
現代人は呼吸が浅いとされています。呼吸を
意識して酸素の補給を心がけましょう。

年々摂取しづらくなる酸素
しかし、呼吸から酸素を摂取する能力は、２０歳をピークに年々落ちてしまい、６０歳になるとピーク時

の半分近くにまで低下してしまうといわれています。そこに、 ストレス・タバコ・運動不足・飲酒などの

影響が加わると、酸素の摂取能力はさらに低下することになります。また、自然破壊などの影響で、

大気中の酸素濃度は年々低下しているとの指摘もあります。現在21％程度の酸素濃度が18％にな

ると、酸欠の心配が出てきます。

加齢に伴う酸素摂取量の変化
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ADL機能不全値

活動時余命の延長活動時余命の延長

ADL（activities of daily living ）:日常生活動作 kickbusch,1997より

国立環境研究所発表資料より（2008）

１９９９年を起点とした大気中の
酸素濃度と二酸化炭素濃度の変化

20151050

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

(ppm)

2005年2005年

2003年2003年

2001年2001年2001年

1999年

酸
素
濃
度
の
変
化

二 酸 化 炭 素 濃 度 の 変 化

波照間・落石での観測結果

化石燃料消費による変化

絶対に必要な酸素

ビタミンやミネラルとともに酸素が重要
「酸素」は私たちの健康維持に欠かせない物質として注目を集めています。

身近にありすぎてつい忘れてしまいがちですが、私たち人間が生きていくためには酸素が不可欠
です。酸素は、生物にとって、食べ物の栄養素や水とともに、エネルギー源としてとても重要な物質
です。

フィトケミカル
（植物成分）
・フラボノイド
・リコピン
・アントシアニン
・カテキン

食物繊維 ビタミン
ミネラル

たんぱく質
糖質（炭水化物）
脂質（脂肪）

エネルギー 食べ物（栄養素）＋水＋酸素＝

7大栄養素

6大栄養素 5大栄養素 3大栄養素
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登山家・麻酔科医師

野口いづみ解説

世界唯一のテクノロジーでつくられたWOXが
酸素ミスト吸引スティックを生み出しました。

世界初！

酸素をまとった

ミストを吸う

新習慣

ストロー効果で
より肺に深く入

ります

酸素は水蒸気と
一緒だと体に入り
込みやすくなります

水蒸気化することで
WOXが粘膜に
接触する範囲が
1800倍増える

2020年に開催される東京五輪を前に、受動喫煙の防止を徹底する法制度が

整備され、禁煙を促す社会的な動きが大きな高まりを見せています。

酸吸「Thank you」WOX

Sports ・スポーツの前後・休憩中
・ランニングやウオーキング

・気分転換したいとき・眠気を感じたとき
・あくびが出たとき・ストレスを感じた

・会議の前後に
・ストレスを感じた時
・アイデアが出ない
・集中したい時

・コーヒータイムに
・タバコの代わりに
・くつろぎのひとときに

・誕生日プレゼントに
・お見舞いのギフトに

Relax

Refresh

Work
Study

Gift

&

●付録の酸素ミスト吸引スティックは治療器具ではありません。リラックスや気分転換にご使用ください。●薬を服用されている方、持病の
ある方や、妊娠中 ・ 授乳中の方は、医師に相談のうえ、ご使用ください。●使用時に違和感や体調不良を感じたら、直ちに使用を中止
し医師の診察を受けてください。●感電や故障の原因になるので、落としたり、強い力や衝撃、圧力を加えたりしないでください。●直射
日光の当たる場所、高温多湿の場所、炎天下の車内等には放置しないでください。液もれや破裂等、性能低下や故障の原因となりま
す。●水に濡らしたり、湿気の多い場所や火気の近くで使用したりしないでください。●幼児の手の届くところには置かないでください。
●20 歳未満の未成年に販売することはおすすめしません。●絶対に分解 ・ 改造 ・ 充電などを行わないでください。●本来の目的以外
でのご使用はおやめください。●使用するときは、公共マナーや関連法令を遵守してください。●LED ライトが発光しなくなったり、蒸気
が出なくなったりしたものは使用しないでください。●間隔をあけて吸引し、長時間連続して使用しないでください。●本品の使用による
健康上のトラブルが発生しても責任は負いかねます。●本品の吸引回数の目安は約 800 回ですが、吸い方や保存期間等により差異が
生じます。●電池は消耗品のため、使用していなくても吸引できる回数が短くなる恐れがあります。高温多湿を避け、開封後はできるだけ
お早めにご使用ください。●強く長く吸い込むと、高温になる恐れがあるので、ご注意ください。●開封してから３ヵ月以内に使用を終了
してください。●吸い口を清潔に保ってご使用ください。

