
Earthing
アーシング

それはこころの癒し、
そして身体（からだ）の癒し

「天空の砂浜」と言われる南アルプス日向山山頂
　　　　　　　　　　　　（正面の山は八ヶ岳）
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ごあいさつ
新しい時代「令和」を迎えて

2015年に日本初となるアーシングショップ

をオープンして、早4年目を迎えました。

これもひとえに弊社商品をご愛顧いただいて

いる皆様のおかげです。いつもありがとうご

ざいます。この場をお借りして厚くお礼申し

上げます。

「地球の風」は2018年 3月に本社を長野県

の野辺山に移転し、より良い自然環境の中か

ら、商品を皆様へお届け出来るようになりま

した。

振り返れば 2015 年当時は、日本にはアーシ

ング製品を本格的に販売しているところはな

く、あるのは電磁波対策用品を販売している

会社が、今まで販売していた電磁波対策関係

のものを「アーシング」と変えて販売してい

るような素っ気ないものでした。

しかも海外からのアーシング製品は、当時は

とても高価で気軽に買えるものではありませ

んでした。

その上日本人にはなじみ難いものばかりで、

精神面を含め身体の不調を癒せるようなアー

シング生活を望んでいた私たちにとっては、

アーシングに用いるものは自然との橋渡しと

なるので、無機質で機械的に生産されたもの

ではなく、やはり女性特有の細やかな部分に

気を配った使い易くて温かみの感じるものを

作りたいと考えていました。

私たちは、自律神経が通る背中を温めることがアーシングにとって
とても大切だと考えています。 

病み傷ついた身体や精神（こころ）は、私たちが寝ている間の知ら
ない内に癒されています。 いつも癒しは睡眠中に訪れ、眠りから
目覚めた時に癒されていることに気付かされるのです。

身体の痛みも、精神的苦痛も知らないうちに癒され、正常に戻っています。 

癒しと眠り
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こうした当時の事情を背景にして、あらゆる

種類のアーシンググッズを考案し試作を繰り

返しながら、日本人に合った品質の良い製品

を作りたいと考えてきました。

あれから約3年半が過ぎ、お客様からも「地

球の風」さんは女性が作られているんですか？

アイデアが生かされており他社とはこころ配

りが違いますね。などのお褒めの言葉もいた

だくようになりました。

今では皆様方からの支持を得てアーシングと

いうものがひとつのジャンルを形成しつつあ

るように思われます。

こうした方向を示すこの度のカタログを手に

取って頂いて、ご覧になられ実際に試されて

みて、もし皆様に何らかの利益を贈ることが

出来たならアーシングを奨める私たちにとっ

て望外の喜びと考えています。

そして今後ますますアーシングの発展を祈願

しつつ、より尽力していきたいと考えており

こうした気持ちを大切に頑張って参ります。

どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。

株式会社 地球の風
代表取締役　藤田直美

身体を癒す、精神（こころ）を癒す、こうした自然の働きはいつも私たちの
睡眠中に訪れており、目覚めとともに自らの心身が治癒されていることに
気が付いて感謝します。 

全ての癒しは私たちの眠りとともに叶えられていることを実感します。 
私たちには安らかな眠りと熟睡によって、爽やかな目覚めに誘う睡眠環境を
得ることが大切になるでしょう。 

涅槃の女神様と言われている八ヶ岳連峰
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アーシング（Earthing）とは･･･
健康、癒し、爽快な睡眠を目指して･･･

みなさんは、誰もが野原や高原で裸足になっ

て遊んだ経験をお持ちだろうと思います。海

や川でも同様に、水辺での砂遊びや波打ち際

を駆け回った記憶があるはずです。その時の

様子を思い出してみて下さい。爽快感に満ち

てとても気分が良く、元気な気持ちになれた

ことを覚えているでしょう。このように大自

然の中で母なる大地と裸足で触れ合うことは、

不調和のバランスをとり自律神経を整え癒し

によって心身を健全な方向に導いてくれます。

これがアーシング効果なのです。

大地（地球）に直接足を降ろし裸足になって

接地しているだけで、私たちは常時大地と交

流しています。

大自然が自然界の歪み（不調和）を修正すべ

く全ての現象に対峙するが如く、私たちの心

身をも同様にして、中和させ浄化を助けると

いう大切な作用を担っています。

風は寒いところから暖かいところに向かって

吹き、温度（気温）が中和されます。熱いお

湯は冷たい水と混ざって水温が中和されます。

静電気などの（+）電気は大地である地球（－）

にアースされ電気的中性（± ゼロ）が保たれ

ます。

こうして、地球は、自然の営みとしてすべて

のものを包み込んで中和させ、調和をはかり

自然のバランスを保っています。この大自然

の働きを、直接居住空間に採り入れたのが地

球の風オリジナルの数々のアーシンググッズ

なのです。

アーシング（Earthing）そのものは、その気

付きからまだまだ歴史が浅く、医学的な根拠

が確立されているとは言えない段階にありま

す。しかし、一方では体験的効果が多数報告

されています。「論より証拠」自らの実践によっ

て得られた結果が真実を語ります。

人間として生きていく上で、とても大切な要

素となる精神（こころ）の安定と健全な身体

の維持は欠かすことのできないものです。こ

れらの未病対策を考えるとき効果が役立ちそ

うな気がします。心と身体はひとつと言われ

ますが、原因が分からない不定愁訴に別れを

告げるため太陽のエネルギーを浴び、母なる

大地のピュアなエネルギーとの交流をはかり

ながら、元気よく充実した日々を過ごしてい

きたいと考えています。

（地球の風HPより抜粋）
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1. シーツの要　導電繊維について

アーシングシーツは最大のアーシング効果を

得る為に、使用目的を考え導電繊維の機能性、

使い易さ、寝心地の良さや肌触り、さらに睡

眠の質の向上等を研究し、シーツの要の部分

には信頼性が高く品質の優れた導電布を使用

しております。また、それぞれのシーツの特

長を活かすために 3 種類の導電繊維を取り揃

え製作にあたっており、アーシングの心臓と

も言える導電繊維は、用途毎の期待する効果

を考えて、それぞれの目的にふさわしい導電

布を使用しております。

現在、地球の風が採用している導電布の種類

は次の 3 種類があります。

①サンダーロン ® 糸 ( 生産国：日本 )　

　我が国において開発され本格的な導電性能

　を備えたサンダーロン ® 糸を、地球の風が

　初めてアーシングシーツに採り入れ製品化

　いたしました。

②炭素繊維 ( 生産国：米国 ) 欧米で圧倒的信頼

　の導電繊維になります。

③silver33% 蒸着繊維 ( 生産国：米国 )silver

　含有量によって違ったものになります。

　一般的に広まっている silver 含有の導電繊

　維は 3％程度のものですが、弊社の場合は

　silver33% の生地「ZERO」を使用してい

　ます。

地球の風アーシング商品のご案内
～令和元年、新しい時代の始まりと共に歩む～
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日本で初めて開発された有機導電性繊維「サンダー

ロン ®」を使用しています。

「サンダーロン ® 」は銅化合物を化学結合させ導電

機能を付与させたもので、メーカーの説明によると

①除電効果　②抗菌・防臭効果　③蓄熱効果　④電

磁波吸収効果が備わるとされ、この繊維の際立った

特長である帯電する静電気を中和させ除電させる成

果は、世界的特許を獲得し「コロナ放電によって帯

電した静電気を中和させ除電する」という高機能導

電繊維です。 

サンダーロン ® の品質は、静電気学会より「進歩賞」

を、また繊維学会より「技術賞」を受賞されている

という優れた製品で、国内のみならず韓国・アメリ

カ・ヨーロッパにおいて特許を取得した国際的な商

品となっています。

近年多く取り入れられている衣類等の静電気（パチ

パチ現象）を防ぐ為の仕組みを本格的なコードレス

アーシング仕様として地球の風が実用化したもの

で、弊社製作のシーツのみに用いられています。

導電性繊維はポリエステルにカーボン（炭素）が編み込

まれたもので原産国はアーシング先進国の米国です。

ポリエステルの素材はウェア等の世界のシェアの約 65％

を占め絶大な信頼を得た素材です。一方のカーボンは人

体に優しい素材で、綿や金属のようなアレルギー性は少

なく安心してご使用いただけます。

カーボン繊維は一般的に金属に次いで導電性能が良いと

され、健康面等も考慮した上では優れた繊維として欧米

を中心に発達し、電磁波対策用としても広く利用されて

きています。弊社のカーボン製品の生地は米国から輸入

し、主にアーシング用として使用しています。導電性能

は勿論のこと、軽量で使い易く耐久性にも優れたものと

して、以前から国内でも電磁波対策用繊維として販売さ

れており、今ではアーシングにおいても綿素材と人気を

二分しています。

肌触りはとても爽やかで軽く、夏は涼しく冬は暖かい優

れものです。

弊社が公的機関を利用し実施した 200 回（1 週間に一

度の洗濯として約 4 年間分）の洗濯試験にも合格し、耐

久性にも秀でたものになります。

代表的なシーツに、創業時から人気の高いリカバリー

シーツ（シュラフの中でも使える優れもの）がございま

す。他には新しくクッション性と身体の健康にも意を配

した体圧分散マットとのコラボを生み出しています。

1-1. サンダーロン ®（有機導電性繊維）

1-2. 導電性炭素繊維

実体顕微鏡観察（地球の風所蔵）

サンダーロン糸

顕微鏡写真（地球の風所蔵）
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コ ッ ト ン の 生 地 を ベ ー ス に、ナ イ ロ ン 繊 維 に

