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はじめに・・・・

　古来我国は豊富な天然の良水に恵まれその美しさ清らかさに馴れ水に対する
一般の認識は薄いものでした。
しかし近年の経済の高度成長と人口の都市集中化に伴い、”水”の需要は飛躍
的に増大しその供給は次第に困難度を増しつつあります。水の意義と、その重
要性が今日ほど切実な問題として私たちの前にクローズアップされた時代はあ
りません。
弊社では
　　冷凍機・ボイラー・配管等の化学洗浄剤として　　ＲＴシリーズ
　　冷却水系の熱交換器、配管のスケール抑制剤として　Ｍシリーズ
　　冷却水系の熱交換器、配管のスライム抑制剤として　Ｎシリーズ
　　冷温水系の（密閉・半密閉回路）防蝕剤として　　ＰＸシリーズ
　　アルミフィンの化学洗浄剤として　　　　　　　　ＦＣシリーズ
　　水処理装置として除鉄・除マンガン濾過装置、硬水軟化装置、
　　防錆装置、定量ポンプ、全自動ブロー装置
を開発しいかなる問題にも誠意を持って皆様方のよきコンサルタントとして今
後各種の障害に充分対応できる水処理薬品、水処理技術をご提供いたします。
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省エネはまず洗浄から！！

化学洗浄

化学洗浄の必要性

一般にビルは、埃や車の排気ガス（亜硫酸ガス）などの大気汚染が非常に厳しい環境
に立地しています。クーリングタワーは、これらを吸収しやすい構造であるため、循
環冷却水は著しく劣化します。クーリングタワーの循環冷却水は濃縮過多になると、
スケール障害（水垢付着による高圧カット）や、腐食障害（パンク事故）のほか、ス
ライム障害（微生物の付着に起因する高圧カット）などを起こしやすくなり、管内閉
塞や熱効率の低下をはじめとして、機器や配管の漏水などの事故をもたらします。
このように化学洗浄を怠ると、冷凍機の高圧カットなどを避けることが出来なくなる
ばかりでなく、無駄な電気消費の増大の原因となります。

スケールの種類と適応洗浄剤

汚　れ　の　種　類 適応洗浄剤と濃度 洗浄法 温度 所要時間
鉄塩スケールとシリカスケール
が共存

ＲＴ-2000
クリアライフ７Ｆ

10％
 3％

循環法

循環法

循環法

循環法

常温 約１～３ｈ

　約２ｈ

約２～３ｈ

約２～３ｈ

スライム・藻とＣａの軟質スケ
ール

ＲＴ-700 10％

Ｃａ・Ｍｇ塩スケールとシリカ
スケールが共存

ＲＴ-2000
クリアライフ７Ｆ

10％
10％

強固な鉄塩や強固なシリカスケ
ール ＲＴ-2000

クリアライフ７Ｆ

ＲＴ-1000

常温

常温

常温

10％
10％
10％

50％溶液 4～8ｈ

Ｐ

投入

a.循環法
　（クーリングタワー
　を利用する方法）

洗浄剤濃度 所要時間 特　　　　　　長

CP-1

循環洗浄機

b.循環法
　コンデンサー部分のみ
　洗浄する方法

b.浸漬法
　コンデンサー部分のみ
　洗浄する方法

浸漬による洗浄

10％溶液

10％溶液

1～4ｈ

0.5～2ｈ

原液(100％) 2～4ｈ

クーリングタワーに洗浄剤を

投入するだけです。

短時間で洗浄できます。

タンク及び循環ポンプが必要

です。

装置が簡単で原液が使用できます。

化学洗浄方法



化学洗浄剤（冷却水系）　　　　　　　CLEALIFE RTシリーズ

ＲＴ-７００ 　非酸性液体洗浄剤

　◎スライム・藻・軟質カルシウムスケールの除去、レジオネラ
　　菌等の除去に適しています。
　※分解剤はカタラーゼＬを使用してください。
　◎保有水量の 10％投入し、約２時間循環洗浄してください。
　ＮＥＴ／２０ｋｇ

医薬用外劇物

ＲＴ-１０００ 　酸性粉末洗浄剤

　◎カルシウム・鉄錆系のスケールの除去に適しています。
　◎粉末のため持ち運びに便利です。
　◎保有水量の 10％投入し、約２時間循環洗浄してください。
　ＮＥＴ／５ｋｇ×２／５ｋｇ×４

ＲＴ-１０００

ＲＴ-２０００ 　酸性液体洗浄剤

　◎カルシウム・鉄錆系のスケールの除去に適しています。
　◎保有水量の 10％投入し、約２時間循環洗浄してください。
　ＮＥＴ／２０ｋｇ

ＰＳ-１０００ 　酸洗浄中和防錆剤

　◎液体のため溶解の手間無く簡単に中和処理が出来ます。
　◎医薬用外劇物に該当しません。
　◎通常 RT-2000/10kgに対し、6kg投入してください。
　ＮＥＴ／２０ｋｇ

７Ｆ／７ＦＨ 　酸性粉末洗浄剤

　◎ハードなスケール、鉄錆、シリカ系スケールの除去に
　　適しています。
　◎粉末のため持ち運びに便利です。
　◎保有水量の 10％投入し、約２時間循環洗浄してください。
　※ｸﾘｱﾗｲﾌ7F使用時は RT-2000を必ず併用してください。
　ＮＥＴ／５ｋｇ×２／５ｋｇ×４

