
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

安全上のご注意！

●飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。　●35℃を超えるお湯を本

体側に通さないでください。　●pHの測定は定期的に行い、pH10以上の水は直接飲用しない

でください。　●次のような水は飲用しないでください。(１)酸性水、(２)排水パイプ(パイプ小)か

ら出る水、(３)pH測定液が入った水　●医薬品を電解水素水で併飲しないでください。　●次の

方は電解水素水を飲む前に医師に相談してください。(１)医師の治療を受けている方、(２)腎臓

に障害がある方、(３)身体に異常を感じている方　●電解水素水を飲用して身体に異常を感じ

たとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られないときは飲用を中止し、医師に相談して

ください。　●次の方は酸性水を使用する前に医師に相談してください。(１)肌の弱い方、(２)

アレルギー体質の方　●酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、

医師に相談してください。　●電解水素水はpH9.5が飲用に適していますが、初めて飲用す

る方は水素水レベル1で少量から飲用してください。　●電解水素水は、1日当たり500～

1000ミリリットルを目安に飲用してください。　●生成水は生成後なるべく早く使用してくだ

さい。また、電解水素水/浄水を保存する場合は、清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れ冷

蔵庫で保存し、2日以内に飲用してください。
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お肌に近い弱酸性のお水です。
食器などの洗浄にお使いいただけます。

JIS規格13物質及び浄水器協会自主規格6物質が除去された
お水です。赤ちゃんのミルクや薬の服用などにお使いください。

■レベル別pH値目安

※pH値はあくまでも目安であり、地区の水質により数値に変動があります。

1
飲用
8.0～9.5

2
飲用
8.5～9.9

3
調理用
9.0～10.5

水素水

－
飲用
電解なし

浄　水

－
洗浄用
3.5～5.5

酸性水

レベル
用　途
pH目安

モード

◆飲用に適合した水（水道水など）以外には使用しないでください。
◆腎疾患の方はご使用前に医師に相談してください。
◆取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

医療機器製造販売認証番号：224AGBZX00024000
本器は医薬品医療機器等法（旧薬事法）第２条第４項の
政令で定める医療機器であり、第６項の管理医療機器
です。

●水素水画面／表示にタッチする
と、水素水表示が青色に点灯しま
す。さらに水素水表示をタッチする
と水素レベル表示に切替わり、3段
階までレベルを調節することができ
ます。メロディが鳴り始めると、電
解水素水が取水できます。

●浄水画面／ 表示にタッチする
と、浄水表示が緑色に点灯します。
水が出て2、3秒してから浄水が
出始めます。

●酸性水画面／ 表示にタッチする
と、酸性水表示がオレンジ色に
点灯します。ブザー音が鳴ると、
安定した酸性水が取水できます。

※当社では、電気分解して陰極から生成される水素を含んだ
アルカリ性の飲用可能な水「アルカリ性電解水」を電解水素水、
陽極から生成される「酸性電解水」を酸性水と呼びます。

電解水素水は、水道水に含まれる塩素や鉛などを
除去し、さらに電気分解することによって陰極側
に生成される水素を豊富に含んだアルカリ性の
お水です。生成後、白く小さい気泡が発生します
が、これは電気分解によって生成された水素の気
泡です。そのままお飲みください。また、胃腸症状
の改善に効果がありますので、毎朝のお通じなど
気になる方はぜひお試しください。



取付穴：Ø38～Ø41

JIS規格13物質+6物質を除去!
超微細な活性炭（マイクロカーボン）と不織布
が溶解物質をスピーディに吸着し、JIS規格
13物質（※1）及び浄水器協会自主規格6物質（※2）

をしっかり取り除きます。しかも目詰まりし
にくく、水が流れやすいのが特長です。マイク
ロカーボン部分は環境にやさしいエコ素材

【ヤシ殻】を使用しています。

●浄水カートリッジの交換時期は、水のろ過量・水質・水圧などにより異
なります。●交換お知らせランプは、最初のご使用から約1年で点灯し
ます。また、総通水量が12tに達した場合は1年以内でも交換ランプ点
灯します。ランプが点灯しましたら、カートリッジをご交換ください。

浄水カートリッジ
はカバーを外し、
約4cm浮かすだけ
で容易に交換が可
能です。

※3. 総トリハロメタンとは上記4～7の4物質の総称です。

プレミアムマイクロカーボンUMSα
カートリッジ標準価格（税抜）

交換用浄水カートリッジ

¥12,500

¥378,000

コンパクトなアンダーシンク内蔵型本体、
しかも整水湯水一体型水栓です。

奥行きわずか10センチ、高さも32.9センチの
本体なのでシンク下にすっぽり収納。しかも
いまお使いの水道ラインをそのまま使用しま
すので、別に専用水栓を取り付ける必要があ
りません。カートリッジの交換時期が来ると、
水栓の液晶パネルとともに本体スイッチの
カートリッジリセット
ランプも点滅してお
知らせします。