silver33％蒸着させた導電性能抜群の導電繊維を織

り込んだ導電性シーツになります。

因みにシルバーをナイロン等に蒸着させて使用して

いるアーシング用途の導電生地は中国産ですが多数

ございます。一般的に他社で使用されているシル

バー蒸着の導電生地がそれで、シルバー含有率は

3％前後ですが、弊社の場合（生地）は米国直輸入

の高級生地を使用し、生地の性能は瞬時にアース「ゼ

ロ値」に近付ける程の高機能導電性能を有しており、

米国では電磁波対策商品としても販売されていま

す。例えば携帯電話をこのシーツで包めば、完全に

電波をシャットアウトすることが出来ますので、一

般的に言われている電磁波の防御も可能となり、こ

れひとつを見ても性能的には格段の違いがありま

す。

本繊維を用いたシーツは、最高級プレミアム商品と

なるダウンシーツ『ZERO』の他「ハイクラス・

New コットンアーシングシーツ（テキスタイルデ

ザイン）」がございます。

1-3. silver33% 蒸着導電繊維

1-4. 導電繊維とアーシング用品

顕微鏡写真（地球の風所蔵）

・アーシング・コットンピュアシーツ

・アーシング or グラウンディング・体圧分散マットシーツ
・アーシング・クッションシーツ
・アーシング・リカバリーシーツ

・アーシング・ダウンシーツ「ZERO」
・ハイクラス・New コットンアーシングシーツ
・アーシング・スーパーマット Cotton!

サンダーロン®使用商品

導電性炭素繊維使用商品

silver33％蒸着導電繊維使用商品

6
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地球の風が放つ「ガイアの懐」シリーズの新し

い商品になります。かつてなかった日本で開発

された有機導電性繊維サンダーロンを用いた文

字通りの純国産「アーシング・コットンピュア

シーツ」です。特許技術のコロナ放電によって、

静電気が中和されることにより除電するという

特長は、日本初ということが出来ます。これま

で出回っているアーシング商品の全てはアース

コードを用いて除電するというシステムだった

のですが、サンダーロン ® 糸使用の本シーツは、

アーシングコードを不要とし、サンダーロン放

電効果によって除電することが出来る画期的な

ものになりました。これまでアース接地がなく

てアーシング出来なかった人も、本シーツの登

場で問題なくアーシング出来るようになりま

す。

さらに、これまでのアーシングコードによる

アース接地も使用出来るようにしていますの

で、二通りの方法で静電気を除去し大地との交

流もできるという、これまでと違った全く新し

いアーシングシステムの誕生となります。

【素材】

表地　綿 100%　中綿　ポリエステル

100%　裏地ポリエステル　70%　綿　

30%

【導電性】

有機導電性繊維サンダーロン ® 使用　ポリエス

テル 85%　アクリル ( サンダーロン ®)15% 

【サイズ】

100cm×200cm 4 隅にゴムバンド付き　

【アーシングピュアコード ®】

「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コー

ド (1.5m)⇔ピュアボタンコード (1m)」

【お手入れ】

ネットに入れて洗濯機での使用可。漂白剤、

柔軟剤はご使用にならないで下さい。

地球の風から日本でも初めての「純日本製

アーシング商品」として販売されることにな

りました。

アーシングシーツを使ってみた

かったのですが、アースコンセ

ントがないので諦めかけていた

のですが、アース接地なしでも使えるシーツ

があると聞いて使ってみました。朝起きてか

らの体の感じが軽く、首を寝違えたのかと今

迄思っていたのですが静電気がたまっていた

んだなと思いました。

確実に体のコリや疲れが違います。今迄、肩

こりと背中の張りに悩まされていましたが、

鍼やマッサージをしても一時的ですぐに戻っ

てしまうので、ホントにこちらの商品とアー

シングをやる事で人生の楽しみ方が変わりそ

うです。家族も効果を実感しており、特に感

じているのが浮腫みがなくなった事です。若

い時は感じなかった体の浮腫みや顔の浮腫み

に肩の重圧感と肩の丸みにも効果を感じてい

るのです。母は、87才なんですが喜んでいます。

体も若返るのかしらと言っていました。( 笑 )

そしてシーツの上には愛犬の柴犬もよく寝て

いまして既に一枚自分のものにしています。

　（40代、女性）

2. アーシングシーツのご紹介

2-1. コード不要の「アーシング・コットンピュアシーツ」
コロナ放電技術を生かした新しいアーシングシーツ

（アーシングピュアコード ® 付属）

14,800円（税抜）シングル　（100cm×200cm）

商品は Web サイトでお求めになれます。[ 地球の風 web shop] https://chikyuno-kaze.com7



地球の風が放つ「ガイアの懐」シリーズの新し

い商品になります。かつてなかった日本で開発

された有機導電性繊維サンダーロンを用いた文

字通りの純国産「アーシング・コットンピュア

シーツ」です。特許技術のコロナ放電によって、

静電気が中和されることにより除電するという

特長は、日本初ということが出来ます。これま

で出回っているアーシング商品の全てはアース

コードを用いて除電するというシステムだった

のですが、サンダーロン ® 糸使用の本シーツは、

アーシングコードを不要とし、サンダーロン放

電効果によって除電することが出来る画期的な

ものになりました。これまでアース接地がなく

てアーシング出来なかった人も、本シーツの登

場で問題なくアーシング出来るようになりま

す。

さらに、これまでのアーシングコードによる

アース接地も使用出来るようにしていますの

で、二通りの方法で静電気を除去し大地との交

流もできるという、これまでと違った全く新し

いアーシングシステムの誕生となります。

【素材】

表地　綿 100%　中綿　ポリエステル

100%　裏地ポリエステル　70%　綿　

30%

【導電性】

有機導電性繊維サンダーロン ® 使用　ポリエス

テル 85%　アクリル ( サンダーロン ®)15% 

【サイズ】

100cm×200cm 4 隅にゴムバンド付き　

【アーシングピュアコード ®】

「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コー

ド (1.5m)⇔ピュアボタンコード (1m)」

【お手入れ】

ネットに入れて洗濯機での使用可。漂白剤、

柔軟剤はご使用にならないで下さい。

地球の風から日本でも初めての「純日本製

アーシング商品」として販売されることにな

りました。

アーシングシーツを使ってみた

かったのですが、アースコンセ

ントがないので諦めかけていた

のですが、アース接地なしでも使えるシーツ

があると聞いて使ってみました。朝起きてか

らの体の感じが軽く、首を寝違えたのかと今

迄思っていたのですが静電気がたまっていた

んだなと思いました。

確実に体のコリや疲れが違います。今迄、肩

こりと背中の張りに悩まされていましたが、

鍼やマッサージをしても一時的ですぐに戻っ

てしまうので、ホントにこちらの商品とアー

シングをやる事で人生の楽しみ方が変わりそ

うです。家族も効果を実感しており、特に感

じているのが浮腫みがなくなった事です。若

い時は感じなかった体の浮腫みや顔の浮腫み

に肩の重圧感と肩の丸みにも効果を感じてい

るのです。母は、87才なんですが喜んでいます。

体も若返るのかしらと言っていました。( 笑 )

そしてシーツの上には愛犬の柴犬もよく寝て

いまして既に一枚自分のものにしています。

　（40代、女性）

2. アーシングシーツのご紹介

2-1. コード不要の「アーシング・コットンピュアシーツ」
コロナ放電技術を生かした新しいアーシングシーツ

（アーシングピュアコード ® 付属）

14,800円（税抜）シングル　（100cm×200cm）

商品は Web サイトでお求めになれます。[ 地球の風 web shop] https://chikyuno-kaze.com7

導電素材は炭素繊維でマット部分に体圧分散効果のある「テイジン V-Lap　縦型繊維クッション」を使

用しています。手を置いた時の安定感は、寝返りがしやすく睡眠を助けます。また、シーツ以外の使用

にも向いており、フロアに敷くと長時間座っても疲れないという特長を発揮しますのでご利用範囲は広

がります。導電性能もしっかりしており、以外にもこのマットは洗濯機でのお洗濯も可能です。

【導電部分の組成】

表地：ポリエステル 87％　炭素繊維 13％

【マット部分の組成】

中素材：ポリエステル 100％ （テイジン V-Lap　

縦型繊維クッション ) 裏地：ポリエステル 65％　

綿 35％

【サイズ】

シングル 100cm×200cm　

ワイド　 130cm×200cm

 （4 隅にゴムバンド付き　敷布団やマットレスにも

簡単に取り付けてご使用出来ます。）

【アーシングピュアコード ®】

「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード

(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」 

2-2. アーシング or グラウンディング・体圧分散マットシーツ
寝返りが楽！朝の寝起きをスムーズに！

( アーシングピュアコード ® 付属 )

30,000円（税抜）シングル　（100cm×200cm）

38,000円（税抜）ワイド　　（130cm×200cm）

酷い肩こりでマッサージは欠

かせなかったが、気が付いた

らマッサージに行かなくても

良くなっていた。妻によると、肩はマッサー

ジしても指が入らないような状態だったが、

指が入るようになっていると驚いていた。

実は、こんなにも効果があるとは思っていな

かったので、ただシーツに寝るだけでこのよ

うな効果があったので、この商品に出会えて

感謝している。

夜トイレに起きなくなったというおまけまで

あった。

　（60代、男性）

商品について詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。フリーダイヤル：0120-540-628 8



