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電解生成装置 
＇特許第３１０５７８１号その他多数複合（ 

ドライミスト空気清浄機＇特許第２７１６１３２号（ 

 

各種型式電解水生成機  ＆  多機能ドライミスト空調機 
        

全て当社特許製品です 

電解水＇HOCｌ５／ｐｐｍ（なら 
無害で即座に消臭・空中除菌 

電解水＇ｐＨ２－４・HOCｌ５／ｐｐｍ（を 

４Ｌ．ｍｉｎ以上生成 

水で殺菌・洗浄・消臭・止血・生育促進を無害で出来たら？ 

未来志向の電解技術＆ナノミスト技術 

水で地球を守る 

水 

エネルギー 

バイオ 



電解水が何故様々な機能を発揮するのでしょうか？ 

それは電解による２つの性状と考えます。 
 
その０、はＯＲＰ＇酸化還元電位（が考えられます。 
＇ＯＲＰとは分子から電子を奪う働き＇いわゆる酸化（と電子を与える＇還元（ 
の働きです（ 
 
その１、はｐＨ＇ペーハー（が考えられます。 
電解水で言うｐＨとは水酸イオン＇ＨとＯＨ¯（濃度を指します。 
＇これはＨ１Ｏが電子を外され分解されたことを示し、水素結合の大きな結合 
 が小さな結合＇小クラスター化（や自由電子＇ラジカル水（が考えられます。 
ラジカルである原子状酸素と原子状水素とに解離します－ 
      O・＊H・ ＊H・ 
 
その２、は電解質から生成される各種のイオン化が考えられます。 
 例えば、ＫＣｌからはＫイオンやＣｌ¯イオン等がＫＯＨやＨＣｌＯ等の新たな 
 有用な合成物が電解室の中で生成されます。 
 

水で地球を守る 
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電解装置よりHOCｌ生成。
国立感染症研究所 
堀田先生の資料より 

免疫細胞の好中球及び 
マクロファージで産生 

水で地球を守る 

水 

エネルギー 

バイオ 

電解装置 白血球 

HOCｌは私達の体の中で生産されます。 
そして 
体内に侵入して来た細菌を攻撃します。 

HOCｌ＇次亜塩素酸（は 
白血球細胞でも生成する生理物質です。 殺菌 



東大医学部との殺菌共同研究 
この研究では国際学会に用い 
られる４種類菌の殺菌テスト行った。 

日本海洋微生物研究所に委託研究 
この研究では、動物性微生物と植物性 
微生物の駆除試験を電解水で行った。 

日本環境㈱に臭気測定委託 
この研究では、レンダリング 
工場の排出臭気の消臭試験を 
行った。 

殺菌・微生物・悪臭＇硫化水素（などを、弊社電解水による効果測定試験など実施＇別紙（ 水で地球を守る 

水 

エネルギー 

バイオ 



東京大学医学部と弊社との殺菌研究資料＇非結核性抗酸菌・真菌（ 

濃度違い 

濃度違い 

濃度違い 

濃度の違いに着目して下さい。 

／＋４４％は４＋４／／ｐｐｍです。 
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水で地球を守る 
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弊社電解水による海洋プランクトン駆除試験資料 水で地球を守る 

水 

エネルギー 

バイオ 

プランクトン 



使い方は患部に日に二回ほどスプレーするだけで 

平成０７年４月７日      ～     ４月１２日 

０７歳の老い猫 

A動物病院 

癌の術後思わしくないので他院から来院 
無塩ラジカル水＇ＨＯＣｌ（による治療 

肉芽の超短期発生例 

０３ 



水 
エネルギー 
バイオ 

対象微生物

△○△○○○○△△○△次亜塩素酸Na

○○○○○○○○○○○2室型強電解水(PH2.5)

×△△×○△○○○○○

×△××○△○×○○○

×△××○△○○○○○

×× △×○△○○○○○

×△○○○○○△△△△

△○○○○○○×○××

△○ ○○○○○○○××

○△ ×○○○○○○×○

×○○○○○○×○○△

○○○○○○○××○○グルタラルアルデヒド

×○○○○○○×○××

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

芽胞真菌結核菌耐性菌感受性菌MRSA一般細菌粘膜手・皮膚器具環境

消毒対象物

塩化ベンザルコニウム

両性界面活性剤

クロルヘキシン

塩化ベンゼトニウム

クレゾール

希ヨードチンキ

ポピドンヨード

インプロパノール

ウェルパス

消毒用エタノール

3室型強電解水(PH2.5)

