナチュラルな空気に変化させます。

1406

大切なペットも Piccoro と一緒に、

ナチュラルで健やかなひと時を・・・

ぐっすり眠れるようになった／植物の育ちが良くなった／害虫が
減った／花粉症の症状が軽減した／家やオフィスの環境がよくなった

8 頁 Piccoro 参照

／金属アレルギーが軽減した／家が汚れづらくなった／煙草の匂いが
軽減した／洗濯物の家干しの匂いが気にならなくなった・・・など。
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ー 自然のしくみを応用した、安心・安全な商品です ー

応用例

グリストラップ
k a is h i- ip p in . j p / s o b is h a /
スリランカの３０世帯が
使用する水の改善
（風車とソーラー）

水耕栽培（レタス）

牛の飲み水の改善

キーワード
安心
安全
汚さない

車海老の養殖
（水替え無し）

水耕栽培 （わさび）
風車が目印！

周辺地図

風車でできた電気を
花の肥料に

ホテルの２０トンの水槽

鳥やトンボがお手本の、
飛行理論があてはまらない
飛び方をする飛行機

イベント

風車が目印！

一般財団法人
テネモス国際環境研究所
テネモス
SHOP
テネモス
HALL

テネモスホール
メディカルオフィス
さい診療所
ノーザンファーム
十勝うどんバル

ツチハシ
クリニック

定期的に、コンサートや
講演会を行っております。

テネモス SHOP
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Access : 埼玉高速鉄道線 新井宿駅 ２番出口 徒歩すぐ
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商品一覧

書籍

コード

ぜんぶ実験で確かめた
宇宙にたった１つの神様の仕組み
飯島 秀行 著
1,800 円 1801

コード

フリーエネルギー版
宇宙にたった 1 つの神様の仕組み
飯島 秀行 著
1,600 円 1802

自然が教える農業のお手本
コード

飯島 秀行 著
1,600 円 1804

ＤＶＤ
フリーエネルギー版
宇宙にたった 1 つの神様の仕組み
【スロープレーン編】
飯島 秀行 著
1,600 円 1812
コード

【スロープレーン編】

1813

コード

vol.1
vol.2

コード

自然が教える農業研究会
in 沖縄ＤＶＤ vol.1〜3
飯島 秀行 著
各 6,000 円
1814

