
アンケート結果
感想集

※当社アンケート調べ
2020年実施

導入施設12カ所
回答者1,225名

前回アンケート
2016年実施

導入施設12か所
回答者1.331名



ふつう肌 34%

乾燥肌 37%

敏感肌 13%

アトピー 10%

混合肌 4%

脂性肌 1% 回答なし 1%

プール利用者の６割以上の方が
肌や体質について何らかの自覚症状があります

あなたの肌質はどのタイプですか？

特になし 37%

花粉アレルギー 37%

風邪をひきやすい 11%

慢性鼻炎 10%

気管支喘息 9%

回答なし 1%

あなたの体質について

当てはまるものはありますか？

2016年から11%アップ 2016年とほぼ変わらず



しない 77%

わからない…

した 10%

塩素や嫌な臭いはしましたか？

はありましたか

しない 81%

わからない 10%

した 9%

肌、髪、鼻、喉、眼に

不快な刺激はありましたか？

しない 79%

わからない 10%

した 11%

上がった後の肌や髪から

塩素の臭いはしましたか？

その方たちの約８割が
他のプールとの違いを実感しています

2016年から7%アップ 2016年から7%アップ 2016年から9%アップ



スタッフの職業病ともいえる症状も改善

・素足でプールサイドが歩けないほど足裏の塩素焼けがひどかったが、今は良くなり普通に歩ける（男性コーチ32歳）
・声枯れがなくなり、指導が楽になった（男性コーチ26歳）
・以前は髪の毛の脱色がひどくかったが、現在は色落ちせず、まとまりが良くなったような気がする（女性コーチ23歳）
・以前は連続入水３本目で肌がピリピリしてたが、４本目もできるようになった（女性コーチ56歳）
・喘息持ちで選手や育成の時間に咳き込むことが多かったが、それがなくなった（男性コーチ34歳）



●アトピー性皮膚炎なので、幼稚園のプールの後や外での水遊び後はかゆくなったり、乾燥したり、保湿が必須でしたが、
こちらではそのようなことがないので最初の時に感動したのを覚えています。（10歳未満子ども保護者）

●このプールでは、肌はかゆくならないし、むしろアトピー肌が良くなっています。（10歳未満子ども保護者）

●先日、子どもの付き添いで初めてプールに入りました。
全く塩素のツンとした感じがしないし、髪もきしまないのがわかりました。（40代女性）

●プールに入ると肌がすべすべになった気がする。（50代女性）

●肌が荒れやすいので、幼稚園のプールの時も良く湿疹が出来ていたのですが、スウィンのプールでは荒れませんでした。
習い事としてスウィンを検討していた際、入会の決め手にもなりました。（10歳未満子ども保護者）

●スイミングを始める際、アトピーのため肌への影響が心配でした。スウィンの水質はその心配が少ないと知り
入会を決めました。安心して通えています。（10歳未満子ども保護者）

●アトピー肌なので、かゆみが出ないかどうか体験入会で確認してから入会しました。
今のところ安心して通わせています。（10歳未満子ども保護者）

●肌が弱いので病院の先生からプールはやめた方がいいですね、と言われていますが、今のところ肌の問題はなく楽しく
通わせてもらっています。水の質が良いのかなと日々感じています。（10歳未満子ども保護者）

●導入後、水が肌に合わないと退会された方に体験してもらったら、これなら大丈夫とのことで再入会いただいた。（施設支配人）

※アンケートより抜粋。個人の感想であり効果・効能を示すものではありません

利用者アンケート抜粋



アンケート全感想



≪アンケート感想一覧≫ 
 
おとな 
・水質は良いと思います。水底のゴミ（バンソウコウ）などの除去もお願いします（男性・60 代） 
・言われてみれば塩素の臭いはありません。でも塩素消毒してるんでしょ（男性・70 代） 
・泳ぎやすいです。いつもありがとうございます（女性・50 代） 
・数年前は塩素の臭いが強くプールから上がった後、何時間もニオイが抜けなかった。最近は全く臭いもなく水がやわらかく感じるようになりとても

泳ぎやすくなりました。フーミンを薄めてシャンプー後または洗顔後に一吹きしています（女性・70 代） 
・間違って飲んでしまっても不快に感じなかったです（女性・70 代） 
・いつも透明で気持ちがいいです。塩素の臭いがしないので気にならない（女性・70 代） 
・快適にプールを楽しんでいます。改修前とは大違いで喜んで泳いでいます（男性・70 代） 
・以前に比べ臭いもしないし水がやわらかくなった。水が透明になり快適です（女性・60 代） 
・プールの水温がもう少し低い方が良い（男性・60 代） 
・美容室に月一回行ってますが、最近「髪の毛」の状態が良いと言われました。フーミンのお陰？かなと思います（女性・60 代） 
・夏の間少し肌のかゆみが有りお風呂に入れたら良かったです。又風呂がタイルなのですが、掃除ブラシを残り湯につけておくと真夏なのに黒カビが 
全く出なくてビックリしました（女性・70 代） 

・肌にやさしいと思います。良かったです（男性・80 代） 
・これから寒くなるので、水の温度に充分気をつけて下さい。プール内の掃除が行き届いていて泳ぐのに気持ちがいいです（女性・70 代） 
・いなかに帰った時も毎日泳ぐのですが、このプールに戻ってくると 25m 先までも水が透明でとても泳ぎやすいのを実感します。まさにホームグラ

ンドというべきプールです（女性・60 代） 
・時々鼻に塩素臭が残る時がある（女性・50 代） 
・塩素の臭いも肌への刺激もなく気持ちよく利用させて頂いております（女性・70 代） 
・入会した当時はかなり塩素の臭いがしていましたし、友人は肌が赤くなったりしていました。今はそんなことはありませんね（女性・70 代） 
・普段お風呂上りなど乾燥したりかゆくなってしまうことが多いのですが、そういえばプール後にそのようになったことはなかったです。やさしいお

水を使っていて下さったのですね。ありがとうございました（女性・40 代） 
・前に夏泳いだ時はアトピーになったことがあって一回退会しましたが、今はそんなこともなく安心して泳いでいます（女性・50 代） 
・数年前からフーミンをお風呂に入れています。肌の乾燥が治った気がします（女性・80 代） 



・私自身出席日数が少なかったのではっきりしたことはまだわかりませんが、水がきれいになったなーとは感じました。今後気を付けてみることにし

たいと思います（女性・80 代） 
・とても澄んでいる様に感ずる。見える、まさに clear です（男性・70 代） 
・何の心配もせずプールを楽しんでいます。肌、髪、鼻、喉、目に不快な刺激を感じることはなく安心しています（男性・80 代） 
・プールの水で気になったことは一度もありません。風邪も引きにくくなって気に入っています（女性・80 代） 
・肌に良いプールだと思います（女性・70 代） 
・プールに通いはじめて風邪を引きにくくなり鼻炎、肩こり、腰痛も軽減した。泳げなかった人でも泳げるようになれると実感した（男性・50 代） 
・子供にも特に影響感じないです。これからも通わせていただきます（女性・40 代） 
・プールに来るようになってから七年目になりますが、風邪も引かないしいつまでも健康でいられるのもプールのおかげかとも思います 
（女性・70 代） 

・昔、自由時間に子供と一緒に利用させて頂いていました。子供は体調が悪いとアトピー肌になってしまうため安心してスイミングに通わせています

（女性・40 代） 
・いつもありがとうございます。日々の健康維持に大変心強く感じております（女性・70 代） 
・プール=塩素の臭いという固定観念がありましたが、こちらのプールの後塩素の臭いがしないので、とても心地よいです（男性・50 代） 
・ずっと以前（10 年以上）から通っていますが、いつの頃（といっても最近）からか塩素の臭いがしなくなっているなぁ～と感じていました。きっ

とこのおかげかな？と感じています（女性・60 代） 
・塩素や嫌な臭いはしたとしましたが、たまに水が少しなんの臭いかわかりませんがしました（女性・60 代） 
・プールを利用するにあたっては健康の為と考えています。水質に関しては時々濁っている感があるのでもう少し透明になってほしい。他のプールの

体験がないので比較ができません。肌にアレルギーを感じることはないです（女性・70 代） 
・いつもプールで泳いでいます。とても泳ぎやすく毎日一時間使用していますが、充実した時間です。時おり透明度が気になる事もありますが、これ

からも楽しく泳がせて頂きます！！（女性・70 代） 
・このようなことをしていることに驚きました。もう少し周知徹底を図ったら良いと思いますが（女性・60 代） 
・かかとのガサガサが無くなり、スベスベになった（女性・70 代） 
・冬になると足カサカサ粉ふきいも状態だったのですが、まったくなくなりました。これってフーミンのおかげ？（女性・50 代） 
・我が家では孫とのお風呂に利用していました。私はもちろんの事、子供たちも乾燥して肌に不安がありましたがフーミンを使うと大丈夫です 
（女性・60 代） 

・私は前のスクール（会社）の時、塩素で手が荒れ脂漏性湿疹になりとても悩んでいましたが、会社が塩素問題を解決して頂き大変助かりました 



（女性・60 代） 
・水がいつもきれいです。すごく泳ぎやすくて大変気に入っております（女性・30 代） 
・言われてみれば水がやわらかい感じがします（男性・50 代） 
・二年半位から塩素の臭いは感じない（女性・80 代） 
・塩素の臭いが少ない。髪の痛みが違う（女性・70 代） 
・いつもきれいなプールで気持ち良く泳ぐことができます。塩素の臭いがなく、快適な環境だと思います（女性・50 代） 
・化粧を落とすのは面倒だったが、肌に優しい水とのことで安心してプールに入ることが出来て良かったと思います。塩素で肌が荒れたという知人に

もスウィンのプールを推薦しました（女性・60 代） 
・確かに水着の状態もいいように感じます。洗面台ではお風呂上りに顔や髪につけたりします（女性・60 代） 
・プールには入らないのですが、お風呂は水が優しい感じがします（女性・60 代） 
・サンプル頂いた時に加湿器に入れてみました。良いように思います（女性・70 代） 
・体の事をよく考えて作られていて、男女ともに保温があったと思いまた使用させてもらいたいと思いました（男性・30 代） 
・いつも清潔でとても良いです（男性・60 代） 
・スタッフの皆さん好感度で概ね満足です（男性・70 代） 
・ゴミなどなく、きれいなプールだと思います。スイミング始めて十年目になります。泳いでる自分大好きになりました。努力すること素晴らしいで