3室型強電解水(PH7.4)

電解水に除菌と、各種薬品との比較表 

大事なのは薬品の濃度と殺菌時間と残留性と二次汚染をご存知ですか？ 



特定悪臭物質と電解水＇HCｌO)の化学反応＇消臭（の一例 
消臭反応物質＇０（苛性ソーダ＇無塩アルカリ電解水含有成分NaOH（ 
消臭反応物質＇2（次亜塩素酸＇無塩電解酸性水含有成分HClO（消臭の化学反応 

０、硫化水素＇H2S)＇猛毒（＇硫黄・卵腐乱臭（ 
  ） 無塩酸性水処理、  (1) H2S + 4HCｌO ---＇H-S-S-H（--- H2SO4＊4HCｌ＇中和（ 
  ） 無塩アルカリ水処理 (2) H2S + 2NaOH ---Na2S+2H2O  
 

１、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ＇CH3SH)＇し尿処理場・腐敗玉ねぎや腐敗キャベツなど（ 
  ） 無塩酸性水処理   (1)CH3SH＊3HCｌO ---＇CH3S-S-CH3) ---CH3SO3H＊２HCｌ(中和（ 
  ） 無塩アルカリ水処理 (2)CH3SH＊NaOH ---CH3SNa＊H2O 
 

２、ｱﾝﾓﾆｱ＇NH3)＇し尿・下水処理場・養豚場・顔料・青写真工場（   
   ） 無塩酸性水処理   (1) NH3+HCLO --- NH2CL+H2O・・・  クロラミンに分解無臭化 
                   (１) NH3+HCL＇酸性水（---NH4CL＇水に溶ける（ 
 

３、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ＇＇CH3)3N（＇魚・腸・骨処理場・し尿・養鶏・養豚・油脂及び肥料工場（      

  ） 無塩酸性水処理    (1) (CH3)3N ＊10HCLO---NH2CL+3H2CO3＊H2O＊9HCL＇中和（ 
                   (０)‘2(CH3)3N＊H2SO4＇酸性水（ --- ＇＇CH3)3NH（2SO4＇水に溶ける（ 

４、二硫化ﾒﾁﾙ＇CH3S-SCH3)＇し尿処理場・下水処理場（  
   ） 無塩酸性水処理、   (1)＇CH3)１S１＊5HCｌO＊H2O --- 2CH3SO3H＊5HCｌ＇中和（ 
 

５、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ＇CH3CHO)(タバコ・骨・レンダリングなど（ ＇エーテル様刺激臭（＇石油化学臭・自動車排気ガス臭（ 
  ） 無塩酸性水処理、  (1)CH3CHO＊HCLO --- CH3COOH ＊HCL＇中和（ 
  ） 無塩アルカリ水処理   出来たCH3COOHをNaOH処理。CH3COOH＊NaOH --- CH3COONa ＊H2O   

６、硫化ﾒﾁﾙ＇CH3)2S＇し尿処理場・下水処理場（ 
   ） 無塩酸性水処理、  (1)(CH3)2S ＊4HCｌO --- (CH3)2SO ＊HCｌ＇中和（--- ＇条件により更に酸化が進む（ 

７、酢酸ｴﾁﾙ＇CH3COOC2H5)＇食品フレーバー・シンナーの成分（  ＇果物臭（ 
   ） 無塩アルカリ水処理、  (０)CH3COOC2H４ ＊NaOH ---CH3COONa ＊C2H5OH＇無臭（ 

８、ｲｿ吉草酸＇C4H9COOH)＇他の脂肪酸、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ﾉﾙﾏﾙ酪酸、ﾉﾙﾏﾙ吉草酸、も同様（＇靴下のムレ臭・チーズ臭（ 
   ） 無塩アルカリ水処理、(2)C4H9COOH + NaOH --- C4H9COONa + H2O 