使用上の注意

こんなシーンにおすすめですこんなシーンにおすすめです

の特徴
吸い口から吸引すると、先端が光り、煙（水蒸気）が出てきて、リアルな一服感を
味わえます。

酸素をまとったミスト
（水蒸気）でリフレッシ
ュできます。

ニコチンやタールなど
の有害物質を一切含み
ません。

家庭の居室や自動車の
車内で吸っても周囲に
迷惑がかかりません。

ベランダや換気扇の下で
吸う必要がありません。

歯や家の壁などが汚れる
こともありません。

いつでもどこでも手軽に
酸素ミストが吸えます。

特徴特徴
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特徴特徴

2
特徴特徴

3

の使い方

●ゆっくりと吸い込むと多くの水蒸気が楽しめます。
●やさしくゆっくり吸い込んでください（強く吸い込むと高温になる恐れがあります）。

箱から取り出し、袋を開封
する。

両端についているシリコ
ンキャップをはずす。

中心に丸い穴があいてい
る吸い口をくわえる。2 3１

吸って肺から吐き出すと
水蒸気が立ちのぼる。

酸素をまとった水蒸気を
吸って気分リフレッシュ。

キャップをはめてポケット
にイン。5 64

酸素実感

しくみ解剖

先端がキラリと光り、
リアルな一服感を演出
スティックをくわえて息を吸う
と、先端についたクリスタルガ
ラスのＬＥＤが発光！ オシャレ
な高級感を演出。

高濃度酸素リキッドが
加熱され、酸素を
含んだ水蒸気が発生！
息を吸って内部の圧力差によって
スイッチがＯＮになると、コイル
ヒーターが発熱し、高濃度酸素リ
キッドが加熱され、水蒸気が発
生。白煙（水蒸気）が立ちのぼり
ます。一服したときのリアルな感
覚にきっと驚くはず。

ペンサイズで持ち運び
らくらく！ いつでも
どこでも一服できる！
オフィス、外出先、ドライブ、出
張、旅行、登山、スポーツなど、
酸素ミスト吸引スティックはさ
まざまなシーンで大活躍。胸ポ
ケットに入るペンサイズなので、
バッグで場所を取ることもな
く、どこへでも気軽に持ち運ん
で、心おきなく一服できます。

ほのかなミント
フレーバーで
気分スッキリ！
スーッとするさわやかなミン
トフレーバーの酸素蒸気で
気分も息もリフレッシュ ！

ニコチンやタールなど
有害物質はゼロ！
副流煙もありません！
●リキッド分析試験結果

●容器包装規格試験

・ジエチレングリコール
・ニコチン
・アセトアルデヒド
・ホルムアルデヒド
・ベンゼン

検出せず
検出せず
検出せず
検出せず
検出せず

・ヒ素、カドミウム、鉛、重金属
　すべて検出せず

（日本食品分析センター調べ）
※危険性が一部で指摘されているプロ
　ピレングリコールは含んでいません。

体が喜ぶ新習慣！

約800回 1日20回で
約 40 日分 吸える＊個人差があります

1本￥3,480( 税抜 )

▶WOXは加熱しても長期的に酸素が残存！

メダリストら一流アスリートが選ぶ
高濃度酸素リキッド「WOX」を濃縮充填

フィギュアスケート、サッカー、ラグビー
などさまざまな種目の一流アスリートが
愛飲し、今注目の高濃度酸素リキッド。
超純水に特許技術で酸素を溶け込ま
せ、４０ｐｐｍ以上の酸素を３年以上とい
う長期間、安定的に保持することに成
功した画期的な水。

WOXとは

100℃10分熱処理後の酸素濃度

弊社測定

お問い合わせ・ご注文はこちらから
1本　

￥3,480( 税抜 )

酸素実感

健康サポ
ート

お問い合わせ・ご注文はこちらから
1本　

￥3,480( 税抜 )

酸素実感

健康サポ
ート

健康サポ
ート

○固定パーツ：真鍮・銀メッキ
本体：ステンレス

○電池：リチウム電池 ○基盤 LED：アルミニウム・発光ダイオード

○装飾：ジルコン ○液体含有部：コットン
○ヒーターコイル部：ニッケルカドミウム ○液漏れストッパー：シリコン

内部溶液：水・酸素（高濃度酸素リキッドWOX）・グリセリン・香料・キサンタンガム・銀（プロピレングリコールは含まず）

＊水蒸気化し容積を 1800 倍に増やす
　ことでWOXと接触する粘膜の
　面積を増やします。

＊ストロー効果︓口を窄めて吸うことに
　より体に取り込まれる空気の流速が高
　まり肺の奥まで届きやすくなり、呼吸
　筋のトレーニングになります。

スティックによる酸素吸入、 ３つのメリット