す（女性・60 代） 
・今後共利用させて下さい（男性・70 代） 
・いつも清潔感が感じられます（男性・60 代） 
・とても良いと思います（女性・60 代） 
・満足（女性・70 代） 
・水質についてはよくわからない。より良い水づくりをして頂けるのはありがたい（男性・60 代） 
・いつも気持ち良く泳がせていただいています。ありがとうございます（女性・50 代） 
・とても良かったです（女性・60 代） 
・プールがあることに感謝します（女性・80 代） 
・作業員の方が感じ良い（男性・70 代） 
・非常に良い環境です（男性・70 代） 
・どの時間でも使用できるコースを増してほしい。子供優先過・・・？（女性・70 代） 



・プール自体まだ数回しか使用していないので、特に気がついたことはありません（男性・60 代） 
・プールは利用していません（男性・70 代） 
・あまりプールは使用しないので申し訳ありません。もっぱらジムの方です（男性・70 代） 
・ナイトプールの時間を週に一度（平日）ぐらいは 19 時 00 分～使用できるようにしてほしい（男性・60 代） 
・塩素や嫌な臭いはしなくて良かったと思います（女性・70 代） 
・以前と比べ臭いがなく肌に優しい感じがします。又、髪を染めていますが色落ちが少なくなりました。同様に使用しているバスタオルの色褪せが少

ないようです（女性・60 代） 
・きれいな水で泳ぎも上達できそうな気がしました（女性・70 代） 
・きれいな水で気持ち良く泳ぎたい（女性・60 代） 
・きれいな水で泳ぐと上達できる気持ちになります（女性・40 代） 
・前に親子でプールに入った時に特に他のプールと変わりないなと思い普通に入ってました。この HE-01B が入ってたことはこれで知りました 
（女性・30 代） 

・塩素の臭いがしない（女性・40 代） 
・健康に良さそうなプールだと思います（女性・40 代） 
・とても良い取り組みだと思います。肌が弱かったり、目が充血するプールには入れたいと思いません。また複数人が入るのできれいなプールであっ

てほしいです。人にもすすめられて良いと思います（男性・年齢未記入） 
・いつも楽しく泳いでいます。皮膚トラブルは何もありません（女性・40 代） 
・とてもきれいな水質で奥まで見えやすい（男性・70 代） 
・気持ち良く水泳ができます。塩素の臭いがしないのが良い（男性・60 代） 
・二年前から通わせて頂いておりますが、いつからかは不明ですが塩素臭や肌への刺激を感じることなく過ごす事が出来ております。最初は時間の経

過とともにチクチク感を感じていましたが最近ではそのような刺激感はありませんので快適です（女性・60 代） 
・たまに水が重いと思う時がある（女性・70 代） 
・より良い研究開発を願っています（女性・年齢未記入） 
・他のプールを知らないのであまり気にならなかった。学校のプールよりはやさしいし臭いはないのは分かった。いつも気持ち良く泳がせていただい

ております（女性・60 代） 
・たまに塩素の臭いがすることがあった（女性・60 代） 
・プールに入って不快に思った事はない（女性・70 代） 



・きれい。刺激臭がなくて泳ぎやすい（女性・50 代） 
・使用したタオルを水洗いしたときに薬臭い臭いが感じられました（女性・70 代） 
・水道の水とは思えない！！（男性・80 代） 
・退職後の健康維持を目的として 40 年振りに当プールを利用しています。昔のイメージから塩素臭や肌へのダメージを心配していましたが、1 カ月

半を過ぎその心配は過去のものとなり毎日快適に利用しています（男性・60 代） 
・good（男性・70 代） 
・私アトピーで乾燥肌なので普段すぐにでも化粧水塗らなきゃって感じなのですが、娘の世話ですぐに塗れるわけでもなく、プール上がりはいつも焦

っていました。でも不思議としばらく塗らずにいても乾燥がそんなに気にならなかったですよね。お水の環境にまでこだわってくれていたなんて

嬉しい限りありがとうございます♡（女性・30 代） 
・安心して泳げるプールだと確信しました（女性・60 代） 
・週の初め（月）はちょっと塩素の臭い気になるけどそのあとは全然臭わないです。いつも気持ち良く泳ぐことが出来ています（女性・70 代） 
・プールに来るようになってから喘息があまり起きなくなり、今は薬が不要になっている。注意だけはしている。休みが続くとあ～プール行きたい

な！！と思うようになって来てる（女性・60 代） 
・他のプールをあまり知らないので、良さがわかっていないと思いますが…（男性・50 代） 
・ベビースイミング利用時に子供と一緒に入水してますが、本当に塩素が入っているのかと思う程臭いがしなかったです。水の透明度も高いしスウィ

ンを選んでよかったです（女性・30 代） 
・以前は塩素臭が強くて目がしみたり鼻につんときていましたが、それがなくなったように思っています（女性・70 代） 
・塩素が入っていないと、ずっと使用するには不安なのである程度我慢しています（女性・50 代） 
・背泳ぎの時ゴーグルが無くとも大丈夫です。以前は泳いだ後に洗眼していたが今はしていない（男性・80 代） 
・40 年前に入った小学校のプールに比べ、塩素による目の痛みが全くありませんでした。プールにはいろいろな殺菌方法がありますが、so far this is 

the best（男性・年齢未記入） 
・髪のバサバサ感もないし目もしみない（他のプールではプール上がりに目薬を差すとしみる）（女性・60 代） 
・水がやわらかい感じです（女性・60 代） 
・臭いが無くて良いです（女性・60 代） 
・肌荒れしたことがないので、とても良いと思います（女性・60 代） 
・ヘアカラーをしてますがあまり変化がないと思います（女性・70 代） 
・プール環境にこだわりをもっていただいていることに感謝です（女性・60 代） 



・良い水質だと思います（男性・50 代） 
・いつもお世話になってありがとうございます（女性・70 代） 
・気にならない。楽しく泳いでます（女性・70 代） 
・特になし。現状で満足してます（男性・70 代） 
・健康づくりに役立っています（男性・60 代） 
・水に関係なく体力づくりと健康の為に通ってます（女性・70 代） 
・他を知らないので分かりません（女性・70 代） 
・他のプールを知りませんので（女性・70 代） 
・他のプールを知らないので比較できない（女性・60 代） 
・そう言えば前よりずっと向上しているかな。ジャグジーに入るので余計乾燥肌になるのか年か。時計昼間南側逆光で見えにくい、北側を大きくし

て。お盆休みは長かったので困った。スタッフの給料上げてやって（男性・70 代） 
・他のプールと比べて水がとてもきれいなので泳ぎやすいと思います（女性・60 代） 
・臭いがないのがとても良いです（女性・60 代） 
・踵が滑らかになりました。上がった後肌も刺激が軽減しかゆみも少なくなりました（女性・60 代） 
・水の透明差、臭いも少なく、きれいに感じます（女性・70 代） 
・とても良いプールだと思います（女性・50 代） 
・久しぶりにプールに入り、ウォーキングレッスンを受けましたが、プールの水質も最高で体にも良さそうなので今後も続けて行こうと思います 
（男性・70 代） 

・今夏初めて市民プールに行き、持ち帰った水着からものすごく強い塩素臭がして不快でした。自分がこんなに気が付くとは思っていませんでした

が、サンティアで泳いだ後の水着からは全く臭わなかったので違いをはっきり感じました（女性・40 代） 
・いつも快適に泳いでいます（女性・70 代） 
 
  



こども 
・きれいと思った（水が）。生まれつき乾燥肌で一年中（特に冬）保湿剤を塗っているので、フーミンのことを知り少しホッとしました。 

（母）（男性・10 歳未満） 
・いつもプールで泳がせてもらっております。ずっとプールで泳いでいますが、どこのプールよりもいい水でした！ありがとうございます 

（男性・10 代） 
・自分的にはプールというものは少し塩素の臭いがしてもそれがプールということなの。ありのままのプールでいてほしいです（女性・10 代） 
・きれいになってとても気持ち良く感じます（男性・10 代） 
・ツンとくる塩素臭がないせいか、鼻への刺激がなくプール後（背中が）かゆくなりません（男性・10 歳未満） 
・スイミングがとてもきれいになったので、よりもっと泳ぐのが楽しくなりました。あまり塩素の臭いなどがしないので、とても泳ぎやすいです。前

のプールとは違かったのでびっくりしました（女性・10 代） 
・以前に比べて塩素の臭いがしなくなった（女性・10 歳未満） 
・前よりも塩素の臭いがしないので、たくさん泳ぎたいと思います（女性・10 歳未満） 
・塩素の強い臭いがしないので良いと思います（男性・10 歳未満） 
・塩素の臭いが無く、楽しく泳げています（女性・10 歳未満） 
・塩素の影響が心配でしたが、体にやさしいとの事、安心しました（女性・10 代） 
・なかなか合格できないですが、プールは楽しいです。早く合格できるようになりたいです（男性・10 代） 
・水がスクイーズのようにやわらかいと本人が言っていました（女性・10 歳未満） 
・冬はお風呂上りなどに乾燥することがありますが、プール後にはあまり乾燥している様子がないので、やさしい水なのかなと思っています 
（女性・10 歳未満） 

・前よりも香りがよくなった（息子の感想）。確かに前より髪のパサパサがなくなり、プール臭がしなくなった（母）（男性・10 歳未満） 
・まだまだ続けたいです（男性・10 歳未満） 
・プールの水はきれいで体にやさしいと思いました（女性・10 歳未満） 
・お風呂上りに肌がかゆくなるけど、プールの後はかゆくならなかった（女性・10 歳未満） 
・髪がギシギシしなくて良かった。プールが気持ち良かった（女性・10 代） 
・髪に嫌な臭いが少ないので、帰宅後すぐお風呂に入らなくてはならない！！ということもなくなり、食事の時間を早めることができ助かってます

（女性・10 歳未満） 
・学校のプールと比べて、目をあけても痛くなかった（女性・10 歳未満） 



・学校のプールでも使用して欲しいです（男性・10 歳未満） 
・リニューアルしてプールが楽しく感じられるようになりました（男性・10 歳未満） 
・肌がかゆくなくすべすべ。目は少し痛かった（女性・10 歳未満） 
・学校のプールの水と比べて、スウィンのプールの水はいつも透明ですごく透き通っていてすごいなと驚いていました。環境のいい水でスイミングの