汚水施設の悪臭も電解水で一瞬に消臭です！ 



　　　　　　　　　　　　　悪臭物質に対する処理方法の適否　　　　　　　悪臭物質に対する処理方法の適否

　　　　　物質名 　　＇化学式（ 　　水 　　　　酸 アルカリ水 電解酸化水
＇H2SO4,HCL（　＇NaOH（ 　＇HCLO（

ｱﾝﾓﾆｱ NH3 ○～△ ○ × ○

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ CH3SH × × ○～△ ○

硫化水素 H2S × × ○ ○

硫化ﾒﾁﾙ ＇CH3)2S × × △～× ○
二硫化ﾒﾁﾙ CH3S-SCH3 × × △～× ○
ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ ＇CH3)3N △～× ○ × ○
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ CH3CHO △～× × × ○～△
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ C2H5CHO △～× × × ○～△
ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ C3H8CHO △～× × × ○～△
ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (CH3)2CHCHO △～× × × ○～△
ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ C4H9CHO × × × ○～△
ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (CH3)CHCHCH2CHO × × × ○～△
ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ C4H9OH △～× × ×
酢酸ｴﾁﾙ CH3COOC2H5 △～× × ×
ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ CH3COC4H9 × × ×
ﾄﾙｴﾝ C6H5CH3 × × × ×
ｽﾁﾚﾝ C6H5C2H3 × × ×
ｷｼﾚﾝ C6H5(CH3)2 × × × ×
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 CH3CH2COOH △～× × △～× ○～△
ﾉﾙﾏﾙ酪酸 CH3(CH2)2COOH △～× × △～× ○～△
ﾉﾙﾏﾙ吉草酸 CH3(CH2)3COOH × × △～× ○～△
ｲｿ吉草酸 (CH3)2CHCH2COOH × × △～× ○～△

　適用：　　　○-----処理可能、　　　△-----処理可能だがやや弱い、　　×-----処理不可　　　　



超純水を電解して洗浄に使用 超純水を電解して防錆に使用 超純水を電解して油脂除去に使用 

工業用精密部品の洗浄＆防錆 
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電解水処理により炭素病が 
全く除菌された完熟状態 

電解処理水により健康で 
大きく育った右側１つ 

沖縄マンゴー試験栽培 
病気駆除・サイズアップ等 
右の二つは電解栽培です。 





どちらも電解栽培の小麦 
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何とシクラメンは二度咲きます！       こちらは一株４万円以上の高級品種 
勿論、年に二回の販売チャンス！       これも年二回の咲いた状態。 
 

８ 



電解水素水４／％灯油３４％Ｘ＇エックス（４％の混合燃料の燃焼風景。 
 

最終的には重油２４％・電解水５１％Ｘ２％＊水素ガスの燃焼システム 

を製造予定。 

水で地球を守る 

水 

エネルギー 
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生体内で次亜塩素酸＇HCｌO)が＇生理物質（産生されている事実は余り知られていない事実です。 

活性酸素が生体内に進入してきた細菌を分解するのに活躍していると言われていま 
すが、実際には次亜塩素酸に変化した形で働いているのです。 
 好中球にはMPO(ミエロペルオキシターゼ（という酵素が大量の活性酸素の一種の 
過酸化水素＇H2O2)を塩素イオン＇Cl¯（と反応させて次亜塩素酸＇HCｌO)を作り出しているの 

です。 
 次亜塩素酸＇HCｌO)は白血球の好中球とマクロファージで産生されバクテリアを殺菌 
していますが、だからと言って血液に含まれる他の細胞＇リンパ球や好酸球、赤血球（ 
等の破壊はしない、バクテリアやウイルスを選択＇細胞膜タンパクの違い（して殺菌。 
 だから弊社ハイテク無塩電解水による除菌システムは生体や環境に優しいのです。 
 
オキシターゼによって酸素＇O１（からス，パーオキシド＇・O１・（を産生する。スーパー 
オキシドはスーパーオキシドムスターゼ＇SOD)によって過酸化水素＇H2O2（に代謝さ 
れ、過酸化水素は塩素イオン＇Cl¯（の存在下でMPO(ミエロペルオキシターゼ（によっ 
て次亜塩素酸＇HCｌO)に代謝される安全なもの。 

