
○塩分調節ができる

○色々なドリンクに使える

○糖質・カロリーゼロ

500mlペット飲料に2プッシュ!!
脱水・熱中症対策ドリンクに早変わり！

2
プッシュわずか

プレーン味タイプ（６０ｍｌ）
税別２,４００円

クエン酸入りタイプ（１００ｍｌ）
税別３,８００円

２０２１-１２-０２KS08-3

使い方動画は
QRコードから！

ALIVE 生きる。

SURVIVAL 生き残る、生き延びる。

RIVAL ライバルは自分。決して負けない。



成分内容

電解質（イオン）成分のみから構成される液体商品です。

＜開発背景＞
健康食品グレードで使用されている天然物を
メイン原料に採用。健康的な脱水・熱中症対策商品と
して、肥満・糖尿や高血圧などご心配な方にも
より安心してご利用いただける商品を目指しました。

※クエン酸入りver. は（3ml ／ 1Ｌ水）となります。

＜プレーン味＞



１
本 使いきりサイズ

ウォータージャグ用
＜容量に合わせてご用意可＞

・お水
・お茶
・コーヒー（飲料）
・ジュース
・炭酸飲料

など、お好きなドリンクに。

使用量・使用方法
プッシュ式

投入量

２ プッシュ500ml

４ プッシュ1リットル

８
プッシュ2リットル

滴下式

５ 滴200ml

※ 「熱中症対策」 用ドリンクとする場合は、上記の４倍量をお入れください。



○色々なドリンクに使える。

— 塩分チャージで熱中症対策ドリンクに早変わり！

○プッシュ回数で、いろいろな用途に。

— 【Ⅰ】脱水予防 ・ 【Ⅱ】熱中症対策

○糖質・カロリーゼロ、 甘さもゼロ。

— 従来の、甘い対策ドリンクが飲みにくい方に、糖分制限されている方に。

商品特長



商品ラインナップ と導入コスト

商品名/規格
商
品
姿

賞
味
期
限

荷姿
税別定価

／500ml飲料が作れる本数
（脱水予防用途）

コスト（500ml飲料に使用した時）

【Ⅰ】
脱水予防

【Ⅱ】
熱中症対策※

濃縮イオン均衡液

ALIVAL 
（プッシュ式）

・プレーン味
・60ml

2
年

（小）
２５本/cs

（大）
２００本/cs

2,400円／48本 ５０円
＜2プッシュ＞

２００円
＜8プッシュ＞

濃縮イオン均衡液

ALIVAL 
（プッシュ式）

・クエン酸強化プラス
・100ml

2
年

（小）
２５本/cs

（大）
１００本/cs

3,800円／66本 ５８円
＜3プッシュ＞

２３０円
＜12プッシュ＞

※. 体内の脱水状態は熱中症に繋がります。常に脱水にならない為の水分補給を心掛けましょう。
熱中症対策用の使い方は、厚生労働省によるお水に入れた時の推奨Na量：0.1～0.2％ (50~80mg／100ml)が摂取できる量となります。