練習ができてとてもうれしいです（男性・10 代） 
・スウィンはとてもいいと思います。ずっとここに通いたいです（性別未記入・10 歳未満） 
・私はまたこのプールで泳ぎたいです（女性・10 歳未満） 
・目にやさしくなって、また泳いでみたいと思いました（男性・10 代） 
・泳ぎ大好き（女性・10 歳未満） 
・もっといいプールにしてほしい（男性・10 代） 
・スウィンで泳ぐと肌の調子がいい！うれしかった！！（女性・10 代） 
・プールに入ると鼻をかいていたりしています。ムズムズするようです（女性・10 歳未満） 
・最初の二回位はプール上がりに目が痛いと言っていました（男性・10 歳未満） 
・お風呂の後などは肌が時々乾燥することがありますが、プールの後にはそれをあまり感じないので、体にやさしいプールなのかなと思っています

（女性・10 歳未満） 
・慣れるまで肌荒れを覚悟していたが、全然しないのでびっくりしました（女性・10 歳未満） 
・お水に関して特に不快な思いをしたことはないようです。スクールに通っている子供たちの為により良い物をと考えて頂きありがとうございます

（男性・10 代） 
・学校は塩素が強いので、目が痛くなってしまうそうです。私も開放日に泳いだことがありますが、強い臭いなど感じませんでした。弟はアトピー持

ちなので、今後ためしてみたいと思います（女性・10 歳未満） 
・塩素ちゃんとお風呂に入っても塩素が取れずらい、もっと取れやすかったら最高！！泳ぎやすいのは〇（男性・10 代 
・スイミング後の子供の髪から独特な臭いがしないので、とても良い水質なのかなと感じました（男性・10 代） 
・家でも試してみたい（男性・10 代） 
・家でもぜひ試したいです（男性・10 歳未満） 
・いつも息子二人をベビースイミングにてお世話になっています。私も息子も肌のつっぱりや乾燥・臭い等はなく気持ちよく泳いでいます 

（男性・10 歳未満） 
・ゴーグルをしていてもプールの後は目が痛いと言っています。プールの中にゴミが浮いていることがあるそうです（女性・10 歳未満） 



・スウィンで泳ぐと肌がカサカサしない！！うれしかった（女性・10 代） 
・肌が敏感な娘ですが、水が肌にしみなかったと言っていました。プール上がりの体や髪から塩素の臭いがしないので驚きました（女性・10 歳未満） 
・たまに目が赤い時がありますが、刺激臭などは感じません（女性・10 歳未満） 
・プール特有の塩素の臭いがしなく、安心して子供を通わせられます！（性別・年齢未記入） 
・プールに入ると目がかゆくなります（男性・10 歳未満） 
・特に気にしていませんでしたが、言われてみればプールの後塩素の臭いしないなぁと思いました（男性・10 歳未満） 
・「他のプールよりもいい！」そうです（男性・10 歳未満） 
・肌が弱いので水にこだわっていただきうれしいです（女性・10 代） 
・肌荒れ・髪荒れなく通えています。いつもきれいなプールをありがとうございます（男性・10 歳未満） 
・乾燥しやすい肌ですが、プールに入っても荒れなくてとても助かります。塩素などのプール特有の臭いがしないのもうれしいです 

（女性・10 歳未満） 
・水着からあまり塩素の臭いは感じなかったので、刺激の少ないプールなのだと思いました（男性・10 歳未満） 
・プールというと塩素のイメージがあったので、臭いがないところに驚きました。肌にやさしくてとても良いと思います（男性・10 歳未満） 
・アトピー性皮膚炎なので、幼稚園のプールの後や外での水遊び後はかゆくなったり、乾燥したり、保湿が必須でしたが、こちらではそのようなこと 

がないので最初の時に感動したのを覚えています（男性・10 歳未満） 
・前に通っていたプールでは終わった後の水着などを洗う時に塩素臭がすごかったですが、スウィンに移ってからは気にならなくなりました！！ 
（女性・10 歳未満） 

・スウィンみよしさんはプールの水が肌にやさしいと聞き入会しました。乾燥が強まる季節でも肌が荒れすぎることなく今も過ごせているのであり

がたいです（男性・10 歳未満） 
・乾燥肌だけどプールから上がってもカサカサしなかったです（女性・10 歳未満） 
・ゴーグルのすき間からプールの水が入った時に目が痛くて真っ赤になってしまうことがよくある（女性・10 代） 
・プールから出たあと肌の乾燥を感じる（女性・10 代） 
・肌や髪に刺激を受けないようなプール。上がった後に塩素の臭いがしないようなプールにしてほしいです（女性・10 歳未満） 
・塩素の臭いは変わらなかったけど、入った後臭いがするから臭いを消してほしい（男性・10 歳未満） 
・水着は塩素の臭いがします。もし肌にやさしいのであればアトピーの友達にもすすめたいです（女性・10 歳未満） 
・肌が弱いので入った後はしっかり洗います（女性・10 代） 
・すり傷があってもプールの水がしみないので入るのに抵抗がない。むしろ傷が治る気さえする。上がった後は髪がごわついてからまりやすくなる



（女性・10 歳未満） 
・スイミングを始めたころ（三年前）は入り口を入ったところから塩素の臭いを感じましたが、最近は全く感じず私の鼻がおかしくなったのかと思っ

ていました。塩素臭が好きではないのでうれしい変化です（女性・10 歳未満） 
・今までのプールより嫌な臭いがしないのでとてもうれしいです（女性・10 代） 
・持ち帰った水着から塩素の臭いが全くしません。水着のもちがいい気がします（男性・10 代） 
・プールのレッスンの後の帰宅後、すぐにお風呂に入るのですが、塩素の臭いが全くしないのでどんな水なんだろうと不思議に思っていたところでし

た。アトピーがよくなるといいです（女性・10 歳未満） 
・子供がプールに通っておりますが、本人は特に不快な印象などはなく、親としてもプール上がりの子供の状態を見て塩素の臭いなどは感じません

（女性・10 歳未満） 
・薬の臭いがしないので泳ぎやすいです（男性・10 代） 
・塩素の臭いがしないと思います（女性・10 歳未満） 
・確かに髪の毛から塩素の臭いがないような気がします（女性・10 歳未満） 
・夏休みに地元の市民プールへ行った時、くさいと言っていたのでこちらの水は良いんだなと思いました（男性・10 歳未満） 
・泳いでいるときに他のプールとは少し違う水の柔らかさで泳ぎやすかった（女性・10 代） 
・昔のスイミングスクールは塩素が強く毎日泳いでいると髪がパサつき脱色してしまっていましたが、Swin は異なり水質の違いを感じます 

（女性・10 歳未満） 
・目に入ってもあまりしみない。プールの後肌がカサカサにならない（女性・10 歳未満） 
・いつもプールから出ると目が「しぱしぱする」（熱をもった感じでかゆいのだそうです）のだそうですが、今日はしなかったと言っていました 

（男性・10 歳未満） 
・子供の目があまり赤くなっていないので、良い水なのだろうなと思っています（男性・10 歳未満） 
・体にやさしくて泳ぎやすいと思っています。肌が乾燥しやすいので体にやさしくて水はやわらかく感じたので良いと思います（女性・10 代） 
・プールの水がちょっと変わったような気がします。水がやわらかいので泳ぎやすくなった（女性・10 歳未満） 
・また行って泳いできたいほどの水の柔らかさがよかったです（女性・10 歳未満） 
・髪がバリバリしなくなりました（男性・10 代） 
・子供の髪の毛がキシキシしていないので、良い水なのだなと思います（男性・10 歳未満） 
・肌荒れせず塩素の臭いもせず肌へのやさしさを感じます（女性・10 歳未満） 
・塩素の臭いもせず肌へのやさしさを感じました（男性・10 代） 



・毎回気持ちよく泳ぐことができています。学校のプールは嫌とも言っているくらいです。冬に肌荒れが見られなくなりました（男性・10 歳未満） 
・透きとおった水で入りやすかった（男性・10 歳未満） 
・他のプールに入ると良くわかるのですが、スウィンのプールは刺激が少ないと実感しています！（女性・10 歳未満） 
・いつもご指導頂きありがとうございます。保護者から見てプールの水質はかなりいいと感じています。娘を通して帰宅後、体に対する刺激や不快感

はありません（女性・10 歳未満） 
・プールを初めて三年たち風邪を引きにくく強い体になってきました。体力もつきプールをやらせて良かったと思ってます。親としてはそこまで塩素

の臭いはきついとは思いませんでした（女性・保護者） 
・肌が荒れるなどといったことは今までないのでやさしい水質だと思う（男性・10 歳未満） 
・特に何も感じなかった。肌にやさしいプールだと思った（女性・10 代） 
・楽しいプールです。あと先生が変わる日があって楽しいです！小学校のプールは寒いけどスウィンみよしは寒くなくちょうどいい水で楽しいです！

プールの水はやさしくちょうどいい柔らかさがとてもいいです（女性・10 歳未満） 
・髪の毛はきしきししてしまいますが、肌には比較的やさしいような気がするようです（男性・10 代） 
・水が学校のプールよりいいと思いました（男性・10 代） 
・とても泳ぎやすくかゆいところが治ったりするのでいいなと思いました。これからも泳いでいきたいです（男性・10 代） 
・敏感・乾燥肌なので心配していましたが、トラブルもなく元気に通えています（男性・10 代） 
・プール楽しかったです（女性） 
・いつも気持ち良く利用させてもらっています（男性・10 代） 
・すごくよかった（男性・10 歳未満） 
・きれいでよかった。また入りたい（女性・10 歳未満） 
・いつもありがとうございます。やさしいプールになりとてもうれしいです（男性・10 歳未満） 
・いつも先生方良くして頂いてありがとうございます（男性・10 歳未満） 
・もっとプールを頑張りたいです（男性・10 歳未満） 
・乾燥肌なので、日々のプールで助かります（男性・10 歳未満） 
・これからも続けます（男性・10 歳未満） 
・いつもありがとうございます（女性・10 歳未満） 
・鼻に水が入ると痛いけれどあとは良いです（男性・10 歳未満） 
・とても良かったと思います（男性・10 歳未満） 