フラットタイプのアーシングシーツの最高級品です。瞬時に「ZERO」空間に誘う導電性能

が発揮されます。可憐な野草が加味されて優しさと落ち着きを加えています。 上質コットン

をベースにシルバー蒸着の繊維を織り込んだ高級アーシングシーツ。生地は柔らかく肌触り

が良くてサラサラ感が快適！タンポポ薫る草原に寝そべって、グラウディングを楽しむイ

メージが膨らみます。 シーツの下部にもテキスタイルデザインの刺繍が入り、安定感と存在

感が深まりました。

【素材】

Cotton 69％ ナイロン繊維 33％　

【導電性】

ナイロン繊維の導線繊維に蒸着されている金属は silver です。

【サイズ】

180ｃｍ×140ｃｍ　ゆったり幅なので 2 人までのアーシングが可能です。

【アーシングピュアコード ®】

「U 字端子＆棒型プラグ（0.5ｍ）⇔ 中継コード（1.5ｍ）⇔ ピュアボタンコード（1ｍ）」

【お手入れ】

ネットに入れて洗濯機での使用可。漂白剤、柔軟剤はご使用にならないで下さい。

2-3. ハイクラス・New コットンアーシングシーツ
驚異のアーシングスポット「ZERO」空間に誘う！

（アーシングピュアコード ® 付属）

34,260円（税抜）サイズ（140cm×180cm）

導電素材の炭素繊維をシーツの表地の全面に用い、吹き出し防止の中生地、クッションの

中綿そして裏地を置いてシッカリと仕上げています。

敷布団やベッドに置くだけで簡単に使用することが出来ます。サラサラ感覚の肌ざわりに

クッションの優しさが快適なアーシングを約束します。

ワイドサイズは 130cm 幅なのでゆったりとした寝心地を確かめて下さい。

【素材】

表地：ポリエステル 87% 炭素繊維 13% 　中地：ポリエステル 100% 　中綿：ポリエ

ステル 100% 　裏地：ポリエステル 65% 綿 35% 

【サイズ】

シングル 100cm×200cm　ワイド 130cm×200cm（四隅にゴムバンド付き 敷布団

やマットレスにも簡単にご使用できます。）

【アーシングピュアコード ®】

「U 字端子＆棒型プラグ（0.5ｍ）⇔ 中継コード（1.5ｍ）⇔ ピュアボタンード（1ｍ）」

【お手入れ】

ネットに入れて洗濯機での使用可。漂白剤、柔軟剤はご使用にならないで下さい。

素晴らしいクッション効果の寝心地を！

2-4. アーシング・クッションシーツ （アーシングピュアコード ® 付属）

22,300円（税抜）シングル　（100cm×200cm）

28,000円（税抜）ワイド　　（130cm×200cm）

商品が到着しました。早速テス

ターで計測。本当にアース「0」

になった。感激です。

家の中も色々計測してみましたが、こんな静

電気の多いなかで暮らしていたのか！と改め

て実感しました。体にいいわけない。アーシ

ング生活続けていきます。 

（40 代、女性）

生地はサラサラで気持ちがいい

です。

寝ているとじんわり身体が温か

くなり、こころが軽くなるように感じます。

生理痛がひどかったのが軽くなったのが一番

うれしいことでした。

（30 代、女性）

商品は Web サイトでお求めになれます。[ 地球の風 web shop] https://chikyuno-kaze.com9



フラットタイプのアーシングシーツの最高級品です。瞬時に「ZERO」空間に誘う導電性能

が発揮されます。可憐な野草が加味されて優しさと落ち着きを加えています。 上質コットン

をベースにシルバー蒸着の繊維を織り込んだ高級アーシングシーツ。生地は柔らかく肌触り

が良くてサラサラ感が快適！タンポポ薫る草原に寝そべって、グラウディングを楽しむイ

メージが膨らみます。 シーツの下部にもテキスタイルデザインの刺繍が入り、安定感と存在

感が深まりました。

【素材】

Cotton 69％ ナイロン繊維 33％　

【導電性】

ナイロン繊維の導線繊維に蒸着されている金属は silver です。

【サイズ】

180ｃｍ×140ｃｍ　ゆったり幅なので 2 人までのアーシングが可能です。

【アーシングピュアコード ®】

「U 字端子＆棒型プラグ（0.5ｍ）⇔ 中継コード（1.5ｍ）⇔ ピュアボタンコード（1ｍ）」

【お手入れ】

ネットに入れて洗濯機での使用可。漂白剤、柔軟剤はご使用にならないで下さい。

2-3. ハイクラス・New コットンアーシングシーツ
驚異のアーシングスポット「ZERO」空間に誘う！

（アーシングピュアコード ® 付属）

34,260円（税抜）サイズ（140cm×180cm）

導電素材の炭素繊維をシーツの表地の全面に用い、吹き出し防止の中生地、クッションの

中綿そして裏地を置いてシッカリと仕上げています。

敷布団やベッドに置くだけで簡単に使用することが出来ます。サラサラ感覚の肌ざわりに

クッションの優しさが快適なアーシングを約束します。

ワイドサイズは 130cm 幅なのでゆったりとした寝心地を確かめて下さい。

【素材】

表地：ポリエステル 87% 炭素繊維 13% 　中地：ポリエステル 100% 　中綿：ポリエ

ステル 100% 　裏地：ポリエステル 65% 綿 35% 

【サイズ】

シングル 100cm×200cm　ワイド 130cm×200cm（四隅にゴムバンド付き 敷布団

やマットレスにも簡単にご使用できます。）

【アーシングピュアコード ®】

「U 字端子＆棒型プラグ（0.5ｍ）⇔ 中継コード（1.5ｍ）⇔ ピュアボタンード（1ｍ）」

【お手入れ】

ネットに入れて洗濯機での使用可。漂白剤、柔軟剤はご使用にならないで下さい。

素晴らしいクッション効果の寝心地を！

2-4. アーシング・クッションシーツ （アーシングピュアコード ® 付属）

22,300円（税抜）シングル　（100cm×200cm）

28,000円（税抜）ワイド　　（130cm×200cm）

商品が到着しました。早速テス

ターで計測。本当にアース「0」

になった。感激です。

家の中も色々計測してみましたが、こんな静

電気の多いなかで暮らしていたのか！と改め

て実感しました。体にいいわけない。アーシ

ング生活続けていきます。 

（40 代、女性）

生地はサラサラで気持ちがいい

です。

寝ているとじんわり身体が温か

くなり、こころが軽くなるように感じます。

生理痛がひどかったのが軽くなったのが一番

うれしいことでした。

（30 代、女性）

商品は Web サイトでお求めになれます。[ 地球の風 web shop] https://chikyuno-kaze.com9

ファスナーを開けるとフラットシーツになり、スポーツ後はシーツの中に疲

れた身体を沈めて元気を回復させます。

世界的に有名な 21 日間の自転車ロードレースの選手が使用する「リカバリー

バッグ」を参考にして 4 年前（2015 年）に地球の風が創作した「アーシング・

リカバリーシーツ」です。

地球の風オリジナル「ガイアの懐シリーズ」のアーシング・リカバリーシーツ。

このアーシング・リカバリーシーツ一枚で、多様な用途に使用できます。ファ

スナーを閉めスリーピングバッグにすると、身体全体が包まれることにより、

より快適なグラウンディングが実現し電磁波ストレスから開放されたさわや

かな目覚めが待っています。

【素材】

ポリエステル 87％　炭素繊維 13％、軽量、耐久性のある導電性布使用　

【ファスナーカラーバリエーション】

ホワイト、イエローグリーン、グリーン、スカイブルー、ライトブルー、オ

レンジ、ローズピンクの 7 色　

【サイズ（全開時）】

約 155（幅）×190（長さ）cm　

【お手入れ】

ネットに入れて洗濯機での使用可。漂白剤、柔軟剤はご使用にならないで下

さい。 

【アーシングピュアコード ®】

「U 字端子＆棒型プラグ（0.5ｍ）⇔ 中継コード（1.5ｍ）⇔ ピュアボタンコー

ド（1ｍ）」

スポーツ等の疲労回復に！ガイアの懐の感触を！

2-5. アーシング・リカバリーシーツ （アーシングピュアコード ® 付属）

18,500円（税抜）サイズ（155cm×190cm）

家ではアース棒が使えないので、キャンプ

に行った時に持って行って使ってみました。

シュラフの中に入れてアース棒を刺して。

いつもはシュラフの中はじめっとした感じがあるが、全く

なくなっていた。初めての大地からの直接のアーシング、

大満足でした。

　（30代、男性）

友達に勧められて使ってみました。

私の場合、すぐに劇的な効果は感じなかっ

たのですが、一か月くらいたった時にふと

気づくと、すごく疲れやすいたちだったのが、日常で極端

な疲れを感じなくなっていました。それと鼻炎も穏やかに

なった気がします。
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使用時に膝に掛けたり、肩から覆ってくるまったりして便

利に使っています。

アーシングは、体の過剰な炎症を抑え、とくに心臓・血管
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ントしました。

母は、アーシングをして寝るようになってから、不整脈の

発作が軽くなったと喜んでいます。

（50代、女性）

デイキャンプでのアーシング

海辺は最高のアーシングスポット

商品について詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。フリーダイヤル：0120-540-628 10