（金額表示は税別）



【Ⅰ】
作業場所での
脱水予防に

【Ⅱ】
WBGT基準値を超える場合の

熱中症対策※として

プレーン味
（６０ｍｌ） ２プッシュ ８プッシュ

クエン酸強化プラス
（１００ｍｌ） ３プッシュ 12プッシュ

＜ お水５００ｍｌあたり＞

※お水に入れた場合のナトリウム量が「40～80mg/100ml」となります。

（注）お水以外の飲料に入れる場合は、塩分量をご確認の上、調整してご利用ください。

使用量 【Ⅰ】＆【Ⅱ】

○プッシュ回数で、いろいろな用途に。



利用シーン 【Ⅰ】＆【Ⅱ】
※お水に入れて使用する場合

作業場所のWBGT基準値

塩分補給レベル

【Ⅰ】
作業場所での
脱水予防に

【Ⅱ】
WBGT基準値を超える
場合の熱中症対策に

当社商品
ALIVAL

ALIVALはプッシュ回数で
塩分量の調整が可能。ス

ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク※

プレーン：８push
クエン酸：12push

プレーン：2push
クエン酸：3push

※（参考）日本食品成分表示表2020年版（八訂）

暑さ対策レベル

○プッシュ回数で、いろいろな用途に。

＜ お水５００ｍｌあたり＞



プッシュ回数
(／500ml）

麦茶 7 10

ウーロン茶 7 10

スポーツ
ドリンク 2 3

インスタント
コーヒー 2 2

コーヒー飲料
（乳成分入り・加糖） 2 3

コーラ 7 10

サイダ― 6 9

ノンアルコール
ビール 6 9

好きな飲み物に入れてつかえる
塩分チャージで「【Ⅱ】熱中症対策」飲料に！！

※厚生労働省で定められるナトリウム量「40-80mg/100ml」の飲料になります。

○色々なドリンクに使える。

味を変えない コンセプト

新発想！！

プレーン クエン酸強化プラス

ほのかな
酸味



健康的な対策飲料を目指して開発

○主素材は自然食品で使用される
天然ミネラル原料。

○甘くないから、スッキリ飲めて飲水量を確保。
お水・お茶等にいれると口腔内もベタつかない。

○糖尿病・予備軍の糖分摂取が
気になる方にもやさしい。

○糖質ゼロ・カロリーゼロ、 甘さゼロ。



＜使用例＞ こんな場面に（1）

○販売機で買ったドリンクに。
（COLD/HOT どちらにも使用OK）

○ウォータサーバの近くに。
※非接触式の自動充填機デバイスも本品とは別でご案内可。

○冷蔵庫の側に。
※本品は冷蔵保管しないでください。

○水道水に。

担当者A

・現場支給のドリンクがなくても各自で対策してもらえる。
・自分で買った好きなドリンクに入れられるのが良い。

担当者B

・飴を食べない人が多いので、ウォーターサーバの
お水と一緒に補給できるから良い。

担当者C

・休憩所内で冷やしている飲料に使ってもらう。
経口補水液を飲まない人に良い。

担当者D

・蛇口からの水道水、浄水器のお水、
飲み水なら何でも活用できるのが良い。



＜使用例＞ こんな場面に（２）

○トイレと作業場所が離れている。

担当者
・アライバル入り水の機能（お水よりも少ない
飲水量で体内水分をキープ、活動レベルを
維持）から、ガブ飲みしなくても、体内を潤し、
トイレまで離れている現場に良い。女性にも
嬉しいです。

遠い・・

作業場所トイレ

○コンパクトで常温保管OK。

担当者
・移動中でもポケットに入り、持ち運び簡単！
現場への移動や納品に向かう従業員への対策に
ピッタリです。



使用者の声 （2020年7～9月に建設・電気工事 労働者にテスト実施）

Q. 本品の良い点は？＜複数回答可＞

お水にアライバルを加えた、プレーン味でのテスト結果です。（平均45.8才)

36%

21%0%

29%

14%

Q. 本品の良い点は？【甘み無】

甘すぎない・甘くない

糖質ゼロ・カロリーゼロ

スッキリした味

塩分が低い

その他

（「よく分からない」「おいしくない」など。）



使用者の声 （2020年7～9月に建設・電気工事 労働者にテスト実施）

44%

33%

11%

0%

11% 0%

Ｑ. 使ってみた感想【甘み無】

のどの渇きが減った

水分をとる量が減った

汗の量が減った

トイレ回数が減った

疲労感・暑さバテが減った

食欲が増した

Q. 本品を使ってみた感想＜複数回答可＞

お水にアライバルを加えた、プレーン味でのテスト結果です。（平均45.8才)



使用者の声 （2020年7～9月に建設・電気工事 労働者にテスト実施）

Q. 体感や感想＜必須項目ではない。＞

お水にアライバルを加えた、プレーン味でのテスト結果です。（平均45.8才)



米国大学での臨床試験（高効率な水分補給と省水機能）

Aは飲水量が43％少なかった。
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軸ラベル周囲温度（＞４０℃）での飲水量（15時間調査）

水のみ 水＋アライバル

しかし両グループの結果は、

○活動前後の体重減少率 ○尿比重
○皮膚温/深部温 ○活動量 に有意差なし。

A（アライバル入り）、B（水のみ＜プラセボ＞）の各グループに、必要に応じて自由に水分補給してもらい、暑熱環境にて活動を実施。

A

B

アライバルの電解質バランスが、
体内循環する水分を上手に利用。

Wilderness and Environmental Medicine, 19, 172 180 (2008)



スポーツアスリートたちが愛用

「いつもカーボドリンクにALIVALを混ぜて、十分な
電解質を得るようにしています。これにより常に
水分補給を行え、筋肉痙攣を防げます。」
（Sally Bigham、プロ マウンテンバイクレーサー）

サリー・ビガム シャロン・ゲイタ―

「2011年、世界最高度で行われるレース
『La Ultra-The High』では、37時間におよぶ
レースの間、エネルギーよりも水分補給が重
要なので、全てのドリンクにALIVALを使用し
ました。」（Saron Gayter、ウルトラマラソンラ
ンナー、世界記録保持者）

ハイパフォーマンスを支える
計算された水分補給。

トップアスリートたちは
アライバルを選んでいます。

＜アスリートにとってのメリット＞

〇飲水量を43％カット。
→体内水分を効率的に利用
→トイレ時間を減らす

〇補給タイミング、補給不足による
パフォーマンスロスを低減。

〇活動中の体重管理に。
トレーニング効率を追及。



アライバルがTV放映されました！

【記事】TOKYO MXニュースより
https://s.mxtv.jp/mxnews/kiji.php?date=1f6pma82u7pt3lyhy

【動画】TOKYO MXオフィシャルYOUTUBEチャンネルより
https://www.youtube.com/watch?v=Y-LaNeetwdw&t=87s

【TOKYO MX ニュースフラッグ】
2021年6月24日20:00 猛暑対策展での様子が取材・放映されました。

＜タイトル＞
今年も暑い夏を予想
熱中症対策の最新トレンド「猛暑対策展」」

https://s.mxtv.jp/mxnews/kiji.php?date=1f6pma82u7pt3lyhy
https://www.youtube.com/watch?v=Y-LaNeetwdw&t=87s


ニセコクラシック（2022年）に選ばれました！

ロードバイク アマチュア大会の代表格ニセコクラシック。
2022年開催の商品スポンサーとしてALIVALにお声がかかりました。
当日は150kmに及ぶロングコースに挑む参加者たちの水分補給を支えます。

※同主催のニセコグラベル2022、第12回ニセコHanazono Hillclimbへも参加。

濃縮イオン均衡液ALIVAL × NISEKO CLASSIC 2022

ニセコグラベル
2022.9.3-4

ニセコクラシック
2022.6.10-12

ニセコ Hanazono Hillclimb
2022.8中旬