・いつも楽しく参加させていただいています（女性・10 歳未満） 
・冷たくて気持ちいい（女性・10 歳未満） 
・気持ちいい！（男性・10 歳未満） 
・特に大きく効果を感じる程ではない様ですが、安心感は感じています（男性・10 歳未満） 
・毎回教えていただきありがとうございます（男性・10 代） 
・水がいいから泳ぎやすかった（男性・10 代） 
・たのしい（男性・10 代） 
・ぼくはこのプールが大好きです（男性・10 歳未満） 
・これからも続けていきたいです（女性・10 代） 
・気持ち良かったです（男性・10 代） 
・安心できる水質のプールに通わせたいので、より良い研究開発に励んでほしいです。期待しています（女性・10 歳未満） 
・今回のアンケートを書いて自分の体がプールの水にあっているのか改めて考えることができました（女性・10 代） 
・良いと思います（男性・10 歳未満） 
・スイミング楽しく通わせていただいてます。これからもよろしくお願いします（男性・10 歳未満） 
・肌にも優しく先生たちも優しくてとても泳ぎがうまくなりました。これからもよろしくお願いします（女性・10 代） 
・泳いでいてとても気持ちが良いようです（女性・10 歳未満） 
・もっともっとこのプールで泳ぎたい（男性・10 代） 
・ぜひ続けてほしいです（女性・10 歳未満） 
・泳ぎを上手にしたい（男性・10 歳未満） 
・これからも休まずにプールに行きたい（男性・10 歳未満） 
・もっとつるつるになりたい（男性・10 代） 
・とても分かりやすくて、ても面白いと思った（男性・10 代） 
・とってもこのアンケートは良かったです（男性・10 歳未満） 
・プールが寒い（女性・10 歳未満） 
・もっとプールで泳ぎたい（男性・10 代） 
・スイミングは楽しいです。小学校のプールは寒いけどみよしはちょうど良くて今は赤帽子だけど黄色に早くなりたいです（女性・10 歳未満） 
・子供なので良くわからないとのことでした（女性・10 歳未満） 



・学校のプールは目が痛くなるけどスウィンのプールはあんまりかゆくならないからとても目にいいと思います（女性・10 歳未満） 
・子供の意見をもとに答えました。プールのお水は薬のような臭いはせず、やわらかく感じるそうです。今後ともより良い環境を期待しています 
（女性・10 歳未満） 

・塩素の臭いがした（男性・10 代） 
・「わらわら」に通っていた時は肌が荒れた時もありましたが、スウィンに替わってからは肌トラブルがなくなりました。でも時々塩素クサイ・・・

と娘が言っております（女性・10 歳未満） 
・今まで肌の弱い息子はあがってきて足をかゆがっていましたが、最近全く言わなくなりました。このアンケートを見て水質が変わったことを知り驚

きました。明らかに肌にやさしいと感じます（男性・10 歳未満） 
・学校のプールは塩素だらけだから目がかゆくなる。スウィンは目がかゆくならない（女性・10 代） 
・他のプールと比べて目が痛くならない（男性・10 歳未満） 
・塩素臭があまりしないので水着を洗うのも苦にならずに済んで楽です（男性・10 代） 
・常に乾いている肌質ですが、プールから出たあとも肌荒れがひどくなることがなくて、安心して続けさせてあげられます。これからもよろしくお願

いいたします（男性・10 歳未満） 
・学校のプールのような塩素の臭いはしないと子供が言っています（女性・10 代） 
・水着を洗濯する時にも嫌な臭いはしないです（男性・10 歳未満） 
・塩素や嫌な臭いがなくとってもやさしいプールだと思いました。嫌な臭いがしないのでとっても楽しくプールに入らせてもらっています 
（女性・10 代） 

・脱衣所でも塩素の臭いが全くしない。目が痛い等不調を訴えたことは一回もないです（男性・10 歳未満） 
・学校に比べきれいで臭いもなく良い（女性・10 歳未満） 
・少し水は冷たいけど嫌な臭いもしないので、楽しく集中してレッスンが受けられます（女性・10 代） 
・塩素の嫌な臭いはしないので、体や肌にやさしくていいプールだと思います（女性・10 歳未満） 
・初めて入った時、塩素の臭いがしないのでビックリしました。刺激が少なくて良いけれど水質的に心配な面もありましたがフーミンを知って安心し

ました。家でも使ってみたいです（男性・10 歳未満） 
・怪我をした時など傷が痛いかな？と思ってプールに入っても、あんまり痛くなかったのでこのプールは体にやさしいと思いました（女性・10 代） 
・とてもこのプールはとても泳ぎやすいです。水はとてもやさしく泳ぎやすいです。大会などで行くと、とてもこのプールの方が泳ぎやすいです 
（男性・10 代） 

・スウィンスイミングスクールはとても水がきれいでありがとうございます（男性・10 歳未満） 



・3 歳の頃は風邪を引きやすく長引いたのですがプールにお世話になってこの三年そういったことが減ってきました（男性・10 歳未満） 
・またこのプールでは僕が一級なるまでなので〇を付けました。一級まで頑張りたいと思います。特に風は少し引きやすいが今は特に異常なしです

（男性・10 歳未満） 
・毎日楽しく行かせてもらってます！「おふろのフーミン」ください（女性・10 代） 
・学校のプールより泳ぎやすかった（男性・10 歳未満） 
・次の合格の為に頑張ってます！水の違いには全く気付かなかったです（女性・10 歳未満） 
・水ではないがプール内のエアコンの風が急に変化し寒い（暖かい風の時はよいけど）（男性・10 歳未満） 
・ありがとう（男性・10 代） 
・たのしいです（男性・10 代） 
・ありがとうございます（男性・10 代） 
・ありがとうございました（男性・10 代） 
・7 年間もありがとうございます（男性・10 代） 
・フーミン、全然知りませんでしたが興味あります！（保護者） 
・透明度が高いので、すごく泳ぎやすいです。嫌な臭いなどもせず快適に使わせてもらってます。これからもずっとフーミンがいいなと思います！！

（女性・10 代） 
・肌がツルツルになる気がします（女性・10 歳未満） 
・プール後肌がツルツルになっている気がします（男性・10 歳未満） 
・いつも楽しく通っています。水のやさしさはあまり変わらないそうですが、臭いなどなく泳いでいるそうなので今後とも良い水づくりをお願いしま

す（女性・10 歳未満） 
・スイミングを始めたての頃でてきた娘から塩素の臭いがしなかったのがとても印象的でした。すごいですね（女性・10 歳未満） 
・母です。プールから帰ってくると塩素の臭いはしますが、目が赤くなったり皮膚状態が悪くなった様子は感じられません。いつもありがとうござい

ます（男性・10 歳未満） 
・敏感肌なので心配していたが、特に異常も出ていないので良かった（女性・10 歳未満） 
・特に異常もなく通えていて安心感があります（女性・10 歳未満） 
・これからも、きれいなプールで泳ぎたいです（女性・10 歳未満） 
・このプールで続けていきたい（女性・10 歳未満） 
・このプールを続けていきたい（女性・10 歳未満） 



・顔に水をつけることが出来ませんでしたが、少しずつできるようになりました。楽しく通わせて頂いております（性別・年齢未記入） 
・幼稚園の時は全く泳げませんでしたが、今では潜れたりけのびができるようになりました。複数習い事をしていますが、スイミングが一番楽しいよ

うです（性別・年齢未記入） 
・いつも楽しく通っています（女性・10 歳未満） 
・また行きたいです（男性・年齢未記入） 
・いつも楽しく泳いでいます。これからもよろしくお願いします（女性・10 歳未満） 
・気持ちが良く泳げています（男性・10 代） 
・塩素の臭いや刺激がなくてよいと思います（女性・10 代） 
・家でプールをする時使用しています。詰替えもスウィンで売ってほしいです（女性・10 歳未満） 
・5 年ほど前、幼稚園からの友人が「スウィンの水は肌にやさしいよ」と教えてくれたので通いはじめました。風邪も引かず、アトピーも良い。助か

ります（男性・10 歳未満） 
・学校のプールより泳ぎやすい（男性・10 代） 
・プールあがりの子供からは塩素の臭いがしないことをこのアンケートで改めて分かりました（女性・10 歳未満） 
・肌にやさしくて楽しいです（女性・10 歳未満） 
・水着を家に持って帰った時に臭いがしないのはいいです（男性・10 歳未満） 
・子供と一緒に日曜日にプールに入る事があります。塩素の臭いは気になったことがありません（男性・10 歳未満） 
・他のプールと比べて髪のパサつきが少ない気がする（男性・10 歳未満） 
・毎日入っていますが肌荒れすることなく入っています（男性・10 歳未満） 
・大会などで他のプールに行ったとき、よく「前橋の水一番きれいだ」と言っています。非常に楽しく毎日入っています（男性・10 歳未満） 
・また泳ぎたいです（女性・10 歳未満） 
・頑張ります（女性・10 歳未満） 
・泳いでいて泳ぎやすかったです（男性・年齢未記入） 
・とてもいい質の水（男性・10 代） 
・きれいです（男性・10 歳未満） 
・今後も頑張って泳ぎます。よろしくお願いします（男性・10 歳未満） 
・先生はちゃんと教えてくれました。先生の話しをしっかり聞くとおぼれなく泳げました（女性・10 歳未満） 
・鼻とのどに刺激がくる（男性・10 歳未満） 



・飛び込みだと鼻が痛くなるけど普通にしていれば大丈夫。このまま水泳を続けていきたい！（女性・10 代） 
・とてもいいと思いました（女性・10 代） 
・来るのに楽しみと思っています（女性・10 代） 
・毎回楽しみです（男性・10 歳未満） 
・本人は満足しているようです。嫌がらず行っています（男性・10 歳未満） 
・プールが少し冷たいです（女性・10 歳未満） 
・良いプールだと思います（女性・10 歳未満） 
・いつも楽しく泳いでいます。いつもありがとうございます（男性・10 歳未満） 
・スイミングに行き始めてから水が好きになったから最後まで通いたい（女性・10 歳未満） 
・安心してプールに入れます（男性・10 歳未満） 
・また自由練習に来たいです（男性・10 代） 
・つもきれいです（男性・10 歳未満） 
・不可なく泳げているので満足です（女性・10 代） 
・泳ぎやすい（女性・10 歳未満） 
・自分のタイムを上げられるように頑張りたいです（男性・10 代） 
・もう一度入りたいです（女性・10 代） 
・なた泳ぎたい（女性・10 代） 
・プールは楽しい（女性・10 歳未満） 
・楽しかった（男性・10 歳未満） 
・楽しかった（男性・10 歳未満） 
・プールサイドの汚れ、落ちた髪の毛が少し気になります（男性・10 歳未満） 
・とてもいいプールでした（男性・10 代） 
・たまに息苦しい（女性・10 歳未満） 
・ものすごく楽しいです（男性・10 代） 
・プールに入っていて気持ちいい（男性・10 代） 
・プールに入っていて気持ちいいです（男性・10 歳未満） 
・子供がアトピー性皮膚炎なのですが、安心して通わせてあげられます（女性・10 歳未満） 