この上ない睡眠環境を得て、良質の眠りを約束してくれるダウンに、最高峰の安

らぎと電磁波防御・アーシング機能を備えたアーシング・ダウンシーツが誕生い

たしました。アーシング・ダウンシーツは上質ダウン 50％の柔らかで温かい肌

触り感覚抜群のダウンです。ダウンに包まれて、アーシングしながら安眠できる

最高級のアーシングシーツになります。

プレミアム商品

80,000円（税抜）
100,000円（税抜）

シングル　（100cm×200cm）

ワイド　　（130cm×200cm）

アーシング・ダウンシーツ

ZEROZERO
大切な方へ～
　　大地からの贈り物
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表生地は、コットンをベースに silver33％含有された、信頼と実績の

ある高級導電性繊維を使用しています。夏涼しく冬暖かい体温自動調

節とも言うべきダウンの特長を備えた本製品は、敷布団感覚としても

ピッタリします。 

安眠によって心身の健康を取り戻す試みは世界中でも注目されはじめ

ています。身体を包むダウンの柔らかい感覚と暖かい寝心地、静かな

環境での安らかで深みある眠りの時間は、精神を癒しフラットにする

大地からの贈り物。

アーシングにプラスしてダウンが生んだ自然本来の温もりを、癒しの
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本商品はプレミアム商品となりますので、地球の風ホームページにお

いてのみ販売いたします。

ご希望の方は地球の風「お客様フリーダイヤル」にてお申込み下さい。

商品について詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。フリーダイヤル：0120-540-628 12



静電気の除去は大切な働きの一つでありますが、ピュアな大地と

の交流こそがアーシングの目的として考えれば静電気除去はその

準備段階と考えることもでき、それよりも地球の風では創業以来

のスタンスとして話してきたように「アースは命！」と捉えた独

創的な発想でこれを表現し、アーシンググッズとも向き合って参

りました。

こうした考えはアーシングにおいて自然を優先した大地との交流

を成すピュアな感覚を重要視し、そのためのオリジナルアーシン

ググッズとして取り組んでいます。

画期的と言えるのは「コロナ放電」という新しい技

術によって除電するので、従来までのアース接地に

よる除電ではなく、アース接地することなくシーツ

そのままでアーシングすることが可能になったこと

です。これはサンダーロンの特許技術となるコロナ

放電によって実現した画期的なアーシング方法とい

うことが出来ます。

そうして私たちは何よりも安全性を重視

し、真のアーシング効果を顕すことが出来

るであろうこの流れを、一足早く先取りし

て皆様に商品を提供していきたいと考えて

います。

3. 地球の風のこだわり（日本製、本物づくり等）

3-１. アーシングは「アースが生命！」と提唱してきた地球の風
ピュアな大地との交流こそアーシングの目的

3-2. 進化するアーシング・コットンピュアシーツ
サンダーロン ® の特長を生かした新しいシーツの誕生をもとに、今後に向けてさらにピュアシーツは進化していきます。

ガイアの懐
ふところ

produced by chikyunokaze inc.

Earthing sheet

試作中のアーシング・コットンピュアシーツ サンダーロンの導電テスト布として織り込まれたサンダーロン®糸

13
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アース棒
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本格的なアーシングには、本来的に電気システムは関係がありません。大地から直接アーシ

ングの交流エネルギーを受けて身体と直接接触 ( 接続 ) することが、アーシングの根本的なあ

り方だろうと考えるからです。

そうすれば当然のことですが、まずアー

シングというものは、本来的に電気コ

ンセントからエネルギーを受けるもの

ではありませんから、もし、大地との

間でエネルギー交流が行われるとすれ

ばこれをつなぐアーシングコードは純

粋且つピュアな流路として微細なエネ

ルギーを受け取れるものでなければ真

には役に立ちません。

ましてノイズが入る等は好ましくなく

その流路に電気が流れたり、また、そ

うした危険性を前提にしてアーシングに使用することは望ましくなく、むしろ弊社においては危

険であると考えています。

地球の風は創業以来こうした一貫した姿勢を堅持しています。

3-3. 精神と身体を健全に・・・
どこにも真似できない、純粋波動を尊重した大地との交流コード（地球の風オリジナル開発商品）

研究・試作を重ねて完成したプロ仕様のアーシングコード。一般的にアーシング用として広く使われている細いコードはそれなりに電気は通すが、

やはり品質からしてもそれだけのもの。

瞑想やヨガを考えるうえで重要なのは、いかにしてアーシングを通じ大地との純粋なエネルギー交流が可能になるか？ということでした。

ピュアコードの開発はこうした瞑想マットはもちろんのこと、ヨガや純粋アーシングのためにも必要なものとなり、コードとマットの相互の特長を

生かすため市販されているカールコードのように抵抗の入ったものではなく、日本国内の規格基準に沿ったアースコードとして地球の風仕様で製作

されたものです。

3-4. 充実したアーシング瞑想へ
純粋なアーシング瞑想をリードする『アーシングピュアコード ®』

※アーシングピュアコード ® は地球の風の登録商標です。

軽くて使い易いピュアボタン

アーシングピュアコード®

アーシングピュアコード設計図の一例 草原での瞑想
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スーパーマット Cotton! に寄せられたご愛用者さまの声

アーシングマットは、夏はともかく冬は暖かいものが望まれ、寒い冬に

冷たいゴムマットは遠慮して･･･という気持ちは誰もが同じ。固さもし

か り･･･、重 さ も し か り･･･、材 質 や、匂 い も し か り･･･。　そ こ で

2017 年 11 月「地球の風」が斬新な発想で、全く新しいマットを誕

生させました。アーシング用のマットの条件は、まず冷たくなく軽量、

肌感触が良好で、しかも臭いがなく清潔なもの、勿論身体に優しいもの。

その上に導電効果の優れたものであれば文句なし。

こうした利用者のニーズ

にお応えし、これまでの

アーシングマットの問題

点をすべて解消。しかも、

アーシング効果は折り紙

付きの瞬発的導電力を誇

るコットン生地（導電性

能はナイロン 33% に silver 蒸着）のハイクラス用導電生地を使用。

しかもこのマットは綿などの薄めの自然素材の靴下であれば履いたままでもＯＫ、従来のマットを軽

く凌ぐ程のアーシング効果を発揮します。

3-5. アーシングマット革命
斬新スタイル「スーパーマット Cotton!」

8,240円（税抜）
アーシング・スーパーマット Cotton!

日本の縫製工場で丁寧に製作しています

15

ゴム製の薄いアーシングマットを使っていましたが、冬場は足

を乗せる気にならずにいましたが、Cotton のマットがあると

知って早速購入してみました。いつもドライヤーをかけると髪

の毛が静電気でものすごく広がるのですが、マットの上に乗っ

てドライヤーをかけたら嘘のように広がらなくなりました。

いままでのマットだとゴムの臭いがするとか冷たいとかでアー

シングマットを買うのを躊躇していたのですが、布のマットで

何よりこの季節に冷たくないというのがいいです。

パソコンをする時には足もとで活用しています。いつも頭がボッ

―として目がかすみ肩こりがひどくなっていたのですが、この

マットに足を置いていると、まず頭のボッーとした感がほとん

どなくなったのには驚きました。

やはり、ゴムマットとは違う！

静電気体質で昔から体がスッキリしない状態でした。以前から

検討していた他のメーカーのシーツ、ピロケースとこのマット

を購入。抵抗なしのコードを繋げ同じ環境で測定すると違いが

ありました。シーツは 0.003V、このマットは 0.000V。こ

の小さなマットの方が低いです。肌触りもよいし日中に家にい

るときはずっとこのマットの上で過ごしています。シーツとこ

のマットですごく体調がいいです。次は職場の環境を何とかし

なくてはと考えています。

絶対おすすめです！

綿素材で温かみがあり、サイズが小さい分、扱いやすく持ち運びに便利であち

こちで使って気に入っています。

素材のアーシング効果が高い高性能生地が使われているので、ちょっと座って

いるだけでも効果があります、良い商品ですね。

綿素材で高性能

以前アーシングシーツを購入し、とてもよい睡眠を得られ、地球の風さんの商

品が気に入ったので、睡眠時間以外にも利用したいと思い、このマットを購入

しました。特にパソコンに向かっている時間に利用していますが、疲れがかな

り軽減されます。アーシンググッズのおかげで以前に比べ、快適な毎日が過ご

せております。アーシンググッズは私の生活の必需品となっています。

アーシンググッズで快適な生活

使い始めて 2 週間。使用感は良好。

普通の靴下を履いたままでアーシング出来る点もよし！（テスターで確認済み）

パソコン使用時やテレビを見る時に使っています。軽くて持ち運びできる点も◎

これはすぐれもの！

パソコン使用時に敷いて座っています。

疲れにくくなりました。

あと、集中力が持続する気がします。

明らかに、あちこち気が逸れるのが少なくなりました。

こんな効果を実感できてうれしいです。

集中力がついた！



スーパーマット Cotton! に寄せられたご愛用者さまの声

アーシングマットは、夏はともかく冬は暖かいものが望まれ、寒い冬に

冷たいゴムマットは遠慮して･･･という気持ちは誰もが同じ。固さもし

か り･･･、重 さ も し か り･･･、材 質 や、匂 い も し か り･･･。　そ こ で

2017 年 11 月「地球の風」が斬新な発想で、全く新しいマットを誕

生させました。アーシング用のマットの条件は、まず冷たくなく軽量、

肌感触が良好で、しかも臭いがなく清潔なもの、勿論身体に優しいもの。

その上に導電効果の優れたものであれば文句なし。

こうした利用者のニーズ

にお応えし、これまでの

アーシングマットの問題

点をすべて解消。しかも、

アーシング効果は折り紙

付きの瞬発的導電力を誇

るコットン生地（導電性

能はナイロン 33% に silver 蒸着）のハイクラス用導電生地を使用。

しかもこのマットは綿などの薄めの自然素材の靴下であれば履いたままでもＯＫ、従来のマットを軽

く凌ぐ程のアーシング効果を発揮します。

3-5. アーシングマット革命
斬新スタイル「スーパーマット Cotton!」

8,240円（税抜）
アーシング・スーパーマット Cotton!

