
連続式電解水生成器

セルラキッス

1台 3役の水づくり
健康・美容・料理作りに役立つ
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イオン水パワーが、

身体の健康を目覚めさせる。

a裁● ´々彗

‐p鷲躙|

管理医療機器 連続式電解水生成器 (コ ード:71024000)



イオン水のすく
゛
れた還元力が

胃腸の調子を改善しま丸
「セリしラキッス」は水道水から、業界トップクラスの電解性能により、

-250mV以上という「―(マイナス)側」の還元電位の極めて高い、

健康に役立つアリじカリイオン水を生成。

毎日飲用することで胃腸症状の改善※を促し、胃腸の働きを整えてくれま丸

また、食べ物本来の持つみずみずしさや、おいしさを引き出してくれます。

※胃腸症状の改善とは…

胃もたれや胃の不快感を

やわらげますc

胃腸の働きを助け

お通じを良好にします。

連続式電解水生成器 セルラキッス

に役立つ3種菊

胃腸によく、お料理のおいしさを引き出す

アルカリイオン水 (還元水)

アルカリイオン水は、電気分解のマイナス極側にできる水

で、まろやかで□当たりがよく、ミネラルを多く含んでい

ます。胃腸の調子を整える効果があるほか、素材のもち

味を上手に引き出すので、あらゆる料理の味を、驚くほ

どおいしく引き立てま丸

野菜の洗浄 0アク抜きに

ゴボウやタケノコなど、野菜の

アク抜きに最適c酸化物やアク

を効果的に取り除きます。

飲用・料理に

コーヒー、紅茶、ダシ

などの、うまみや色合

いを引き出します。

飲用 0炊飯に

ご飯がつやよくふつくらと炊きあ

がり、おいしさが際立ちます。

飲用初期に

毎日少しずつ飲用することで、

胃腸の調子を整えます。最初は

この弱アルカリイオン水から飲

み始めてください。
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:6段階の水が生成できま魂

カートリッジ内で、水道水のカノしキ臭

やカビ臭、ニゴリをパワフルに除去する

ので、そのままでもおいしい水としてお

使いいただけます。

薬 0ミルクに

不純物のない浄水は、ミルクの溶き水、

薬の飲み水として最適です。
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酸性イオン水は、電気分解のプラス

極側にできる水で、ものを引き締め

る働きがあります。洗顔に使用する

と、お肌を整える作用がありま晩

また、麺や天ぷら料理にもご利用い

ただけます。

洗顔に       ■1腎藝鰊■|
弱酸性だから、お肌に

やさしいお水です。    |

お料理に

麺類のゆで水に使うとコシのあるゆで上がりに。

また、天ぷらの衣もカラッと揚がります。

高性能電解槽と浄水システムを完備。

ひとクラス上の電解水生成器で丸
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物を除  .還元性の高い水

まま 水道水が電解槽に入る前

に、水に含まれるカルキなどを除

去。同時に、制菌性にすぐれた銀

イオンが、カートリッジ内の雑菌

繁殖を抑えるので、安心して飲め

るおいしい水をつくりま魂

0浄水を高性能電解槽で

イオン分解。

地域によつてできる水の性能差を

抑えるため、定電流制御による電

解を採用しました。広範囲の水

質に対応でき、安定した電解性

能を誇りま魂

0還元電位

-250mV｀以上を実現。

すぐれた電解性育日こより、還元電

位のきわめて高いアルカリイオン

水を生成 しかも、地域の水質

差に影響されにくい、安定したイ

オン水を供給できま魂

●いろいろな水の電位比較 (当 社調べ)

還元性

水の種類 電位 (mv)