・最初は目が赤くなったり、鼻の粘膜が弱くなりましたが三ヶ月位後には大丈夫になりました。喘息が良くなりたいので続けようと思います 
（女性・10 歳未満） 

・水のことまであまり気にしていませんでしたが、肌の弱いうちの子がプールでの肌トラブル（体など）はないので、やさしい水なのだろうと思いま

した（女性・10 歳未満） 
・子供たちのことを考えていただけていると思う（女性・10 歳未満） 
・プール環境にこだわっていると思った（女性・10 歳未満） 
・今年から入会。肌トラブルはスイミングではないように思います。プールといえば塩素で消毒のイメージが強いが消毒に対しても気になります。肌

が弱い子供はいろいろな菌にも感染しやすいので心配があります（男性・10 歳未満） 
・肌が弱くかゆくなりやすいがスイミングの後にはかゆみなどないので安心している（女性・10 歳未満） 
・肌等、特に問題なく楽しく毎週指導していただいています。きれいな水で教えていただけることに感謝致します（女性・10 代） 
・朝、塩素が強い（女性・・10 代） 
・開放日に一緒に入水した時、塩素のイヤな臭いもなくとても清潔で良い水だと感じました（男性・10 歳未満） 
・他のスイミングプールに入った時よりも嫌な塩素の臭いも少なくて、後で肌をかゆがったりすることもないのでとても良い水だなと感じておりあ

りがたいです（女性・10 歳未満） 
・透明度が高くきれいなプールだと思います（男性・10 歳未満） 
・上がったあとの臭いが嫌です（女性・10 代） 
・アトピー肌なので、かゆみが出ないかどうか体験入会で確認してから入会しました。今のところ安心して通わせています（男性・10 代） 
・学校のプールと違って臭くなくていつもきれいなプールです。プールから上がってもカサカサしないです（男性・10 歳未満） 
・とても衛生的で環境が整っていると思います。まだ親は入水した経験がないので機会がありましたら入水してみたいと思います（男性・10 歳未満） 
・子供たちのことを一番に考えてくれてありがたいです。下の子は肌が弱いのでどうしようか考えてスイミングをさせようと思いましたが、来年から

やらせたいと思います（女性・10 歳未満） 
・体に刺激がないプールでこれからもスイミングを習わせたいです（男性・10 歳未満） 
・朝の塩素が強い（女性・10 代） 
・水がいつもキレイで泳いでいて気持ち良いです（男性・10 歳未満） 
・私が子供の頃に入っていたプールとは違い優しいプールだと思います。ベビーから入れるのも安心しています（男性・10 歳未満） 
・塩素の臭いがしなくて良いと思います（女性・10 歳未満） 
・水が学校のプールよりやさしくて泳ぎやすいです（男性・10 歳未満） 



・ときどき塩素の臭いがする（男性・10 代） 
・すごく気持ちいいプールです（女性・10 代） 
・プール楽しいです（女性・10 代） 
・プールは気持ちいいです（女性・10 歳未満） 
・とっても楽しいです。プールに入って冷たかったです（男性・10 歳未満） 
・泳いでるときはあまりゴミとかはありませんでした（女性・10 歳未満） 
・いつも気持ち良く泳げてます（女性・10 代） 
・来るたび分かること学べることが多く、水に触れることができとっても嬉しいです。またとても楽しいです（女性・10 代） 
・楽しかったです（女性・10 歳未満） 
・プールがすごく楽しい（男性・10 歳未満） 
・いつも気持ち良く泳いでいます（男性・10 代） 
・吉井のプール大好きです（男性・10 代） 
・黒帽子まで続けたいです（女性・10 歳未満） 
・いつも楽しいです（女性・10 歳未満） 
・水温を上げてもらいたいそうです（男性・10 代） 
・肌に良いプールでスイミングが出来て子供も楽しく通えているので良かったです（男性・10 歳未満） 
・楽しんで行けてるので良かったです。これからもよろしくお願いします（女性・10 歳未満） 
・安全なプール環境にこだわって頂きありがとうございます（男性・10 代） 
・学校や他のプールより塩素の臭いはきつくありません。スウィンのプールから上がった後は他と違ってチクチクかゆい感じがないので安心して泳

げます（男性・10 代） 
・前に通っていたスイミングでは帰ってくると目が痛いかゆいと言って眼科でもらっていた目薬を差さなければいけませんでしたが、こちらに通う

ようになってからは言わなくなりました（男性・10 歳未満） 
・変な薬のなくて良い（女性・10 代） 
・水がきれいでうれしいです（男性・10 歳未満） 
・子供は泳ぐのに夢中でよく分からないと言っていたが、保護者からすると塩素のプールよりも良いと思います。だからこういう取り組みはとてもあ

りがたいです（女性・10 歳未満） 
・親子で入った時、水の臭いがせず良かったです（女性・10 歳未満） 



・とても良いプールで泳ぎやすいです。少し臭いはつきますが泳ぎやすいです。水温がちょうどよいです（女性・10 代） 
・とても良いプールで泳ぎやすいです。水温がちょうど良いと思います（女性・10 歳未満） 
・水がやわらかく感じてプールの臭いが強く感じる（男性・10 代） 
・親子スイミングで利用した時に良かったです（男性・10 歳未満） 
・いいプールで泳ぎやすいです（女性・10 歳未満） 
・臭いが無くてすごいと思いました（女性・10 代） 
・プールが楽しいです。水は気持ちいいです（女性・10 歳未満） 
・息子にアンケートをしてみました。とても良い水でレッスンしている事を感じました（男性・10 歳未満） 
・ベビースイミングの頃から利用していますが、アトピーがひどい時もプールに入って悪化することはなく通えたのが良かったです 
（女性・10 歳未満） 

・学校のプールと比べると、臭いがきつくない（男性・10 歳未満） 
・普通のプールは塩素臭いけど、このプールは臭いが無くてとても良いと思います（男性・10 代） 
・とてもいい水で気持ちが良く泳げます（女性・10 代） 
・とても良いプールでぜんそくが治りました。友達にすすめたいです（女性・10 代） 
・水のことはよくわかっていなく何も感じていないようですが、嫌な臭いはしなく楽しんでいます（男性・10 歳未満） 
・お世話になります。自分が入ったことないので子供から聞いたあの回答です。もちろん泳いでみるチャンスがあれば入ってみたいです（未記入） 
・このプールにも泳ぐためや病気にならないように工夫をしているのがすごいです（女性・10 歳未満） 
・プールから上がるといつも肌がパサパサです。肌がかゆくなります（女性・10 代） 
・喘息が良くなってくれればいいです（女性・10 歳未満） 
・スイミングを始める際、アトピーのため肌への影響が心配でした。スウィン吉井の水質はその心配が少ないと知り入会を決めました。安心して通え

ています（男性・10 歳未満） 
・現在、白帽子（11 級）です。背泳ぎをしていると口に水が入る様ですがプールから上がった後にのどのかゆみが非常に強いそうです 
（男性・10 歳未満） 

・ぼくは教え方も上手だしすぐ泳げるようになれると思います。肌にやさしいプールだからいろんな人に体験してもらいたいです（男性・10 代） 
・花粉症なのですが、症状が出始めピークになるまでカサカサしてしまう事が多く、髪などもバサバサでお風呂で使用するものなどあまり刺激がない

とされているものを使いますが、合わないのかそんな時季でもスイミングの水は合うようで肌もなめらかでいるようなのと、髪はドライヤーで乾

かしてもさらさらしています（女性・10 代） 



・花粉症などのアレルギーがあるのですが、時季前になると目のまわりやほっぺたが赤く腫れてき始めて、そこから白目がブヨブヨとなり、かゆがっ

たり痛がったり、春はかわいそうな程ですが、スイミング後はひどくなることもなくお休みすることもなく通えるのでとても良かったです 
（女性・10 歳未満） 

・肌について考えてもらってうれしいです（女性・10 代） 
・肌が弱いので心配がありましたが、一年以上通ってトラブルはありません。安心して通うことができています（男性・10 歳未満） 
・目がゴロゴロする。肌がつっぱる（女性・10 代） 
・目がゴロゴロして、出たばっかりは肌がつっぱった（女性・10 代） 
・プールを習わせるのにあたって、塩素が弱いとの話を聞きスウィンに決めて良かったです。傷口はたまにしみると本人は言っていますが、泳いだ後

の肌荒れはなく安心して通わせられます（男性・10 歳未満） 
・アトピー体質で、たまに傷口がしみたりする様ですが、ほとんどプール後の肌は荒れることはないかと思います。他のプールに比べて水がやさしい

という話を聞きスウィンに通わせて良かったと思います（女性・10 歳未満） 
・市民プールなどスウィン以外のプール後の洗濯では塩素の臭いをすごく感じます。しかしスウィンの後では塩素臭が全くありません。優しさを感じ

ます（男性・10 歳未満） 
・いつもご指導有難うございます。これからも体に良い製品開発頑張って下さい。期待しております（性別・年齢未記入） 
・プールが気持ち良かったです（男性・10 歳未満） 
・プール終了時目が赤くなるがその他は特にない（女性・10 歳未満） 
・プールをはじめてから咳が少なくなりました。塩素のようなキツイ臭いも子供の髪や濡れた持ち物からはほとんど気にならないです 
（女性・10 歳未満） 

・以前は塩素の臭いがしたようですが、それが今は全くなくなりとても快適にスイミングをしています（女性・10 代） 
・目や肌にやさしい水だと思いました（女性・10 歳未満） 
・塩素の臭いもなく、いつも快適に入っています。ありがとうございます（男性・10 歳未満） 
・スウィンのこのプールで泳ぐことが出来て良かったです（男性・10 歳未満） 
・このプールにきてよかった（男性・10 歳未満） 
・目が少し痛いそうです（女性・10 歳未満） 
・知人にスイミングスクールは水が子供に合わない場合があると聞いていたので心配しましたが、こちらは全く問題ありませんでした 
（男性・10 歳未満） 

・泳いでてもあまり感じたりしなかった（男性・10 代） 



・以前通っていたスイミングスクールでは、プールの後の水着や帽子だけではなく、髪や体まで塩素臭かったのですが、今はほとんど気にならなくな

りました。目の充血もなく、体にやさしいなと思います（男性・10 歳未満） 
・いつもお世話になっています。プールの入り口を入ると塩素の臭いはあまり感じませんが、帰ってくると水着からは臭いがするような…でも昔のプ