日本の縫製工場で丁寧に製作しています

15

ゴム製の薄いアーシングマットを使っていましたが、冬場は足

を乗せる気にならずにいましたが、Cotton のマットがあると

知って早速購入してみました。いつもドライヤーをかけると髪

の毛が静電気でものすごく広がるのですが、マットの上に乗っ

てドライヤーをかけたら嘘のように広がらなくなりました。

いままでのマットだとゴムの臭いがするとか冷たいとかでアー

シングマットを買うのを躊躇していたのですが、布のマットで

何よりこの季節に冷たくないというのがいいです。

パソコンをする時には足もとで活用しています。いつも頭がボッ

―として目がかすみ肩こりがひどくなっていたのですが、この

マットに足を置いていると、まず頭のボッーとした感がほとん

どなくなったのには驚きました。

やはり、ゴムマットとは違う！

静電気体質で昔から体がスッキリしない状態でした。以前から

検討していた他のメーカーのシーツ、ピロケースとこのマット

を購入。抵抗なしのコードを繋げ同じ環境で測定すると違いが

ありました。シーツは 0.003V、このマットは 0.000V。こ

の小さなマットの方が低いです。肌触りもよいし日中に家にい

るときはずっとこのマットの上で過ごしています。シーツとこ

のマットですごく体調がいいです。次は職場の環境を何とかし

なくてはと考えています。

絶対おすすめです！

綿素材で温かみがあり、サイズが小さい分、扱いやすく持ち運びに便利であち

こちで使って気に入っています。

素材のアーシング効果が高い高性能生地が使われているので、ちょっと座って

いるだけでも効果があります、良い商品ですね。

綿素材で高性能

以前アーシングシーツを購入し、とてもよい睡眠を得られ、地球の風さんの商

品が気に入ったので、睡眠時間以外にも利用したいと思い、このマットを購入

しました。特にパソコンに向かっている時間に利用していますが、疲れがかな

り軽減されます。アーシンググッズのおかげで以前に比べ、快適な毎日が過ご

せております。アーシンググッズは私の生活の必需品となっています。

アーシンググッズで快適な生活

使い始めて 2 週間。使用感は良好。

普通の靴下を履いたままでアーシング出来る点もよし！（テスターで確認済み）

パソコン使用時やテレビを見る時に使っています。軽くて持ち運びできる点も◎

これはすぐれもの！

パソコン使用時に敷いて座っています。

疲れにくくなりました。

あと、集中力が持続する気がします。

明らかに、あちこち気が逸れるのが少なくなりました。

こんな効果を実感できてうれしいです。

集中力がついた！

弊社が実施してきた各種検査に関しましては、商品等の導電検査、抵抗検査　帯電圧検査、生地等の組成検査及び成分分析検査等をはじめ、繊維混用

率試験や実体顕微鏡観察さらには導電生地の反復使用への適性等を把握するための洗濯回数別試験等によって自社製品の品質確認に供することとして

おり、皆様に安心した商品を提供することが出来ると考えています。 

４. 品質の維持向上、それに向けた試験・検査の実施

導電圧検査 抵抗値検査

帯電圧試験

実体顕微鏡観察

洗濯試験報告書（100回、200回） 金属の鑑別証明書 繊維混用率試験証明書
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今日はお二人の方にお客様インタビューとしてアーシングの印象、アーシング体験、商品の評価、ご意見、要望など幅広くお聞き
しました。最初は愛知県にお住まいのＨ様にお話をお伺いしました。

5. 地球の風お客様インタビュー

Ｈ様は、一枚のアーシングマットからアーシングをはじめられ、その後いくつかの
商品を試されています。
アーシンググッズの購入のきっかけ、アーシングをはじめてどう変わったのか、
弊社への感想などお聞きしていきます。

H様（愛知県在住　男性）

友人から教わりました。 
彼は糖尿病を患っているのですが、さまざまな健康法を試
すなかでアーシングによって検査結果が改善したようです。

H様：

上記に加えて、Amazon のレビューに於いて、アーシング関
連の書籍と、御社のアーシンググッズの評価が高かったため
です。 Amazon のレビューは販売側と利害関係のない方々
が、ある意味好き勝手に投稿していくので、信頼性があると
感じています。 また、アーシングの効果を伝えるブログと
YouTube も参考になりました。 
誤解を恐れずに言うと、これが御社のHPだけが情報源であっ
たらアーシングは試していないと思います。 
売上のためであれば幾らでも嘘の情報を伝える業者が存在す
るためです。

H様：

１点目は、「日本初のアーシンググッズ専門店」であるとい
う事です。 他社に先んじてグッズの製造販売を開始している
ため、製品の改善も進み、アーシング効果の高さを期待でき
ると考えました。 
２点目は上記の通り、Amazon での評価も高かったためです。 
３点目は、アース棒を利用してアーシングを行うことを積極
的に推奨している事です。 
いま私が住んでいる家屋にアーシング端子のついたコンセン
トが無いこともありますが、より純粋なアーシングを推奨し
ている姿勢に好感を覚えました。 

H様：

弊社のお使いの商品は何ですか？
アーシング・スーパーマット Cotton(40×70)　2 枚
アーシングマット・ハイグレード　1 枚 
ピローケース　1 枚 
その他に延長コードや三方向分岐コードなど 

H様：

１点目は、パソコン作業中に感じていた体の不調がほとんど
無くなりました。 
両目の周辺を中心に、頭全体に重だるさを感じることが多
かったのですが、パソコンの下にアーシングマット・ハイグ
レード、足下にアーシング・スーパーマット Cotton を置い
て素足で触れることで大きく改善しました。 
２点目は、睡眠の質が改善したことです。 
それまで２～３時間ごとに目が覚め、毎朝起床時に疲労を感
じていたのが、安定して６時間の睡眠を取ることができるよ
うになりました。 
起床時の体調も良好です。 睡眠の質が改善されたため、日中
も以前と比べて活動的になったと感じています。 睡眠時、
アーシング・スーパーマット Cotton を太ももに触れる位置
に置いています。

H様：

正直に申し上げると、価格の点です。 両親が使用するベッド
に対応するアーシングシーツを購入する際は、同サイズを販
売している他社製品が安価であったため、そちらを選択しま
した。 ただ価格というのは選択肢のひとつであると感じてい
ます。 
というのは、御社の製品と、他社製品で身体電圧の数値を測
ると、御社の製品が優れた値を示したためです。 
もし経済的ゆとりがあれば、両親にも御社のアーシングシー
ツを贈っていたと思います。 
あとは、上記でも少し述べましたが、製品をアピールするた
めに、ブログや動画を積極的に使用していかれるのはいかが
でしょうか。 
具体的な内容までは思いつきませんが、さまざま工夫をこら
してアーシングの健康効果と御社製品の品質の高さを紹介し
ていかれるといいかと思います。 

H様：
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アーシングはどこでお知りになりましたか？アーシングはどこでお知りになりましたか？

何故アーシングを試してみようと思いましたか？

弊社の商品を選んでいただいた決めては何でしょうか？

商品をお使いになってみて変化はありましたか？

もっとこういう点が良くなったら・・・　
                                という点はありますか？ 

ありがとうございました。
H 様がすごく効果のほどを感じてくださっていることがよくわかり、
嬉しさと共にアーシング製品を作っていることに喜びを感じます。
また、弊社を評価してくださっている理由も分かりやすく、ご指摘
いただいたことも的確で忌憚のないご意見ありがとうございまし
た。
今後、こうしたご意見を活用させていただいて、皆様に喜ばれる商
品づくりに励みより一層精進して参りたいと思います。どうぞこれ
からもまた、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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品づくりに励みより一層精進して参りたいと思います。どうぞこれ
からもまた、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

お二人目は「地球の風」商品を弊社創業当初よりご愛用いただいております
東京都在住のO様にお話しをお伺いしました。

O様（東京都在住　女性）

もうかれこれ、４年近くになります。O様：

アーシングの本を読んで、これはいいんじゃないかって。大
地と繋がるんだからいいに決まってる！って思ったんです
ね。直観でしょうか？元々、食養の勉強などしていましたの
で、自然とか大地という言葉に惹かれたのかな？そういうこ
とならやってみようと、でもなかなか、公園を裸足で歩くの
は勇気がいることで、ひとりではちょっと恥ずかしいなと。
なら、お家で使えるアーシングマットを使ってみようと。