水道水 +500～ +750

天然水 +100-+200

セルラキッスの水 -250以上

※水質・水温によつて異なります。



セルラキッスは、
安心してお使い頂ける機能も充実です。

こda´ I々ss
セルラキッス

36乙500円
●標準工事費・¨¨¨¨ ・̈ 15′750円
●浄水カートリッジ・¨¨ ・̈11,550円

0本気は、薬事法第 23条 の 2 第 1項により厚生労働大臣が基準

を定めて指定する医療機器 (平成 17年 3月 25日 厚生労働省告

示 第 112号 )の一般要求事項、製造要求事項を満たしたものです

■大型デジタル表示と簡単操作

吐水量で変化するpHや 酸化還元電位 (ORP

値)をリアルタイムでひと目で分かる大きな文

字表示。使いたい水もスイッチひとつで選ベ

ます。
*表示される数値は目安です。数値を保証するものでは

ありません。

■電解槽オー トクリーニング機能

電解槽に付着したカルシウムなどを自動的に

取り除くので、ベストな状態を維持できます。

■浄水カー トリッジ抗菌機能

カートリッジ内の銀添着粒状活性炭が、カー

トリッジ内の雑菌の繁殖を抑えます。

■カー トリッジ交換ランプ

総通水量が処理能力を超えた場合、または取

り付けから1年が経過した場合に、カートリッ

ジの交換時期をランプでお知らせします。

■省エネ機能

使用しないときは、すべてのランプが自動的

に消えるシステムを採用。ほんのわずかな工

ネルギーもムダにしない省エネ機能です。

●水道水の水質基準に不適合な原水は処理できません。使用しないでください。

●硬水を軟水に変えることはできません。

●地域によって塩素除去能力の寿命に多少の差があります。

●本器は日本国内でご使用ください。

分岐水栓 (3段 階切換シヤワー付き)、 アタッチメントセット

付   属   品  グリセロリン酸カルシウム、pH測 定液、硬度測定バック

ホースセット (Wホ ース lm、 シングルホース 15m)

※商品の仕様は予告なしに変更することがあります。

0下痢や発疹などの症状が出た場合飲用を中止し、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

●肌の弱い方  ●アレルギー体質の方

●初めて使用される方は、pHが中性に近い水を少量ずつ飲用し、その後体調に合わせて

pH・ 量を調節してください.

●安全のため、こ使用前に必ず「取扱説明書Jを よくお読みになり、正しくお使いください。

Э本器は、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 の厚生

労働大臣がJ旨定した管理医療機器で二

0本器は、薬事法第41条 第3項 の規定により、厚生労

働大臣■」N定める医療機器の基準 (平成 1フ 年 3月 29日

厚生労働省告示第122号 )に適合したもので

'

Ce`動 ḱも
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連続式電解水生成器

蛇口分岐式 (2Way)

分岐水栓

AC100V 50/60Hz

約 200W

浄水器内蔵/据置き 壁llけ 兼用

幅 240× 高さ290× 奥行 115(mm)

約 5kg

押しボタン式 (生成水切換・電解強度切換・デジタル表示切換 )

約 40て

01～05MPa(10～ 50k97cm2)

45～ 50ψ /分 (吐水量 30～ 35』 /分 )

浄水・アルカリ4段階 酸性

pH・ ORP(スイッチによる表示切換 )

チタン 白金コーティンク (電極板 5枚 )

自動洗浄

■仕様

浄処理能力
ll器 }ち |[黎翼彙輩抒恣飩覺

mヴフに対し、
水 |ろ 過 材 料  銀添着粒状活性炭

器
1蚤 機 秀 霙   剪暑褥趙

または取イ寸後約 1年で交換ランフ点灯

曾鼈 :鰊ン嚇

●製品の性能維持のため、1日 3分程度は必ず酸性に切り換えて通水してください

●手動洗浄時の酸性水は、うがいや手洗い、食器洗い等に有効にc~使用ください

●腎疾患 (腎 不全やカリウム排泄障害)の方は、アルカリイオン水を飲用しないでください

●pH10以 上の水を直接飲まないてくださしヽ。(飲用には pH9 5前 後をおすすめします

1日 あたりの飲用量は、052から12を 目安にしてください。)

●次の方はアルカリイオン水を飲用する前に、医師に相談してください。

●医師の治療を受けている方  0持病のある方、または身体の弱つてし`る方

●腎臓に疾患のある方

●アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。

●医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。

|  ●飲用 して身体に異常を感 じたとき、または飲月し続けても症状に改善がみられない場合

には、医師に相談してください.

切

表

材

発売元 製造元

Plnted in,3pan 2011 8 5001NTERSECT

・Probn
株式会社プロトンコーポレーション

YsCompany
タイプライターテキスト
株式会社ワイズカンパニー神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2-1-3-6F０４５（９５３）１７２４