電解HClO＇次亜塩素酸水（が安全な理由！ 
次亜塩素酸それは生体の細胞で作られている物質だからです！ 



次亜塩素酸ナトリウムによる漂白は、遊離塩素による塩素化反応なので、トリハロメタンを
始めとする多種多様な有機塩素化合物を生成してしまう。これを避けるためには、酸素系
漂白剤を使用するとよい。 
 
爆発事故  

次亜塩素酸ナトリウムから、不均化反応により容易に塩素酸ナトリウムが生じる。これが乾
燥した結晶は爆発性を持つため、事故が起こる原因となる。 
 
1980年代に三重県四日市市内で爆発事故が相次いだ。次亜塩素酸ナトリウム水溶液をタ

ンクに移替える時にホースがはずれ、その溶液を浴びた職員が濡れた衣類を洗わずにその
まま干して乾かしてしまった。そのズボンを着て歩き始めたときに摩擦をきっかけに爆発が
起こり、その職員が重体になったというものである。 
 
これについては、セルロースを主体とする布地に次亜塩素酸ナトリウムをしみこませて 40–
50 ℃ に保って乾燥させると爆発することが確かめられた。不均化により1/3が塩素酸ナトリ
ウムに変わったのである。塩素酸塩は火薬の原料としても知られている。 
3NaClO → 2NaCl + NaClO3 
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http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%81%8A%E9%9B%A2%E5%A1%A9%E7%B4%A0&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%82%E7%99%BD%E5%89%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%82%E7%99%BD%E5%89%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%9D%87%E5%8C%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E9%85%B8%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E9%85%B8%E5%A1%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E8%96%AC


除菌機能 
＇医療機メーカー（ 

病院内器具除菌・施設清掃時除菌 

手指洗浄除菌 

 
植物活性＆消毒機能 

稲作が大幅増産 

トマト・キュウリ・ナス・メロンが 

二度収穫 

 

洗浄機能 
＇直販（ 

水道水と比較して洗剤が０／分の０以下 

が見込めるシャワーではソープが不要 

全ての衣類が除菌し上げ 

美肌機能 
＇エステ・美容・理容メーカー（ 

未体験の快適性 

女性の肌や皮膚改善に 
省エネルギー機能 

＇空調機メーカー（ 

クーリングタワーでは 

藻の発生防止で熱交換の低下防止 

及び熱交換水の除菌作用 

農業器材分野 

クリーニング分野 

大型空調機分野 

医療機器分野 

空気清浄分野 

除菌機能 
＇厨房機メーカー（ 

食品及び食器 
魚肉・食品加工 

食品加工分野 

除菌機能 
＇直販（ 

電解水清掃で 

同時に除菌・消臭効果 

ビルメンテナンス分野 

無塩電解水 

の限りない市場 
除菌機能 
＇空調機メーカー（ 

大型ビル空調ダクト内 

付着除菌作用 

鳥インフルエンザ対策 

美容＆エステ分野 

工業分野 
＇装置メーカー（ 

半導体・精密部品洗浄 

塩酸・硝酸等が不要に 

精密部品分野 水で地球を守る 

水 

エネルギー 

バイオ 

燃焼 



次世代型電解装置が実現した性能とは 

ご存知でしょうか？ 
水に様々な機能を加える事が可能です。勿論、そのままでも 
洗浄力は有りますが、水道水レベルでは工業用に使えません！ 

でも弊社電解装置でH2Oを電気分解すると新たに機能が付加されます。 

 
電解質に塩を使いますと殺菌力の有るＨＣｌＯ＇次亜塩素酸（と水酸化ナトリウム 
＇ＮａＯＨ（が生成されます。 
電解質に塩化カリを使いますと殺菌力の有るＨＣｌＯ＇次亜塩素酸（と水酸化カリ 
＇ＫＯＨ（が生成され、植物の生育促進効果が期待できます。 

Ｈ 
Ｏ 

水分子＇Ｈ１Ｏ（からＨ水素と酸素Ｏを分離するには 
温度では約３－／／／℃～５－／／／℃と言われています。 

しかし、電解では約０－１８ボルトから水素原子と酸素原子に分解が始まります。 

 弊社の電解装置でも同様に約０－１８ボルトから電解が始まりますが、実際にはＨＣｌＯ＇次亜塩素酸（の必要濃度を最低 

約１／ｐｐｍ生成する必要が有ります。 この時の電圧は約１－０Ｖ付近で電流値は約４アンペア付近で作動し、この時の消費電力
は約０／ワット付近で、生成流量は酸性水が４Ｌ．ｍｉｎ・アルカリ性水が０Ｌ．ｍｉｎを実現します。 
０トンの次亜塩素酸の生成消費電力は約２２Ｗｈですから、電気料金としては一円未満＇約５５銭（を実現します。 
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次世代型電解水生成装置とは 
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次世代式三室型電解装置 