O様：

そうなんです。我が家は電化製品が溢れていて、前々から体
に良くないとは分かっていてもパソコンのない生活は考えら
れなくて。主人もパソコンの仕事をしていたので。リビング
にテレビとパソコン 2 台。主人はアーシングマットをパソコ
ン時に足元に、私は直接座って使ってました。

O様：

使う前に測定器（身体電位測定器）で測ってみたんですね。
測ってみて我が家の状態を知って驚きました。パソコンやテ
レビの前で測ると数値が高いし、マウスに触るだけでもグッ
と数値が上がるし、これじゃあほんとに体によくないなと。
そして、アーシングマットに足をつけただけで一瞬で数値が
下がって、これまたビックリしました。
こんな簡単なことなら続けられますよね。ただ足元に敷いて
おけさえすればいいのですものね。
それで、私は台所にいる時間が長いので、台所にもキッチン
マット代わりに使いました。汚れてもさっとふけるのでいい
ですね。

O様：

はい。アーシングマットを使い始めて、やはり寝てる時にも
使ってみたいと思いまして。

O様：

アーシングリカバリーシーツを使っています。O様：

はい。リカバリーバックというものがあるのは知っていたん
で。ツールドフランスの選手が疲労回復の為に使っていると
いう記事を読んでいて「私も使ってみたい」と思ってたんで
す。

O様：

私はシーツを使ってからの効果が大きかったですね。元々頭
痛持ちなんですが、気が付いたら頭痛が減っていました。前
は良く２、３日寝込んでたんです。それが寝込まなくなりま
したね。寝込まなくても我慢できるぐらいになりました。
あと、朝の目覚めも良くなりました。以前はもう少し寝たい
な、という感じの日が多かったんですが。それがないんです。
今は、アーシングリカバリーシーツ以外のシーツは使わなく
なりました。洗濯してもすぐに乾く点も気に入っています。
昔からシーツは綿とこだわっていたんですが、寝てみたら全
く違和感もなかったですね。さらっとしていて気持ちがいい
です。
あと、夏の時期はシーツとして使っていたのですが、寒くなっ
てきたのでシュラフとして使ってみたんですね。使う前は家
の中ではちょっと違和感があったんですが、使ってみたら本
当に「ガイアの懐」という心地よさを感じました。やみつき
になってます（笑）
今、一番の使い方はお風呂で半身浴した後にリカバリーシー
ツの中に入って休むことです。朝までポカポカで良く眠れま
す。お奨めですよ！

O様：
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はじめまして。
地球の風商品をお使いいただいてありがとうございます。
Oさんはいつ頃からお使い頂いておりますか？

ずいぶん前からですね。
お使いいただいたきっかけは何だったのですか？

それでアーシングマットをお使いになられたんですね。

アーシングマットを使ってみてどうでしたか？

Oさんはアーシングシーツもお使いいただいているそうですね。

アーシングシーツはどのアーシングシーツをお使い
ですか？

シーツはお値段がお高いので、実ははじめ躊躇していたんです。
でも、余裕が出たら使ってみたいと元々思っていたんですね。
使うならリカバリーシーツと初めから決めていたんです。

O様：

どうしてアーシングリカバリーシーツをお選びに
なったんですか？

はじめから決めていたんですか？

地球の風の「リカバリーシーツ」をお使い
いただいていかがでしたか？

半身浴後にリカバリーシーツに包まれて眠る！とっても良
さそうですね！
O様はお顔もつやつやしておられお元気そうでした。
今日は色々なお話しをお聞きすることが出来て楽しい時間
が過ごせました。どうもありがとうございました。



PRODUCT LINE UP
ホームページ会員登録をすると 500P のプレゼントがあり、初回からご使用いただけます。また、お買い物金額に
応じてポイントが貯まり、貯まったポイントを使ってお買い物ができます。ぜひ会員登録をおすすめいたします。

※ご購入金額が 2,001 円以上で送料無料です。2,000 円以下の場合は一律 200 円です。

   ガイアの懐シリーズ

シングル

ワイド

【素材】表地　綿 100%　中綿　ポリエステル 100%　裏地ポリエステル　
70%　綿　30%

【導電性】 有機導電性繊維サンダーロン ® 使用　ポリエステル 85%　アクリル
( サンダーロン ®)15%

【サイズ】100cm×200cm（ 4 隅にゴムバンド付 )
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・コットンピュアシーツ
コロナ放電技術を生かした新しいアーシングシーツ

（アーシングピュアコード ® 付属）

14,800円（税抜）

【導電部分の組成】表地 : ポリエステル 87%　炭素繊維 13%　 
【マット部分の組成】中素材 : ポリエステル 100% ( テイジン V-Lap　縦型繊維
クッション ) 裏地 : ポリエステル 65%　綿 35%（４隅にゴムバンド付）

【サイズ】シングル　100cm×200cm 　ワイド　130 cm×200 cm　　
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング or グラウンディング
・体圧分散マットシーツ

寝返りが楽！朝の寝起きをスムーズに！

（アーシングピュアコード ® 付属）

30,000円（税抜）
38,000円（税抜）

シングル

ワイド

【素材】表地 : ポリエステル 87% 炭素繊維 13% 
　中地 : ポリエステル 100% 　中綿 : ポリエステル 100% 　裏地 : ポリエステ
ル 65% 綿 35%（４隅にゴムバンド付） 

【サイズ】シングル　100cm×200cm 　ワイド　　130 cm×200 cm
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・クッションシーツ
素晴らしいクッション効果の寝心地を！

（アーシングピュアコード ® 付属）

22,300円（税抜）
28,000円（税抜）

【素材】Cotton 67% ナイロン繊維 33%
【導電性】ナイロン繊維の導線繊維に蒸着されている金属は silver です。
【サイズ】140㎝×180㎝　ゆったり幅なので2人までのアーシングが可能です。 
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

ハイクラス・New
コットンアーシングシーツ

驚異のアーシングスポット「ZERO」空間に誘う！

（アーシングピュアコード ® 付属）

34,260円（税抜）

全 色

【素材】ポリエステル 87%　炭素繊維 13%、軽量、耐久性のある導電性布使用
【サイズ】約 155 ㎝（全開）×190 ㎝
【仕様】L 字型ファスナー取付。スリーピングバッグとして、またファスナーを全
開にすれば、シーツや上掛けとしてもご使用いただけるシーツ。

【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

【ファスナーカラーバリエーション】ホワイト、グリーン、イエローグリーン、ラ
イトブルー、スカイブルー、オレンジ、ローズピンクの 7 色

アーシング・リカバリーシーツ
スポーツ等の疲労回復に！ガイアの懐の感触を！

（アーシングピュアコード ® 付属）

18,500円（税抜）

【素材】表地　ポリエステル 87%　炭素繊維 13%　 中綿 : ポリエステル
100% 　裏地 : ポリエステル 70%　綿 30%

【サイズ】35cm×50cm　ゴムバンド付き　
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・ピローパッド
癒しと良質な睡眠への誘い！

（アーシングピュアコード ® 付属）

5,500円（税抜）

【導電部分の組成】表地 : ポリエステル 87%　炭素繊維 13%　 
【マット部分の組成】中素材 : ポリエステル 100% ( テイジン V-Lap　縦型繊維
クッション ) 裏地 : ポリエステル 65%　綿 35%

【サイズ】約 45 ㎝ ×45 ㎝　ファスナー付
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・「体圧分散」
チェアークッション

座布団として手軽にアーシングを楽しめる

（アーシングピュアコード ® 付属）

7,900円（税抜）

商品は Web サイトでお求めになれます。[ 地球の風 web shop] https://chikyuno-kaze.com19

フラットタイプのアーシングシーツの最高級品です。

寝ている間に、頭、首、肩にかけてアーシングできます。
アーシングシーツと一緒にご使用いただいて、安眠と目覚めの爽やかさを是非お確かめ
ください。



PRODUCT LINE UP
ホームページ会員登録をすると 500P のプレゼントがあり、初回からご使用いただけます。また、お買い物金額に
応じてポイントが貯まり、貯まったポイントを使ってお買い物ができます。ぜひ会員登録をおすすめいたします。

※ご購入金額が 2,001 円以上で送料無料です。2,000 円以下の場合は一律 200 円です。

   ガイアの懐シリーズ

シングル

ワイド

【素材】表地　綿 100%　中綿　ポリエステル 100%　裏地ポリエステル　
70%　綿　30%

【導電性】 有機導電性繊維サンダーロン ® 使用　ポリエステル 85%　アクリル
( サンダーロン ®)15%

【サイズ】100cm×200cm（ 4 隅にゴムバンド付 )
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・コットンピュアシーツ
コロナ放電技術を生かした新しいアーシングシーツ

（アーシングピュアコード ® 付属）

14,800円（税抜）

【導電部分の組成】表地 : ポリエステル 87%　炭素繊維 13%　 
【マット部分の組成】中素材 : ポリエステル 100% ( テイジン V-Lap　縦型繊維
クッション ) 裏地 : ポリエステル 65%　綿 35%（４隅にゴムバンド付）

【サイズ】シングル　100cm×200cm 　ワイド　130 cm×200 cm　　
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング or グラウンディング
・体圧分散マットシーツ

寝返りが楽！朝の寝起きをスムーズに！

（アーシングピュアコード ® 付属）

30,000円（税抜）
38,000円（税抜）

シングル

ワイド

【素材】表地 : ポリエステル 87% 炭素繊維 13% 
　中地 : ポリエステル 100% 　中綿 : ポリエステル 100% 　裏地 : ポリエステ
ル 65% 綿 35%（４隅にゴムバンド付） 

