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フロンティアショップ・新着情報 
 

Vol.0361 
 

１．価格決定商品とトライアル価格継続商品のお知らせ＜12月15日まで＞ 

２．奇跡のベッド浴利用料半額以下も同様に継続！！ 

 

 

１．価格決定商品とトライアル価格継続商品のお知らせ＜12月15日まで＞ 

 

 エネックス関連商品について、11月20日までの価格変更トライアルキャンペ

ーンを行い、多くのお客様から反響を頂き、現在でほとんどの商品価格が確定

しました。 

 

残りの商品について、トライアル価格を１２月１５日まで継続することが決

定いたしました。 

  

価格が確定したもの、トライアル価格が継続したもの、暫定価格など、商品

ごとの価格は次ページ表の通りです。 

 

 皆さまの反響のおかげ様でかなりの商品の価格を下げることができ、心から

感謝しております。 

 

 価格見直しトライアルキャンペーンで買いそびれてしまった方、売り切れで

終了となってしいそうな商品もございます。できるだけお早めにお買い求め下

さい。 
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＜ エネックス関連商品の販売価格と確定価格、トライアル価格、その特徴 ＞ 

商品名 
販売価格 

トライアル 

価格 特徴 

水宝１型（黒球型φ39mm） ¥10,800 

確定 

¥6,480 200 ナノクラスター 

水宝２型（茶半球型、50 ㎜×30 ㎜） ¥21,600 

確定 

¥10,800 

20％ナノパウダー。ソマチッド還元

水。100 ナノクラスター 

水宝３型（白半球型、50 ㎜×30 ㎜） ¥32,400 ¥21,600 

100％ナノパウダー。ソマチッド・ナノ

還元水。33 ナノクラスター 

水宝４型 
（白半球型、70mm ｘ 30mm） ¥54,000 ¥43,200 ３型水宝の大型業務用 

クッキングドクター１型 
 （一般調理、油向け、57 ㎜×8 ㎜) ¥3,240 

確定 

¥2,160 揚げ物、炊飯など 

クッキングドクター２型  
（一般鍋向け、83 ㎜×10 ㎜) ¥4,320 

確定 

¥3,240 煮物、米びつ、鍋物など 

クッキングドクター３型 
 （業務用、100 ㎜×12 ㎜) ¥8,640 

確定 

¥5,400 

大型中華鍋、寸胴鍋、油を含んだ排

水口など 

還元プレート 
（2 型 15cmx15cm・凸凹型） ¥10,800 

確定 

¥8,640 

２０％ナノパウダー。凸凹型（15cm x 

15cm 角） 

ナノ還元プレート 
（2 型 15cmx15cm・凸凹型） ¥14,040 

確定 

¥14,040 
１００％ナノパウダー。凸凹型（15cm x 

15cm 角）エネルギー量１０倍 

ナノ還元プレート 
（1 型 10cmx10cm・フラット型・凸凹型） ¥5,400 

確定 

¥6,480 
１００％ナノパウダー。フラット型（10cm x 

10cm 角）エネルギー量１０倍 

還元温浴セラミック・宝珠 
 （丸玉１３個数珠型２巻セット） ¥86,400 

確定 

¥86,400 

スタンダード、200～400 リットル浴槽、

２０％ナノパウダー在庫終了で廃盤。 

ナノ還元温浴セラミック「宝珠」 ¥129,600 ¥108,000 １００％ナノパウダー。丸玉１１個袋入り。 

活性水シャワーヘッド（28 ㎜玉 2 個） ¥21,600 ¥21,600 売切れ終了。従来の２倍パワー。 

還元活性水シャワーヘッド（宝珠 1 個） ¥27,000 

確定 

¥24,840 １００％ナノパウダー宝珠のシャワー 

ナノ還元活性水シャワーヘッド 
（宝珠 1 個+小玉） \30,240 ¥27,000 

１００％ナノパウダー宝珠に 13mm 玉

が加わったシャワー 

還元石 Enex セラミックボトル ¥15,000 ¥8,640 
売切れ終了。１５ミクロンクラスター。雨水

も飲み水に。災害用にも一家にひと瓶。 

還元ボトル・１リットル ¥18,360 ¥10,800 

ナノパウダーセラミック水差しでエネッ

クス水。 

スキンクリーム高千穂 100 ¥16,200 

確定 

¥10,800 

肌色クリーム 100g。前バージョンの３

倍パワー。在庫終了で廃盤。 

スキンクリーム高千穂 60 ¥10,260 

確定 

¥6,480 

肌色クリーム 60g。前バージョンの３倍

パワー。在庫終了で廃盤。 

スキンクリーム高千穂 1kg（業務用） ¥97,200 

確定 

¥97,200 
要、業務用利用確認。在庫終了で廃

盤。在庫わずか。 

スキンクリーム丹波 100 ¥19,440 

確定

¥10,800 

１００％ナノパウダー。高千穂クリーム

の後継品 

万能エネバン２０ ¥2,160 確定 継続して貼れるタイプ 
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¥1,080 ＜１シート、２０パッチ＞ 