ール程ではないのでありがたいです。これからもよろしくお願いします（男性・10 歳未満） 
・水泳がんばる（男性・10 代） 
・本人がまだ 3 才なので水がどのように変わったかはわかりませんが、塩素の臭いがあまりしなかった気がしました。喘息なので少しでも環境が良

くなったならうれしく思います（男性・10 歳未満） 
・とても肌にいいプールだと思います。お肌がすべすべになってとてもうれしかったです（男性・10 歳未満） 
・肌にやさしい水とは聞いています。これからもよろしくお願いします（男性・10 歳未満） 
・プール特有の臭いがなく子供にも安心です（男性・10 歳未満） 
・肌は強くない方ですが、スウィンの後は保湿しなくても平気です。安心して通っています（男性・10 代） 
・あがった後の体は塩素の臭いが少ししたけれど、プールから臭いはしなかったので良かったと思う（女性・10 代） 
・今のままでも十分楽しいです。時間があったら将来でもまた来たいです（女性・10 代） 
・肌にやさしいプールの水なので、これからも通わせて頂きます。よろしくお願いします（女性・10 歳未満） 
・子供が他のスイミングに通っていますが、帰宅すると全身、水着やタオルからかなり強い塩素の臭いがしいます。スウィンはそのような臭いが無い

為、安心して利用できます。具体的な効果の違いがよく分からないのでチラシや Web での説明があるともっと分かりやすいです 
（性別・年齢未記入） 

・肌が荒れやすいので、幼稚園のプールの時も良く湿疹が出来ていたのですが、スウィンのプールでは荒れなかったので、それがフーミンのおかげな

のかな？と思いました。習い事としてスウィンを検討していた際、入会の決め手にもなりました（男性・10 歳未満） 
・毎回気持ち良く泳いでいます（男性・10 歳未満） 
・肌がカサカサしやすいのですが、最近調子が良いみたいです（男性・10 歳未満） 
・お友達が通っているから始めたけれど、それだけではなく一番肌にやさしいプールと聞いたからです。普通のプールよりも変な臭いがしなかったの

でびっくりしました（女性・10 代） 
・プールの後はカサカサがあまり目立たないと思います。だからべったり塗っていたクリームも少しだけで十分足ります。肌にとてもやさしいと感じ

ています（男性・10 歳未満） 
・肌荒れも気にならずに泳げます（性別・年齢未記入） 
・他のプールは塩素の臭いがすごかったけど、スウィンのプールは臭いがしなくてとても良いです（女性・10 代） 



・肌にやさしいプールだと思いました（女性・10 歳未満） 
・息子は肌が弱いので他のプールに入った後はかゆみが出て肌も荒れてしまいますが、スウィンのプールは毎回かゆみも全く出ません。水着を洗濯へ

出す際も塩素の臭いもしないので親としてもうれしいです（男性・10 歳未満） 
・塩素が強い水だと髪の毛も傷みやすいイメージですが、スウィンの水はその点でも安心です（女性・10 歳未満） 
・持ち帰ったタオルから塩素の臭いがしないので、学校のプールの水との違いを実感しました。アトピー肌にも影響はなさそうなので安心しています

（男性・10 歳未満） 
・早く上手に泳ぎたいです（男性・10 代） 
・フーミンにしていること分かりませんでした（男性・10 歳未満） 
・楽しかった。泳ぐのが楽しいプールに入ったら傷が治った（男性・10 歳未満） 
・怪我したとき普通は水につかると痛いけれど痛くない（女性・10 代） 
・いつもきれいなプールがとても気持ちいいです。来週も来ます（女性・10 歳未満） 
・他のプールに入ったことがあまりないので良く分かっていません（女性・10 歳未満） 
・いつから変わったのでしょうか？（男性・10 歳未満） 
・乾燥しやすく皮膚科にもよく通っているので、体に刺激が少ないというのは気になります（男性・10 歳未満） 
・お風呂上りにはいつも保湿剤を使用していますが、スウィンの後には特に何も塗らなくても大丈夫です（女性・10 歳未満） 
・他のプールよりバスタオルが塩素臭くないと感じます（男性・10 代） 
・プール後、肌がかゆくなりにくいと思います（男性・10 歳未満） 
・現在小 2 ですが年少時入る時にひどい乾燥肌でしたので、先生に相談しました。アトピーでも大丈夫と言われその通り全く問題なく通ってます 
（男性・10 歳未満） 

・4 歳息子は目の充血は変化していませんでした。1 歳ベビースイミングで臭いはしないと思います。乾燥は子供はしていましたが大人は突っ張らな

かったです（男性・10 歳未満） 
・また泳いでみたいと思いました（女性・10 歳未満） 
・塩素臭がないのが良い（男性・10 歳未満） 
・他のプールよりも肌のカサカサや髪の痛みが親子ともに少ないと思います（性別・年齢未記入） 
・目や鼻への刺激が少ないとはありがたいです！！そういえば、目が痛いと言わないなぁと思いました！！（女性・10 歳未満） 
・言われるまで気付きませんでしたが、子供たちから塩素の嫌なニオイがしない！！（女性・10 歳未満） 
・言われるまで気付きませんでしたが、確かにプール後子供達から塩素の嫌なニオイがしない！！（男・10 歳未満） 



・上がった後の顔や頭皮の赤み、かゆみがとても少なくなったように感じます（女性・10 歳未満） 
・以前の乾燥肌が少し良くなってきたような気がします（男性・10 歳未満） 
・プールの中にゴミやばんそうこうが入ってる時があり、それが気になるそうです（女性・10 歳未満） 
・夏のあせもによるひじ、ひざなどの関節部分のかゆみがだいぶ治まってきました（女性・10 歳未満） 
・塩素でピリピリとかはないような気がします（男性・10 歳未満） 
・いつもお世話になっております（女性・10 代） 
・プールを出たあとかゆがらないです（男性・10 歳未満） 
・体に優しいプールはありがたいです（性別・年齢未記入） 
・スウィンのプールは臭いがありません。気持ちいいです（男性・10 歳未満） 
・プールあがった後は体がかゆくなるが、スウィンで入った後にそんなことはないので、良い水なんだと思っています（男性・10 歳未満） 
・水着やタオルの色落ちもなく、塩素臭も確かにしないです。私が子供の頃はプールを習っている子は髪が茶色くなってしまう子もいたほどですが、

スウィンは安心して通わせられます。（母より）（男性・10 歳未満） 
・ベビーの時からやっていますが、特に肌トラブルなくやっています（女性・10 歳未満） 
・主人とここのプール塩素の臭いしないね。今時はこうなのかね？と話をしたことがありました。安心できる事は親にとっては大変有難いです 

（女性・10 代） 
・肌が弱い息子ですが、スウィンのプールは入水後の肌荒れがあまり気にならないので助かります（男性・7 歳） 
・家から遠いけどここのプールにして良かったです（女性・10 代） 
・プールの臭いは嫌なニオイではなくて良かった（男性・10 歳未満） 
・本人はあまり分からないということでしたが、喘息やアレルギーがあるのでありがたいです。妹はアトピーなので通わせてもいいかなと思いました 
（女性・10 歳未満） 

・子供がプールから上がってきて着替える時も塩素の嫌な臭いは全くしなくてお肌にも優しくてすごく良いと思います。プール=塩素の臭いのイメー

ジが強くて少し心配でしたがスウィンのプールは環境に気を使っているので安心です。おふろのフーミンすごく良い商品だと思います（男性・10 歳

未満） 
・塩素の臭いはしました（女性・10 歳未満） 
・塩素の臭いはごくごくわずかで気にならない程度です（男性・10 歳未満） 
・プールから上がった時にあまり体の臭いは嗅がないので分からなかったですが、前のプールより塩素の濃度が下がったのか臭いはほとんどしませ

んでした（男性・10 代） 



・学校は嫌な臭いするけれど、スウィンのプールは臭いしなかった（男性・年齢未記入） 
・千代田の温水プールはバタフライがやりにくく水質が悪い。四中は藻が生えて汚い。城沼はぬるぬるして泳ぎにくい。水泳部に入っていろんなプー

ルに入ったらスウィンの水が一番泳ぎやすいと分かりました。アンケートが来る前から気づいてました！水質が良いと（男性・10 代） 
・プールの中でも目を開けても痛くないです（女性・10 歳未満） 
・肌が弱い、風邪を引きやすい体質でしたが、四年間通ってあまり気にならなくなりました（女性・10 歳未満） 
・アトピーがあり敏感肌なので、刺激が少ないプールはとてもありがたいと思っております（女性・10 歳未満） 
・臭いがしなくなったの思います（女性・10 歳未満） 
・父おすすめのプールです。親子で気に入っています（男性・10 歳未満） 
・楽しく通っています（女性・10 歳未満） 
・水がきれいでした。小さい泡がかわいいでした。プールが楽しいです（女性・10 歳未満） 
・今後も続けていくのでプール環境にこだわっているのはありがたいです。良い水づくりが成功すること願っています（女性・10 代） 
・とても気持ちが良く泳げました（男性・10 歳未満） 
・プール楽しいです（女性・10 歳未満） 
・頑張ります（男性・10 歳未満） 
・金メダルを取りたい!!（男性・10 歳未満） 
・まだ始めたばかりですが、引続き様子みたいと思います（男性・10 歳未満） 
 



≪アンケート感想一覧≫ 

 

おとな 

・友達の美容師さんが、髪の色や質が悪くなっていなく驚いていました。自分自身もプールから上がった後に、肌の突っ張りもなく、髪の毛もギシギ

シしないので、とても助かっています。(女性・30代) 

・他のプールに比べて塩素が少なく、肌にやわらかい感じです。水温調節も良く小さめでも楽しいプールです。(女性・70代) 

・肌がカサついたり、つっぱったりしない。優しい水の感じがする！(女性・60代) 

・他のプールより塩素臭が少なく感じます(女性・30代) 

・他の公共のプールより塩素臭は少ないと思いました。(男性・40代) 

・カルキくさくなく、優しいお水です。(女性・50代) 

・塩素の嫌な感じもなく、安心して泳げると思います。(女性・50代) 

・入浴時に使っています。入浴後、肌のツッパリ感が減りました。入浴後のお水をお風呂のお掃除に使うととてもキレイになり、不思議なくらい汚れ

がつきにくくお掃除がラクラクです。(女性・40代) 