【サイズ】シングル　100cm×200cm 　ワイド　　130 cm×200 cm
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・クッションシーツ
素晴らしいクッション効果の寝心地を！

（アーシングピュアコード ® 付属）

22,300円（税抜）
28,000円（税抜）

【素材】Cotton 67% ナイロン繊維 33%
【導電性】ナイロン繊維の導線繊維に蒸着されている金属は silver です。
【サイズ】140㎝×180㎝　ゆったり幅なので2人までのアーシングが可能です。 
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

ハイクラス・New
コットンアーシングシーツ

驚異のアーシングスポット「ZERO」空間に誘う！

（アーシングピュアコード ® 付属）

34,260円（税抜）

全 色

【素材】ポリエステル 87%　炭素繊維 13%、軽量、耐久性のある導電性布使用
【サイズ】約 155 ㎝（全開）×190 ㎝
【仕様】L 字型ファスナー取付。スリーピングバッグとして、またファスナーを全
開にすれば、シーツや上掛けとしてもご使用いただけるシーツ。

【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

【ファスナーカラーバリエーション】ホワイト、グリーン、イエローグリーン、ラ
イトブルー、スカイブルー、オレンジ、ローズピンクの 7 色

アーシング・リカバリーシーツ
スポーツ等の疲労回復に！ガイアの懐の感触を！

（アーシングピュアコード ® 付属）

18,500円（税抜）

【素材】表地　ポリエステル 87%　炭素繊維 13%　 中綿 : ポリエステル
100% 　裏地 : ポリエステル 70%　綿 30%

【サイズ】35cm×50cm　ゴムバンド付き　
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・ピローパッド
癒しと良質な睡眠への誘い！

（アーシングピュアコード ® 付属）

5,500円（税抜）

【導電部分の組成】表地 : ポリエステル 87%　炭素繊維 13%　 
【マット部分の組成】中素材 : ポリエステル 100% ( テイジン V-Lap　縦型繊維
クッション ) 裏地 : ポリエステル 65%　綿 35%

【サイズ】約 45 ㎝ ×45 ㎝　ファスナー付
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード
(1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・「体圧分散」
チェアークッション

座布団として手軽にアーシングを楽しめる

（アーシングピュアコード ® 付属）

7,900円（税抜）

商品は Web サイトでお求めになれます。[ 地球の風 web shop] https://chikyuno-kaze.com19

フラットタイプのアーシングシーツの最高級品です。

寝ている間に、頭、首、肩にかけてアーシングできます。
アーシングシーツと一緒にご使用いただいて、安眠と目覚めの爽やかさを是非お確かめ
ください。

ガイアの息吹　シリーズ

サポートアイテム

50cm

1.5m

5m

　3m

10m

【スーパーマット cotton! の素材】表地 :Cotton 67% ナイロン繊維 33% ( 導電性 ; ナイ
ロン繊維の導電繊維に蒸着されている金属は silver です。) 裏地 : ポリエステル 100%、
アクリル系樹脂　100% 中綿 : ポリエステル 100% 【サイズ】40 ㎝ ×70 ㎝

【アーシングピュアコード ®】「U 字端子 & 棒型プラグ (0.5m)⇔ 中継コード (1.5m)⇔ ピュ
アボタンコード (1m)」

【ハンドプローブテスター装備品】①テスターキット ②ハンドプローブ及びリード線 ( ハン
ドプローブケーブル + アースケーブル ) ③9V 電池 ×1 ④身体電位測定器ハンドプローブ
テスター ( 小型 ) 取扱説明書　( 地球の風編 )

充実の測定セットとして！

（アーシングピュアコード ® 付属）

14,720円（税抜）

アーシング・スーパーマット Cotton ！
＆ハンドプローブテスター（身体電位測定器）小型セット

【マットサイズ】約 40 ㎝ ×100 ㎝　
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子＆棒型プラ
グ（3ｍ）、ピュアボタンコード（1ｍ）」（全長４ｍ）

【ハンドプローブテスター装備品】①テスターキット 
②ハンドプローブ及びリード線 ( ハンドプローブケー
ブル + アースケーブル ) ③9V 電池 ×1 ④身体電位
測定器ハンドプローブテスター ( 小型 ) 取扱説明書　
( 地球の風編 )

テスターで健康管理にお役立て！

（アーシングピュアコード ® 付属）

11,110円（税抜）

アーシング高性能マット＆ハンドプローブテスター
（身体電位測定器）セット

【マットサイズ】40 ㎝ ×50 ㎝ 【表面抵抗値】表 ( 拡
散性 )/10^8 ～ 10^9Ω/□、裏 ( 導電性 )/10^4
～ 10^5Ω/□ 

【アーシングピュアコード ®】「U 字端子＆棒型プラ
グ（3ｍ）、ピュアボタンコード（1ｍ）」（全長４ｍ）

アーシング足マットの原点！根強い人気のゴムマット

（アーシングピュアコード ® 付属）

4,000円（税抜）

アーシングマット・ハイグレード

【サイズ】約 50 ㎝ ×60 ㎝
【コード】接続コードは Gold 仕様のみのむしクリッ
プとして、特製の接続コード（分離・接続型アースコー
ド）を装備させました。コードの全長は３ｍです。※
U 字端子＆棒型プラグ（0.5ｍ）、中継線コード

（1.5ｍ）、みのむしクリップ（1ｍ）

室内で飼っているペットにおススメ！ペットのストレス解消に！

（分離・接続型アーシングコード付属）

5,000円（税抜）

アーシングマット・深緑ペットサイズ（L）

【サイズ】縦：185mm　横：85mm　厚さ：
55mm

【付属品】真鍮製ハンドプローブ・アース線接続用ケー
ブル（2.5m、ゴールド仕様）・日本語取扱説明書・
専用キャリーケース・角形 6P 9V 乾電池

プロが用いて正確な測定に！

27,000円（税抜）

2,760円（税抜）

身体電位測定器
（ハンドプローブ＆アース線セット）

【アース棒サイズ】30 ㎝、50 ㎝
【付属品】アース棒キットには簡単に着脱できる延長
コードがそれぞれ 50 ㎝用として 10m、30 ㎝用と
して 3m、みのむしクリップ（gold 仕様）が付属し
ています。

【コード構成】Ｕ字端子＆棒型プラグ接地用 + みのむしクリップ

室内アーシングの原点！

3,200円（税抜）

30cm

2,500円（税抜）

2,760円（税抜）
2,900円（税抜）

女性用：22 ㎝～ 24 ㎝

男性用：24 ㎝～ 26 ㎝

抵抗入り

男女兼用：フリーサイズ　23 ～ 26 ㎝

2,000円（税抜）
2,100円（税抜）
2,200円（税抜）

アーシング用アース棒キット 

分離・接続方式を考案した地球の風の本格コード 

アーシングピュアコード ® セット
家屋のアース接地が使えない、アーシングができないという悩みを解消 !

アーシングコード（Water セット）

「地球の風」オリジナル、「純日本製」アーシング専
用靴下です。アーシングマットや導電性布と併用下
さい。

【ピュアコード構成】分離・接続型 U 字端子 & 棒型プラグ
 接地用コード (0.5m)⇔ 中継コード (1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)

800円（税抜）

850円（税抜）

三つ又分岐を接続すれば 3 方向に拡張できる優れもの。

三方向分岐コード

【サイズ】約 12 ㎝
【色】white、green の２色があります。

【サイズ】50 ㎝
U 字端子と棒型プラグの２種類をセットしたもので、アー
スポートの形状に合わせてどちらか一方を接続できます。

鎖を水道蛇口に巻き付けて使用します。
【コード構成】
鎖部分約 22 ㎝、コード部分１m（メス側コネクター付）、⇔ 中継コード (1.5m)⇔ 
ピュアボタンコード (1m)

500円（税抜）
850円（税抜）

750円（税抜）
1,000円（税抜）

1.5m

5m

　3m

10m

1,500円（税抜）
1,700円（税抜）

1,600円（税抜）
1,900円（税抜）

アーシングコードの延長・拡張用。多彩なサイズを取り揃え

アーシング中継コード
コードの色：white、green

みのむしクリップ（ゴールド）

みのむしクリップ（シルバー）
1,700円（税抜）
1,600円（税抜）

地球の風考案　２種類のアースポートに対応可能

アース接地コード
面倒な接続もただ挟むだけで完結

アースポートから商品側アース接続まで、
３ｍ一本（一体型）のコードで接続しています。

万能型アーシングコード
一体型アーシングコード

アース接続端子側（商品側）クリップの種類

面倒な接続もただ挟むだけで完結するという大変便利で重宝なコードです。

コードの両端にみのむしクリップがつい
ています。コードの色は白と緑の２色。
コードの長さ（各種）

マットなどと併用しオールシーズンアーシングを快適に

アーシングソックス（日本製）

【素材】表地 :Cotton 67% ナイロン繊維 33% ( 導電性 ; ナイロン繊維の導線繊
維に蒸着されている金属は silver です。) 裏地 : ポリエステル 100%、アクリル
系樹脂　100% 中綿 : ポリエステル 100%

【サイズ】40 ㎝ ×70 ㎝
【アーシングピュアコード ®】「U 字端子アーシングピュアコード ®& 棒型プラグ
(0.5m)⇔ 中継コード (1.5m)⇔ ピュアボタンコード (1m)」