カートリッジにはNSF認証取得の
活性炭を使用しています。

当社のプレミアムマイクロカーボンUMSαカ
ートリッジは、NSF認証を取得した活性炭（当
社共同開発）を使用しています。

【NSF認証活性炭メーカー/品番】
・株式会社クラレ/T-SCO 60/150THM
・フタムラ化学株式会社/ＣＮ8200Ｇ

マイクロカーボンは内部に無数の微細孔を
もつ多孔性の炭素物質で、JIS規格13物質
及び浄水器協会自主規格6物質をしっかり
取り除きます。

NSF認証とは
世界的に認められた公衆安全衛生に係わる非
営利機関であるNSFインターナショナルが制定
した公衆安全衛生に関わる規格であり、認証に
は厳しい試験をクリアしなければなりません。

ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式で
安定した電解能力を持続します。

シャワーヘッドにシャワー切替ボタンを
装備しています。

通水中にストレートから
シャワーに切り替えできます。

1分間に最大4リットルの
電解水素水を生成。

定格電流AC4.5Aと容量を大きくしていますの
で、1分間に最大4リットルの電解水素水が取
水できます。

セーフティバルブ機能、
水漏れセンサーによる安全性。

本体内部の水道圧の異常を感知するとセーフティ
バルブ機能が働きます。また、万一本体より水漏れ
が発生した場合には、水漏れセンサーが感知して、
強制的に止水する安全装置が装備されています。

定期的に
極性を
切りかえ

クロスライン方式

※本体入水圧（動水圧）160kPa

主な仕様
● 医療機器製造販売認証番号:224AGBZX00024000
● 定格電圧:AC100V
● 定格周波数: 50- 60Hz
● 定格電流:AC4 .5 A
● 定格電解電圧:DC50V（max.）
● 消費電力:約270W（待機時約0.9W）
● 電解槽: 4槽（8セル）
● 電極（枚数）:プラチナコーティング電極（5枚）
● 電極耐久時間:電解時間として1400時間
　（使用量・水質等の使用条件によって異なります。）
● 生成水取水方式:専用水栓方式
● 定格取水量:電解水素水約4リットル/分（max.）
　 酸性水約4リットル/分（max.）浄水約5リットル/分（max.）
● 使用可能配管水圧:50kPa(最低動作水圧)～700kPa
● 本体重量:約5kg
● 電源コード長:約1.0m（アース線付き）
● 本体寸法:310（W）×329（H）×100（D）mm
● 水栓寸法:178（W）×371（H）×249（D）mm
● 浄水カートリッジろ過能力：
　 JIS規格13物質 12トン（除去率80％以上）
　 JIS S 3201での試験結果（試験ろ過流量4リットル/分）
　 浄水器協会自主規格6物質 12トン（除去率80％以上）
　 浄水器協会規格基準での試験結果（試験ろ過流量4リットル/分）
　 （水質及び使用量によって差異が生じますが、1日32リットル
　  使用した場合で、約1年間使用できます）
● 電解槽洗浄方式:ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式
● 電源回路:スイッチング・レギュレーター方式
● 本体保護機能:ヒューズ（基板内蔵）:8A、水栓定流量弁、
　 安全逃がし弁（過大水圧防止）、定電流制御回路（過電流
　 防止装置）、過熱防止装置、水漏れセンサー
● 本体（水栓を含む）給水器具等認証登録番号:
　 W074-20037-227
● 水栓認証登録番号:C-542
※掲載の製品の色は印刷ですので、実際の色と異なる場合があります。
※製品の定格及びデザイン改良等のため予告なく変更する場合があり
　ます。ご了承ください。
※地域・水質（地下水等）によっては十分なpHが得られない場合があり
　ます。お買い上げの前に販売店にご相談ください。

水栓本体・取水パイプ・シャワーホース・逆止弁付ジョイント
（2個）・シャワーヘッド・接続ユニット・クイックファスナー
保護キャップ付（2個）・クイックファスナー電磁弁用・電磁弁・
ストッパー・pH測定キット（専用カップ、pH測定液、pH比色紙
表）・電解水素水ホース（青）・入水ホース（黄）・専用工具（お客様
用※シャワーヘッド固定用）

寸法、詳細等につきましては、設置前に必ず販売店に
ご確認、ご相談ください。

製品寸法

本体

付属品

標準価格（税抜）
取付工事費別

グラシアは水を電気分解して電解水素水を生
成しますが、生成時に水の中に含まれるミネラ
ル等が電極板に引き寄せられます。このミネラ
ルがメッキ状態(スケール)になり電極板に付着
すると、電解能力が低下してしまいます。グラ
シアは定期的に電極と水路を切り換える独自
の「ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式」
によって、電極にスケールが付着するのを防ぎ、
安定した電解能力を持続することを可能にし
ました。

■浄水カートリッジろ過能力
※1 JIS規格13物質

（除去可能な物質）

1 遊離残留塩素 (カルキ)
2 濁り
3 総トリハロメタン
4 クロロホルム
5 ブロモジクロロメタン
6 ジブロモクロロメタン
7 ブロモホルム
8 テトラクロロエチレン
9 トリクロロエチレン
10 1,1,1―トリクロロエタン
11 CAT（農薬）
12 2― MIB（カビ臭）
13 溶解性鉛

※3

※2 浄水器協会自主規格6物質
1 ジェオスミン（カビ臭）

4 四塩化炭素
3 陰イオン界面活性剤
2 フェノール類

5 ベンゼン
6 シス―1,2―ジクロロエチレン及び

トランス―1,2―ジクロロエチレン