・塩素プールに行くと肌がカサカサするのですが、ヴィムのプールへ行った後は何ともないというよりも、むしろ肌ツヤが良くなる気がします！ 

（女性・40代） 

・乾燥気味だったものが、泳いだ後の乳液が沢山使用する必要がなくなった気がします（女性・50代） 

・すぐには違いが実感できませんでしたが、細かいところに気を使っていただけているのは有難いです（女性・50代） 

・以前とは明らかな違いを感じます。快適に過ごせます（男性・50代） 

・公共施設のプールとは断然違って快適です（男性・70歳以上） 

・プールの刺激される臭いが苦手でしたが、体にやさしいプールさんの水は、嫌な臭いがせず、肌もサラサラで気持ちよく泳ぐことができましたし、

プールから上がった後もベタつかず快適に過ごす事ができました（女性・20代） 

・塩素のにおいがほとんどなくてよいです（女性・40代） 

・プールの水は清潔な感じがするのに、塩素の臭いがなく不思議に思っていました。髪も傷みやすい方なのでプールの水が配慮されていて安心です 

（女性・20代） 

・塩素臭がなくて良いです。私は手荒れ性、子供はアトピーなので安心して入れます（女性・30代） 

・前とは違うと思う。臭いもしないし、カサカサもこの頃感じない。いつからか分からないけど前とは違う（女性・70歳以上） 

・どこのプールよりもあざみのプールは良い。最高だよ（女性・70歳以上） 



・以前は水が目に入った時、しばらくの間、目の痛みが続きましたが最近目の痛みを感じることがありません（女性・60代） 

・水質が変化してすぐに気づきました。ありがとうございます。日頃の対応にも細やかな気遣いに感謝しています。ありがとう！（女性・60代） 

・以前は泳いだあと妻から「塩素臭い！」と言われたことがあった。でも最近はそうではないみたい（男性・60代） 

・水場に汚れがつきにくくなるらしいので試してみます（男性・50代） 

・塩素の臭いは少ないと思う。肌が弱いので安心感がある（女性・30代） 

・天然の水で体にいいプールで柔らかくて何も違和感ないし、塩素の臭いもなくて最高です（男性・30代） 

・家に肌の弱い犬がいます。フーミンを入れたお風呂でシャンプーをしたらシャンプー後のかゆがりがなくなった。炎症したところにつけてあげたら

次の日赤みがなくなった（女性・30代） 

・前は冬になると身体中が痒くなったので空気の乾燥のパーセンテージが高くなったのだと思っていました。塩素の量も少なく水がきれいになった

ためと実感しました（女性・70歳以上） 

・使っています。風呂場の汚れが目立たないです（女性・70歳以上） 

・以前はかなり臭いましたし、手足の産毛がとれました。近頃は柔らかく、臭いもしません。しかし体を拭いた後のバスタオルはすごく臭く、カビが

生えます。目も刺激がなくなりました（女性・70歳以上） 

・水泳をすることは良いこと、しかし塩素の水に毎日入っていることは身体にとても良くないし、と考えていました。今回のやさしい水と空気のプー

ルとの見出しに感激しました。これからも安心してこのプールに通えそうです。よろしくです（女性・60代） 

・スウィンプールに 11年お世話になっております。以前はプールに入った後塩素の臭いがとても気になり嫌でした。今はとても快適にプール生活を

楽しんでおります（女性・60代） 

・プールに入ると肌がすべすべになった気がする（女性・50代） 

・プールに行った日のほうが肌の状態が良い気がするので嬉しい！（女性・30代） 

・20数年前、わかばスイミングで指導コース泳いでいた時は泳いだ後、2～3時間鼻水が止まらなかったのですが、こちらのプールに変わってからは

それがなく楽しませて頂いています（女性・70歳以上） 

・前より、水質は良くなりました。以前は塩素の臭いが強く目が痛くなることが多かったのですが、最近はあまり感じません。今後ともよろしくお願

い致します（女性・70歳以上） 

・何年か前までサブプールで塩素で目が痛くてしかたがなかった時があったが、この頃はそのようなことはない。フーミンを使用しているからです

ね。フーミンの事を初めて知りました。これからもよろしくお願い致します。（女性・60代） 

・いつも気持ちよく使用させて頂いています。言われてみれば塩素の臭いは強くなく（市民プールと比較）髪もきしみが少ないです。子供も使用して

いるので安心です（女性・40代） 



・こういった取り組みをして頂けると、子どもを預けるのも安心です。今後も肌に良い水をお願いします（女性・30代） 

・プールから帰って夜になると鼻づまりやくしゃみが出る。前は喉の周りも痒くて薬を塗っていましたが今はあまりなくなった。以前よりプールの水

が良くなった様な気がする（女性・70歳以上） 

・以前は家族にプールに入った後、塩素臭いと言われましたが最近は言われなくなりました。自分でもそういえば臭わなくなったかも、アクアビクス

している時目が痛い時は今でもあります（女性・60代） 

・ゴーグルが外れた時、目が良く赤くなりました。最近はゴーグルが外れることもないので分かりませんが、赤くならないのなら嬉しいです 

（女性・60代） 

・いつも水がきれいに管理されていれば快適です（男性・60代） 

・毎日お風呂で使用しております。肌にやさしいと実感できます。鼻や目に刺激が無いのが嬉しいです。お風呂のフーミンを使用して 4 本目ですが

非常に肌に合います（女性・70歳以上） 

・刺激が少なくプールの水がやさしい感じがしています（女性・60代） 

・水がやわらかくなった感じがします、塩素の臭いは感じませんでした。とてもいい感じです（女性・60代） 

・目の痛みが少ない（男性・60代） 

・三ヶ月ほど前から使っています。全身・髪にも使っていますが、エアリーな仕上がりで人にも薦めています。ずっと使っていきたいと思います 

（女性・50代） 

・水がきれいで気持ちが良いです（女性・40代） 

・塩素の臭いがしないので良い（女性・40代） 

・先日、子どもの付き添いで初めてプールに入りました。全く塩素のツンとした感じがしないし、髪もきしまないのがわかりました（女性・40代） 

・塩素の臭いがしなくて泳ぎやすいと思う（男性・30代） 

・子供がアトピー気味なので、やさしい水と空気でスイミングができて安心です（女性・30代） 

・においがなくて、よかったです。（女性・30代） 

・以前、他のスポーツクラブに通っていた時は、レッスン後の肌あれがひどかったのですが、今はあまり肌あれしません。（女性・30代） 

・肌がつっぱらない感じがします。（男性・50代） 

・前は、背中のかゆみ感がありましたが、塩素がなくなったせいか、ぜんぜん気にならなくなったので、このままでお願いします。（女性・50代） 

・家庭用の風呂に使用してます。冬の時期手足のカサカサ感がなくなり、保湿用クリームも使用せずに過ぎました。（女性・60代） 

・快適な施設を楽しみにしています。（男性・70代） 

・以前は家に帰って手の臭いをかいでみると塩素の臭いがしました。また、アレルギー性鼻炎だったのでプールに入ると目が腫れたり症状が悪くなる



のでプールには入りませんでしたが、最近はそんなこともないので楽しくプールに入っています。ありがとうございました（女性・60代） 

・最近は塩素の臭いがなくなりました（女性・60代） 

・鼻炎持ちなので肌で感じるだけで、臭いはちょっと？（女性・60代） 

・いつもお世話になっております。喘息ですが何も考えずに入会。塩素の臭いがしないといいなあとは思っていましたが、そういうことだったのです

ね。本当にこちらで良かったと思います（女性・40代） 

・子供がプールに入ってるので水の感じは分かりませんが、水着を洗う時に塩素臭がしないと感じています（女性・30代） 

・フーミン良いと感じます。でも、水着やタオルには多少ですが塩素の臭いが残ります（女性・30代） 

・ほかのスイミングスクールや市民プールに入水後は目が赤くなっていたのですが、ここのプールは人にやさしい気がします（女性・40代） 

・以前より泳いでいて、プールの水が優しくなったような気がします（女性・60代） 

 

  



こども 

・プールの後の皮膚の状態がとてもよく、プールのお水が合っていると実感したので、自宅でも HE-01B を使っています。季節の変わり目になると

首やひざなど赤く痒くなるので直接塗ってみると数日後に は良くなります。今後も継続的に使っていきたいと思っています。(男性・10代保護者) 

・このプールでは、肌はかゆくならないしむしろアトピー肌が良くなっています。(男性・10代) 

・水がやさしいし、においもしないからいいです。(女性・10歳未満) 

・他のプールにくらべて水がとても良いかんじがします。(男性・10歳未満) 

・他のプールより塩素が弱くて泳ぎやすい。(女性・10代) 