アーシング・
スーパーマット cotton ！

アーシングマット革命！アーシングマット界の革命児！

（アーシングピュアコード ® 付属）

8,240円（税抜）

商品について詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。フリーダイヤル：0120-540-628 20

アース口１つでシーツやピロー他３つまで接続する
ことができます。



地球の風 分離・接続型アーシングコード　商品一覧

地球の風のアーシングコードは安全性、アーシング効果、利用者の利便性及び経済効果を考え、従来の一体型アー
スコード（アースポートから商品接続までが１本）を３分割の「分離・接続型」として開発し、部品の取り換えや
中継コードの長さを変えるだけで、長さや接続端子を自由にカスタマイズできるアーシングコード体系の確立を図
りました。
地球の風が開発した項目は

地球の風オリジナルアーシングコード体系

・端子の種類を増やし、取り換えを可能にした。
・コンセント用アース接地プラグを二種類セットにして対応を可能にした。
・長さは自由に調整可能とした。
・体系化と同時に取り換え用部品を予めすべて準備した。
等であり、すべて地球の風オリジナル商品となります。

区 分

A. アース接地用

アース接地コード white / green

white / green

white / green

white / green

white / green

white / green

50

50 white

white

white

white

white

white

white

white

green

green

green

green

green

black

50

300

300

300

300

300

300

300

380

400

300

500

500

500

1000

1000

1000

100

100

100

100

100

180

12

150

150

アース接地コード ( 抵抗入 )

アース接地コード ( 長尺） 

アーシングコード ( Water )

中継コード

カールコード用中継コード 

三方向分岐コード

アース棒用延長コード

ピュアボタン

ワニ口クリップ

みのむし gold

みのむし silver

カールコード

一体型アーシングコード gold

一体型アーシングコード silver アース接地コード + みのむし silver

アース接地コード + みのむし gold

ピュアボタン

オス１× メス３コネクター

アース棒用コネクター付

ワニ口

みのむし

みのむし

ボタン + バナナプラグ 

両端ともみのむし仕様

分離・接続型  3 点セット

分離・接続型 2 点セット

分離・接続型  3 点セット

水道管アース接地 + ピュアボタン

U 字端子 + 棒型プラグ 850

500

750

750

750

850

850

850

850

650

800

800

1,110

1,260

1,000

1,000

1,000

1,500

1,500

1,700

1,700

1,900

2,760

2,760

2,760

2,200

1,600

1,600

U 字端子 + 棒型プラグ

U 字端子 + 棒型プラグ

水道管アース接地

両端（オス・メス）コネクター

バナナプラグ用コネクター付

万能型アーシングコード

アーシングピュアコード

マット用ピュアコード

アーシングコード（ Water セット ） 

カールコードセット

B. 中継コード用

C. 中継・分岐用

D. アース棒用

E. 商品接続用

ピュアコード
(A+B+E)

カールコード

F. 一体型 
アーシング 

コード

商品名 コード色 形状等コード長さ
(cm）

税抜価格
（円）

商品は Web サイトでお求めになれます。[ 地球の風 web shop] https://chikyuno-kaze.com21
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地球の風 分離・接続型アーシングコード　商品一覧

地球の風のアーシングコードは安全性、アーシング効果、利用者の利便性及び経済効果を考え、従来の一体型アー
スコード（アースポートから商品接続までが１本）を３分割の「分離・接続型」として開発し、部品の取り換えや
中継コードの長さを変えるだけで、長さや接続端子を自由にカスタマイズできるアーシングコード体系の確立を図
りました。
地球の風が開発した項目は

地球の風オリジナルアーシングコード体系

・端子の種類を増やし、取り換えを可能にした。
・コンセント用アース接地プラグを二種類セットにして対応を可能にした。
・長さは自由に調整可能とした。
・体系化と同時に取り換え用部品を予めすべて準備した。
等であり、すべて地球の風オリジナル商品となります。

区 分

A. アース接地用

アース接地コード white / green

white / green

white / green

white / green

white / green

white / green

50

50 white

white

white

white

white

white

white

white

green

green

green

green

green

black

50

300

300

300

300

300

300

300

380

400

300

500

500

500

1000

1000

1000

100

100

100

100

100

180

12

150

150

アース接地コード ( 抵抗入 )

アース接地コード ( 長尺） 

アーシングコード ( Water )

中継コード

カールコード用中継コード 

三方向分岐コード

アース棒用延長コード

ピュアボタン

ワニ口クリップ

みのむし gold

みのむし silver

カールコード

一体型アーシングコード gold

一体型アーシングコード silver アース接地コード + みのむし silver

アース接地コード + みのむし gold

ピュアボタン

オス１× メス３コネクター

アース棒用コネクター付

ワニ口

みのむし

みのむし

ボタン + バナナプラグ 

両端ともみのむし仕様

分離・接続型  3 点セット

分離・接続型 2 点セット

分離・接続型  3 点セット

水道管アース接地 + ピュアボタン

U 字端子 + 棒型プラグ 850

500

750

750

750

850

850

850

850

650

800

800

1,110

1,260

1,000

1,000

1,000

1,500

1,500

1,700

1,700

1,900

2,760

2,760

2,760

2,200

1,600

1,600

U 字端子 + 棒型プラグ

U 字端子 + 棒型プラグ

水道管アース接地

両端（オス・メス）コネクター

バナナプラグ用コネクター付

万能型アーシングコード

アーシングピュアコード

マット用ピュアコード

アーシングコード（ Water セット ） 

カールコードセット

B. 中継コード用

C. 中継・分岐用

D. アース棒用

E. 商品接続用

ピュアコード
(A+B+E)

カールコード

F. 一体型 
アーシング 

コード

商品名 コード色 形状等コード長さ
(cm）

税抜価格
（円）

商品は Web サイトでお求めになれます。[ 地球の風 web shop] https://chikyuno-kaze.com21
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株式会社地球の風のご案内

【本社住所】
〒384-1305
長野県南佐久郡南牧村野辺山18-95
【TEL】0267-98-2275
【FAX】0267-98-2278
【お問い合わせフリーダイヤル】0120-540-628
【お問い合わせメール】info@chikyuno-kaze.com
【電話受付時間】月曜日～金曜日（土日祝休）10～17時

送料について 
商品代金とは別に送料がかかります。
※ご購入金額が、2001 円以上で送料無料です。
商品合計金額 ( 税込 )2000 円以下の場合は、
一律 200 円で発送いたします。

代金引換手数料について 
一律 324 円の手数料をいただいております。

返品・交換について 
原則、ご注文完了後のお客様都合によるキャンセ
ルはご遠慮頂いております。 
商品に何かございましたら商品到着後 7 日以内に
当店までご連絡ください。
期限を過ぎますと、返品をお受けできないのでご
注意ください。
なお、返品は「未開封品・未使用品」に限ります。
不良品の場合の送料は弊社が負担いたします。
それ以外の送料はお客様のご負担となります。
info@chikyuno-kaze.com

【電話受付時間】月曜日～金曜日（土日祝休）
                      10 ～ 17 時

品質保証について 
アーシングシーツ及びアーシングマット、アーシ
ングコードは全て日本の工場で製造・縫製されて
います。
地球の風商品は一部を除き全て購入後１年間は商
品の品質保証を行いますので安心してお買い求め
いただけます。
加えて、アフターサービス、使用方法のバツクアッ
プも万全です。
お客様フリーダイヤルを設けておりますのでご質
問等もお気軽にお問い合わせください。

会員登録について 
会員登録いただきますと、地球の風からポイントのサービスが
ございます。
※初回は会員登録時に 500 ポイントをプレゼントいたします。
※ポイントは「１ポイント１円」で換算され「地球の風」
web ショップでのお買上げ商品全てにご利用できます。
※お買い物金額（特価商品の一部を除く税抜価格）の 5％を
ポイント還元いたします。（小数点以下は切捨）
※ポイントの有効期限は１年間となります。
その他会員様限定のキャンペーンもございますので、是非会員
登録をおススメします。

ご注文方法 
ネット、メール、電話、FAX、お手紙いずれかの方法でも可
能です。
フリーダイヤル：0120-540-628
FAX：0267-98-2278
E-mail:info@chikyuno-kaze.com
※ネット注文以外のお客様のお支払い方法は代金引換及び銀行
振込（前払い）のみになります。

お支払いについて 
・クレジットカード決済
・代金引換
・銀行振り込（前払い）
※お振込手数料はお客様ご負担になります。
※クレジットカード決済はネットのお客様のみご使用いただけ
ます。
・銀行振込
銀行名 : 三井住友銀行
支店名 : 永山支店
口座番号 : 普通　7077969
名義人 : 株式会社地球の風

価格は令和元年８月現在の税抜価格です。市場動向により変更する場合がございます。

銀行名 : ゆうちょ銀行
口座記号 : 10180-59788561
支店名 : 〇一八
口座番号 : 普通　5978856
名義人 : 株式会社地球の風
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詳しくはホームページまで！

https://chikyuno-kaze.com

〒384-1305 長野県南佐久郡南牧村野辺山 18-95 
TEL：0267-98-2275　FAX：0267-98-2278
お問い合わせフリーダイヤル：0120-540-628

地球の風　アーシング 検 索 ➡

2019 年 8月発行

日本最初のアーシンググッズ専門店

心と身体のアシスタント