万能健康袋・宝温(デラックス赤黒) ¥8,640 

確定 

¥8,640 ２重のコーティング布袋で長持ち 

万能健康袋・宝温（紐付き) ¥5,400 

確定 

¥5,400 スタンダード。紐付きで落ちない。 

電磁波変換シール RIRI・グリーン
(iPhone/スマートフォン/PC 用・６枚入り） ¥2,700 

確定 

¥2,700 スマホ・パソコン各１台に６枚。 

電磁波変換シール RIRI・レッド 
（家電携帯用・12 枚入り） ¥3,240 

確定 

¥3,240 家電、ガラケーに適当枚数ずつ。 

波動シールリリー家電携帯用・10 枚入 ¥3,240 

確定 

¥3,240 家電携帯用初期型 

環境シール自動車用 ¥9,990 

暫定 

¥10,000 
車両（普通車もトラックも）１台分。バス等

は各座席下に１６分の１をカットして貼付。 

ナノパウダー還元水・カミ 30ml 
（髪用・耳つけ＆スプレー） ¥3,240 

確定 

¥3,240 

会員頒布品・髪用。１００％ナノパウダー。

綿棒に浸して耳に塗り、希釈してスプレ

ー。 

ナノパウダー還元水・アイ 30ml 
（洗眼用） ¥4,320 

確定 

¥3,240 
会員頒布品。１００％ナノパウダー。点眼容器

入り。２～３滴垂らして洗眼。 

ナノパウダー還元水・ソマチッド 
<30ml>(約 600 滴) ¥18,900 ¥5,400 

会員頒布品。ソマチッド濃縮液。３０ｍｌ約 600

滴。１００％ナノパウダー。 

イヤシロクロス 
＜パウダー貼付多目的布地（13cm ｘ 39cm）＞ ¥9,900 

暫定 

¥8,640 

多目的布地。コリのある部位や外出先での電

磁波対策、快眠などに。フリーカットであらゆる

箇所に使える。仕上がり版になれば値上げ。 

ナノ万能テーピング（5cm ｘ 5ｍ） ¥5,400 

確定 

¥4,320 
１００％ナノパウダー。かゆみやかぶれが激

減。継続して貼り続けられる。 

ナノ還元ベッド ¥1,620,000 

確定 
¥1,620,000 

配達・組み立て・設置までを含む。さらに 15 の

オプションの見積りあり。 

万能ソープ（高千穂洗顔フォーム） 

150g ¥6,480 

確定 

¥6,480 
チューブタイプ。ごく少量ですっきりスベスベ。

経済的。在庫限りで廃盤予定。 

敷シート・KANGEN 
(ナノ還元ベッド専用、600mmx1800 ㎜) ¥54,000 

確定 

¥43,200 
ナノ還元ベッド購入のお客様のオプション。また

は希望者。 

敷マット・KANGEN (枕付）茶色 ¥162,000 ¥162,000 
※ フロンティアショップでは未検証なので、

まだお奨めしていません。 暫定 

セラミック 3 ㎜玉  200ｇ袋入   ¥21,600 多目的セラミックボール入り袋 暫定 

敷マット（900×1800 ㎜）ピンク  \27,000 掛ふとんと合わせれば育成光線のサンドイッチ 

掛ふとん（1500×2000 ㎜）ピンク  \27,000 敷きマットと合わせれば育成光線のサンドイッチ 

枕（430×630 ㎜）ピンク  \27,000 ナノパウダー布地 

枕（430×630 ㎜）ピンク・ナノビーズ入  \51,840 
ナノパウダー布地にナノビーズ。寝ている間に治

る。最高の安眠。 
 

※ ナノパウダー還元水・アイ30ml（洗眼用）の値下げ確定に伴い、視界ハッキ

リくっきりセットも安くなって20,000円丁度になります。 

※ また、ナノパウダー還元水「アイ」は、現在庫で廃版となり、今後は水宝水

にナノパウダー還元水・ソマチッドを数滴添加するかたちに変わります。 

※ ナノパウダー還元水・カミ30ml（耳つけ、希釈用）の価格も確定しましたの
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で、クログロふさふさセットは5,400円です。 

 

 
 

２．奇跡のベッド浴利用料半額以下も12月15日まで継続！！ 

 

上記の価格見直しトライアルキャンペーンに伴って、奇跡のベッド浴「ナノ

還元ベッド浴」の利用料金も、このトライアルキャンペーン期間中(12月15日ま

で)半額以下の下記料金表の通りとなります。 

 

＜ ナノ還元ベッド利用料金表 ＞ 
 

～12 月 15 日 １回 1 クール ５枚券 １枚あたり １１枚券 １枚あたり 

定価 ¥5,000 ¥8,000 ¥19,000 ¥3,800 ¥40,000 ¥3,636 

一般のお客様 ¥2,000 ¥4,000 ¥9,000 ¥1,800 ¥17,600 ¥1,600 

フロンティアショップ会員 ¥1,000 ¥2,000 ¥4,500 ¥900 ¥8,800 ¥800 

FGC 会員 
(フロンティアゴールドクラブ) 

¥800 ¥1,600 ¥3,600 ¥760 ¥8,000 ¥727 

 
※ 期間中、初めての方は体験無料です。（ベッド浴予約スケジュールによって10分体験になる

場合があります。要予約です。 
 

※ 期間中に以前の利用券をご利用の方は、以前の利用券１枚につき新利用券３枚と交換してご

利用いただけます。新利用券は「２５分１回券」と表示されています。従来の券は「１回２

５分間」という表示で、表示金額は5,000円です。 
※  

期間中に購入した回数券は、期間が過ぎた後も１枚で１回のベッド浴券としてご利用いただ

けます。 
 

※ 5,000円は音響免疫療法などのオプションの無い銀座のクリニックの定価です。 
 

 

いつもありがとうございます 

フロンティアショップ 
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