Ｈ ｌ Ｃ 

Ｈ 
Ｏ ａ Ｎ 

ｌ Ｃ ａ Ｎ 

Ｈ Ｏ 

Ｈ 
Ｏ 

陽極室 

中間室 

陰極室 

アニオン膜 

カチオン膜 

ｅ¯ 

ｅ¯ 

ｅ¯ ｅ¯ 

ｅ¯ 

Ｏ 

Ｏ 

Ｈ 

ｅ¯ ｅ¯ 

ｌ Ｃ ａ Ｎ 

弊社電解ＨＣｌＯは沸騰加熱しても消滅しません！ 
加温により殺菌及び消臭及び洗浄等の様々な機能が格段に向上します。 
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では何故？この様な高性能を実現できたのでしょうか？ 
解は電流密度が全てを解決します。 
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＊ 

全ては電極及びイオン透過膜及び配列方法又は組合わせ方法＇特許（で実現！ 
ＮａＣｌの挙動の観察が電解反応の高効率の方法を見出した。 
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弊社次世代型機能水生成装置に何を望みますか？ 
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特許３６／４０８／号 
電極を多孔質体した 
ことが特徴 

 

特許３１０５７８１号連通式水量
調整バルブ 
アルカリ水にもHCｌOを混合出来、 
スケールが付着しないことが特徴 

 
特許３５７４７２７号 

電極にシート体で覆い・水量調整
バルブ配設でスケール付着を防止
したことが特徴 

 

百聞は一見に 
しかず！ 

体験して下さい！ 



水 

エネルギー 

バイオ 

電解水生成装置 
ＬｙｚｅｒＡｃｅ，６ 

お望みの電解成分は何でしょか？どれもお望みを叶えます！ 
基板の防錆方法ですか？ 薬品の削減ですか？ 洗浄ですか？ 

２ 

電解は地球を守る 

消費電力とＨＣｌＯ濃度の試験結果 

電流値 
消費電力 

陽極室 
陰極室 

ピュアＨＣｌＯ 
純度８８－８％ 

ｐＨ ＯＲＰ 

 
３／Ａ９４－／／Ｖ± 
 １／／Ｗ電解 
０ｋＬ９５５／ｗ 

酸性水 
４Ｌ．ｍｉｎ 

１／／ｐｐｍ ２－３４ ０－１４／ｍｖ± 

アルカリ性水 
／－４Ｌ．ｍｉｎ 

０１－１／ ，８６／ｍｖ± 

 
２／Ａ９３－３５Ｖ± 
０２２－７Ｗ電解 
０ｋＬ９３３１ｗ 

酸性水 
４Ｌ．ｍｉｎ 

０１／ｐｐｍ ２－５／ ０－／７／ｍｖ± 

アルカリ性水 
／－４Ｌ．ｍｉｎ 

０１－０８ ，７７／ｍｖ± 

 
１／Ａ９２－７６Ｖ± 
 ６６－３Ｗ電解 
０ｋＬ９１４４ｗ 

酸性水 
４Ｌ．ｍｉｎ 

５／ｐｐｍ ２－８／ ８８／ｍｖ± 

アルカリ性水 
／－４Ｌ．ｍｉｎ 

０１＋０／ ，６５／ｍｖ± 

 
０／Ａ９２－１６Ｖ± 
 ２１－６Ｗ電解 
０ｋＬ９０／７ｗ 

酸性水 
４Ｌ．ｍｉｎ 

３／ｐｐｍ 
 

４－８／ ８７／ｍｖ± 

アルカリ性水 
／－４Ｌ．ｍｉｎ 
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４Ａ９１－８／Ｖ± 
０３－４Ｗ電解 
０ｋＬ９３７ｗ 
 