・Vimのプールはゴーグルをしなくても目が痛くならないようです（男性・10歳未満） 

・子供が入っているので直接的な感想は言えませんが、親からすると前より臭いもなく(塩素臭)、髪の毛もさらさらしています。肌が弱い子なので良

かったなぁと感じます。子供も気持ちいい！！とは言っています（男性・10歳未満） 

・プールは優しいです（女性・10代未満） 

・乾燥肌で腕があれていて、なかなか治らなかったのですが、スイミングに通って 2回目ですっかりキレイになりました。1年生の娘が「みて～！！

ここがキレイになった」ととても喜んでいました（女性・10歳未満） 

・アトピーなので自宅でもフーミンを使ってみたいと思う（女性・10歳未満） 

・学校のプールに比べるときれいです。すき通っている（女性・10歳未満） 

・プールの南側を歩いたときプールの臭いがまえはしたけど今はしていないことに気づいた（女性・10歳未満） 

・前より泳ぎやすくなった（女性・10歳未満） 

・毎週日曜日の朝に水泳部の朝練の時に利用しています。他のプールよりはとてもいいので泳ぎやすいです。これからも「人にやさしいプール」をつ

くっていってください（女性・10代） 

・プールから上がった後、前は塩素の臭いが髪からしたけどこの間からなんとなく臭わなくなった（女性・10代） 

・今日、これをいれていないプールの違いがわかりました（女性・10代） 

・前よりも柔らかく感じました（男性・10代） 

・肌にやさしくて、消毒もできるといいと思います（男性・10歳未満） 

・やさしいプールだと思う（女性・10歳未満） 

・このままの水がいいと思います（男性・10歳未満） 

・プールのお水に不快感など気になることは無いようです。快適に泳がせて頂いています（男性・10歳未満） 

・10年前に入館していた友人があまり水質の事を良く言ってなかったので今はそんなことないとお話ししたいです（男性・10歳未満） 



・アトピー性皮膚炎があるのでうれしいです（男性・10歳未満） 

・学校のプールの水が汚くて目が痛くなるけど、スウィンのプールの水は目が痛くないからとてもうれしいです（男性・10代） 

・いつも大変お世話になっております。子供たちの為に、健康を守る取り組みをしてくださり、ありがとうございます。今後とも継続して頂けますよ

う、よろしくお願い致します（男性・10歳未満） 

・プールの水はきれいだと思う（男性・10歳未満） 

・肌は弱い方ですが、これまで何のトラブルもなく続けてこられたのでいい水だと思います（男性・10代） 

・肌にやさしいと感じますが、弱い皮膚の所が赤くなったり痒くなります（男性・10歳未満） 

・自由開放日に父母もスウィンのプールを利用し、他のプールに比べ水のやわらかさ、塩素臭の少なさを感じました。子供にも安心です。水の良さ+

指導の良さ共にとても満足しております（女性・10歳未満） 

・特に不快な感じはしないし、いい水だと思います（女性・10歳未満） 

・プール特有の塩素臭がきつくないと思います（水着は脱いだ後少しだけ臭いますが）スウィンが大好きで毎回のレッスンを楽しみにしているようで

す。水嫌いでしたが、うそのようにスウィンのプールで顔付け出来る様になりました。ありがとうございました（女性・10歳未満） 

・スウィンに入会前より、アトピー症状があり特に夏はひどく、お風呂のシャワーさえ痛がることが多いのですが、プールの水は全く大丈夫で楽しん

で通うことが出来ています。親子ともに嬉しく思っています。お家でもフーミンを使ってみたいです（女性・10歳未満） 

・ちょっと前までプールの日だけお尻が赤くなっていました。水が合わないと感じていましたが、アンケートを貰って来た日にお尻を確認すると赤く

なっていませんでした。心配が一つ減ると思うとうれしいです（女性・10歳未満） 

・ゴミが減った（女性・10代） 

・水には知らないことがいっぱいあったから知れてよかった（女性・10代） 

・子供の水着などから塩素臭さがなくなったと思いました。本人もゴーグルを外した時に目にしみたり、鼻がツンとしないのが良いようです 

（男性・10代） 

・学校よりもやわらかい水で泳ぎやすいです（男性・10代） 

・ありがとうございます。私も自分の肌の事を少しでも知れてよかったです（女性・10歳未満） 

・とてもいいプールでやさしいからプールがしやすいです（女性・10歳未満） 

・５歳の子供ですが入ってすぐに水が違うと思ったそうで「すぐにわかったよ」と言っていました（女性・10歳未満） 

・良いかどうか本人は分かっていませんが、肌トラブルなど起きていませんのでやさしいプールだと思います（女性・10歳未満） 

・水がきれい（女性・10歳未満） 

・水がきれいです（女性・10歳未満） 



・やさしい水です（女性・10歳未満） 

・水が柔らかくていいです（女性・10歳未満） 

・先週の金曜日行ったらプールの水が「あ、このプールの水が変わったな」と思いました（女性・10歳未満） 

・家でもお風呂あがりやプールをやった時などは、その後必ず保湿をしなければならなかったのですが、スウィンでは終わった後、保湿しなくても痒

がらなかったことにとても驚きました。保湿の負担がないので、正直「楽だなぁ」と思っています。家でも使ってみたいと思っています 

（男性・10歳未満） 

・普通のプールより広くて泳ぎやすい（男性・10歳未満） 

・いい気持ちがした（男性・10代） 

・いつもより泳ぎやすくなってとても良かったです（男性・10代） 

・泳ぎやすくなった！（女性・10代） 

・優しいプールだとなんだか気持ちがいいのでいいプールだなと私はそう思いました（女性・10代） 

・プールの臭いやゴミとかはないと思うし、そんなに感じない（男性・10代） 

・水が前よりきれいになった！（男性・10歳未満） 

・くさくないし、気持ちよく入れます（女性・10歳未満） 

・肌荒れしやすいので心配でしたが、このような成分の物を使っていると知ってとても安心しました。 

（男性・10歳未満） 

・肌がカサカサになりやすいので塩素から守ってもらえるとうれしい（女性・10歳未満） 

・祖父母送迎で、子どもも小さいので違いは分からないようです（女性・10歳未満） 

・プールが優しいので安心して入れる（女性・10代） 

・プールが良くなって良かったです。私たちの為にありがとうございました（女性・10代） 

・前よりもスウィン館林が大好きになりました。このプールになって本当に良かったです（男性・10代） 

・泳ぎやすいプールだと子供たちが話しています（男性・10代） 

・鼻炎・アレルギー・喘息があるので水に気を遣っていただけるととても嬉しいです！（男性・10代） 

・プールに入ると気持ちいい。体が痒くなったりしなくて良い。臭いがなくてとっても良い！！（男性・10代） 

・まだ入会して二ヶ月くらいですが、髪も塩素臭がしなくてとてもいいですね。この先が楽しみです（女性・10歳未満） 

・臭いがしなくて嬉しい（女性・10歳未満） 

・妹（2歳）が肌が弱いので安心して入会できそうです（女性・10歳未満） 



・前よりもしっとりなめらかになって気持ちがいい（女性・10代） 

・他のスイミングスクールに通っていたときは、上がった後肌が赤く炎症していましたが、スウィン様に初めてお世話になり、肌の赤みはなく少しカ

サカサしている感じはありましたが、とても状態が変化しているように思いました。ご指導も易しく丁寧で本人も大変喜んでおりました。今後とも

ご指導よろしくお願い致します（男性・10歳未満） 

・きれいなプールで気持ちがよい（男性・10歳未満） 

・プールでは塩素が一番気になっていました。子供の肌に気を遣わなければいけなくてプールに通わせない方も多いと思います。こういった取り組み

をして頂けると親としても大変ありがたいです。安心して通わせられます（男性・10歳未満） 

・プールが変わってから水着の洗濯をするときに、水着から塩素の臭いがしなくなったので不思議に思っていましたが、水が変わったのですね。子供

がスイミングから帰ってきた時も塩素の臭いがなくなりました。水に気を遣っていただき嬉しいです（男性・10歳未満） 

・水が優しくなってよかったからこれからも続けてください（男性・10歳未満） 

・肌が弱いので病院の先生からプールはやめた方がいいですね、と言われていますが、今のところ肌の問題はなく楽しく通わせてもらっています。水

の質が良いのかなと日々感じています（男性・10歳未満） 

・プールの水が雲のようにフワフワしていい感じです（男性・10歳未満） 

・他のプールとくらべて塩素臭の少なさはすごく実感しました（女性・10歳未満） 

・これからやさしい水のプールに入りたいです。よろしくおねがいします。（女性・10歳未満） 

・これからもやさしいプールのお水でおねがいします！おねがい！（女性・10歳未満） 

・現在プールに通っているのは 8 歳の息子。空気の臭い、不快感などはあまりわからない様です。是非自宅のお風呂に入れどのような感じなのか体

験感したいです。（男性・10歳未満） 

・はながいたくなくてよかった。（女性・10歳未満） 

・臭いがないのはいいと思いました！（女性・10歳未満） 

・母の日の開放日に子供と一緒に入りました。その時はあまりわからず．．．また、開放日に実感できるかなと思います。少し乾燥肌やあれてしまう事

もあるのでやさしいプール水が良いと思います。（女性・10歳未満） 

・本人は特に実感として感じていなかったが、プール塩素は気になっていたので、よかったです。（女性・10歳未満） 

・プールの水は気持ちいいです。（男性・10代） 

・かみが前にくらべていたむことがなくなったのでとても良かったです。（男性・10代） 

・あまり実感がなかったのですが、次プールに入る時は確かめたいです。（男性・10代） 

・おふろのフーミンがあると気持ちよくなると思った。（男性・10代） 



・スウィンの水とても気持ちが良かったです（男性・10代） 

・塩素の臭いがしないのはとてもいいと思います。プールから出た後は肌の乾燥があまりなく、逆にしっとりしている感じです（男性・10代） 

・スイミングの水はきれいでいいですね。思ったんですけどなんでスイミングの水はきれいなんですか？（女性・10歳未満） 

・嫌な臭いもしなくていいプールだと思います。ほかのプールよりいいプールだと思いました。これからもプールを続けてください。お願いします、

きれいなプールのままで！（女性・10代） 

・学校のプールより水が柔らかいので泳ぎやすい（10代） 

・前より水が肌にやさしい気がします。空気は絶対嫌なにおいをしないようにしてください（女性・10歳未満） 

・前よりタオル類の臭いが少なくなった気がします（女性・10歳未満） 

・いつも目がかゆくなるみたいですが、今日入ったときは目がかゆくならなかったみたいです（男性・10歳未満） 

・体が痒くなくなってきたようです（男性・10歳未満） 

・しっとりした感じです（男性・10歳未満） 

・以前通っていたスクールでは練習が終わると毎回、体中が赤くなって痒そうでした。こちらのプールで 

はそうはならないのできっと水が良いのだと思いました（男性・10歳未満） 

・肌がきれいになっている気がします。ありがとうございます（男性・10歳未満） 

・髪の毛がパサついたりせず、スイミングを続けていても茶色の髪にならないところがよいです 

（女性・10歳未満） 

・髪の毛が臭わなかったのでいいと思います（女性・10歳未満） 

・子供が塩素の臭いがしないと言っているので使ってみたい（男性・10歳未満） 

・プールの水が新しくなっていて、とても気持ちよく感じました（男性・10歳未満） 

・安心してプールに通わせられるので助かります。ありがとうございます（女性・10歳未満） 

・プールに入った後、肌がきれいになる。髪がサラサラになってとてもいいプールだと思う 

（男性・10代） 

・アトピーでも安心してプールに通えます（男性・10代） 

・いつも足が乾燥していましたが、プールに入ってもしみませんでした（女性・10代） 

・敏感肌・乾燥肌だったのでスイミングに通うことも心配していましたが、プールからあがってもすぐに 

特別なケアをする必要がなく、４年間ほど通い続けることができています（女性・10代） 

 



コーチ 

・プールオーナーです。喘息児、アトピーの子供が通っています。1番喜んでいるのは本人です。 

 家庭用も使っていますが、ご両親から感謝の言葉をいただきました。(男性・60代) 

・プールから上がった後の肌が他のプールと違って全く違います。塩素臭もなく、かさつく感じもあり 

 ません。(男性・30代) 

・水に長時間入ってますが、塩素の臭いなど不快感を感じたことはないです。(女性・20代) 
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