酸性水 
４Ｌ．ｍｉｎ 

１／ｐｐｍ 
 

５－５／ ７５／ｍｖ± 

アルカリ性水 
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塩分を含まないのでＨＣｌＯは消えません。 



      無隔膜一室型＇従来型（ 
 

 

 

 

 

 

 

残念ながら次亜塩素酸ソーダ生成だけ 

塩酸や次亜塩素酸を混合する製法も有る
が保管の課題や乾燥時には塩酸が残る
などの課題は有る。 

      一隔膜二室型＇弊社技術（ 

 

 

 

 

 

 

 

弊社出願中の組み合わせによる一体型で 

電解用途は多数派生し、未来的には中心的
型式になる可能性が最も大きい。 

     二隔膜三室型＇従来型（ 
 

 

 

 

 

 

 

弊社取得の発明により高性能化が実現 

各電解装置の応用装置をご存知でしたか？。 

   二隔膜一室型＇弊社特許技術（ 
 

 

 

 

 

 
 

 

特徴９バッチ式で尐量タンクから超大型タンクまで 
０、殺菌や消臭・農産物生育促進等に使用にＨＣｌＯ＊ＫＯＨの両方含んだ 

  機能水生成用。 

 

１、０／／トン又は０＋／／／トン等の大型タンク内の水のバッチ式電解装置。 

 

２、湖沼や大型タンク内バラスト水や農業工業・ゴルフ場・漁業等の用途に 

二隔膜三室型＇弊社特許技術（ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴＇電解質含まない純度８８－７％以上（ 
０、未電解質を含まない純度HCｌO８８＋７％以上を生成出来ます。NaClを 

   含まないので金属の錆は水道水並みと安心です。 

 

１、一分間辺りの生成量は４～１／㍑位以上が可能＇勿論逆洗不要（ 
 

２、ｐＨは稼働中でも変更可能。 

NaCl＇塩（ 

＊ ， ＊ ， ＊ ， 

＊ ， 
＊ ， 

NaClO 

 

＇キッチンハイター等 

生成（ 

NaCl 

NaOH 

＇塩分含む（ 

NaCl 

HOCｌ 
＇塩分含む（ 

NaOH 
＇塩分含まない（ 

HOCｌ 
＇塩分含まない（ 



   異種一体型＇弊社技術（ 
 

 

 

 

 

 

特徴＇電解質含まない純度８８－７％以上 

０、酸性水だけの生成とアルカリ性水だ 

  けの選択個別生成も可能。 

１、一分辺り０／㍑以上の生成が可能。 

２、純度８８＋７％以上のHCｌO生成可能 

３、逆洗は不要。 

４、化学薬品の汚水から薬品抽出可能 

  二隔膜一室型＇弊社技術（ 
 

 

 

 

 

 

特徴＇電解質含まない（ 

０、殺菌や消臭・農産物生育促進等に使     

  用にＨＣｌＯ＊ＫＯＨの両方含んだ機能   

  水生成用。 

１、０／／トン又は０＋／／／トン等の大型タ 

  ンク内の水のバッチ式電解装置。 

２、湖沼や大型タンク内バラスト水や農業 

  工業・ゴルフ場・漁業等の用途に 

二隔膜三室型＇弊社技術（ 
 

 

 

 

 

 

特徴＇電解質含まない純度８８－７％以上（ 

０、未電解質を含まない純度HCｌO８８＋７％以 

  上を生成出来ます。NaClを含まないので 

  金属の錆は水道水並みと安心です。 

１、一分間辺りの生成量は４～１／㍑位以上 

  が可能＇勿論逆洗不要（ 

２、ｐＨは稼働中でも変更可能。 

＊ ， ＊ ， ＊ ， ， ＊ 

＇水素ガス生成措置（弊社技術（ 
 

 

 

 

 

 

特徴＇電解質含まない純度８８－７％以上 

０、水素ガスの生成 

１、酸素ガスの生成 

２、極低電力で発生 

３、その他 

弊社電解水生成装置は、前項に記載の尐量生成・塩
素ガス生成・塩分含有・塩素臭の電解水・短時間可動
・スケール付着・高い消費電力等の課題を電極及び
構造改良により解決。 

， ＊ 

弊社電解装置のいろいろ 



電解水が殺菌用として食品添加物に認可された官報記事 
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