医薬用外劇物



化学洗浄剤（プレート式熱交換器）　　　

　酸洗浄中和防錆剤

　◎液体のため溶解の手間無く簡単に中和処理が出来ます。
　◎医薬用外劇物に該当しません。
　◎通常 RT-1000/10kgに対し、10kg投入してください。
　ＮＥＴ／２０ｋｇ

　酸性粉末洗浄剤

　◎ステンレスプレート熱交換器にも対応した洗浄剤
　◎ハードなスケール、鉄錆、シリカ系スケールの除去に
　　適しています。
　◎粉末のため持ち運びに便利です。
　◎保有水量の 10％投入し、約２時間循環洗浄してください。
　ＮＥＴ／５ｋｇ×２／５ｋｇ×４ 医薬用外劇物

　酸性粉末洗浄剤

　◎ステンレスプレート熱交換器にも対応した洗浄剤
　◎カルシウム・鉄錆系のスケールの除去に適しています。
　◎粉末のため持ち運びに便利です。
　◎保有水量の 10％投入し、約２時間循環洗浄してください。
　ＮＥＴ／５ｋｇ×２／５ｋｇ×４

ＲＴ-１０００

ＲＴ-１０００

７Ｆ／７ＦＨ

ＰＳ-１０００

　冷却水システムに発生したスケール障害は、使用され
る水質によって種類が異なります。また、熱交換器等の
材質によっても使用できる薬品が異なります。弊社では
それぞれに適応した薬品を取り揃えております。



クーリングタワーのレジオネラ対策

　◆ビル衛生管理法関連省政令改正の概要◆

　　平成15年4月1日に建築物衛生法（ビル管理法）が改正されました。
　
　空気調和設備の病原体汚染を防止するための措置
　近年、冷却塔等で増殖したレジオネラ属菌の集団感染、空気調和設備に起因する結核の集団感染、冬季の低湿条件
   下でのインフルエンザの集団感染が起きており、空気清浄装置、加湿装置、冷却塔、ダクト等の空気調和設備の構
   成機器が、種種の病原体の汚染源となりうることが報告されている。これを防止するためには、空気調和設備のシ
   ステム全体の点検・清掃を定期的に実施するとともに、加湿装置や冷却塔の補給水について、雨水や下水処理水で
   はなく水道水質基準を満たす水を用いるなどの措置を講じる必要がある。このため、空気調和設備の維持管理の基
   準について、レジオネラ属菌等の病原体によって居室内の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずるこ
   とを新たに追加した。
　具体的な措置としては下記の5点である。

（1） 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合すること。
（2） 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内毎に1回、定期に汚れの状況を
         点検し、必要に応じ、清掃及び換水等を行うこと。
（3） 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内毎に 1回、定期に汚れの状況を点検し、
         必要に応じ、清掃及び換水等を行うこと。
（4） 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内毎に1回、
        定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、清掃及び換水等を行うこと。
（5）冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内毎に1回、定期的に行うこと。

    レジオネラ菌系統の対策といたしましては弊社製品 RT-700 による洗浄を提案させていただきます。また、RT-700による
　洗浄後に水処理剤（NA-１等）を投入することによりレジオネラ菌等の発生を抑制することができます。

ＲＴ-７００

　◎スライム・藻・軟質カルシウムスケールの除去、レジオネラ
　　菌等の除去に適しています。
　※分解剤はカタラーゼＬを使用してください。
　◎保有水量の 10％投入し、約２時間循環洗浄してください。
　ＮＥＴ／２０ｋｇ

ＮＡ-１

　◎硬度成分に対して独自の反応基でスケール化を防止し且つ
　　スライムなどの有機物の発生を防止します。　
　◎空調用冷却水回路のスケール防止と各種水回路のスライム
　　コントロール・レジオネラ菌の発生を防止。
　◎通常投入量は補給水に対して 20 ～ 30ｐｐｍ
　※初期投入量は保有水量に対して 500ｐｐｍ　
　ＮＥＴ／エースティナー　１０ｋｇ

　スケール・スライム抑制剤

医薬用外劇物



空冷式機器（アルミフィン系）　　　　

エアコンの室内側のアルミフィンは、カビ、ホコ
リ、煙草のヤニ等の有機系の汚れにより異臭が発
生したり、また、室外側でもアルミフィンの目詰
まりによるトラブル等が多く報告されています。
冷房、暖房とエアコンの使用頻度は非常に高くな
り、多くの機器は運転時間も長く、大半がアルミ
フィンの汚れの為、消費電力は増大ており、エア
コンのアルミフィンの洗浄頻度は増大の一途をた
どっています。事前に洗浄することで電力の消費
を抑える等、的確にトラブルに対応できる効率の
良いフィン洗浄剤クリアライフFC-9000シリーズを
提供いたします。

さわやかさの為に！！

　　洗浄前　　　　　　

　　洗浄後　　　　　　

洗　浄　作　業

◎洗浄前の準備
　洗浄対象物の前面パネル等を取り外しモーター部やス
　イッチ類に薬剤や水がかからぬ様にビニール等で養生
　します。
◎洗浄剤の調整
　汚れの状態にもよりますが、標準使用量は10倍に希釈
　して使用します。
◎スプレー洗浄
　洗浄ポンプを運転し、アルミフィン等の対象物にスプ
　レーします。墳口は必ず直角にスプレーし、同一部に
　ついてのスプレーは2～3分以内を目安とします。
◎スプレー洗浄後の洗浄
　洗浄後は速やかに水によるスプレーを充分行ってくだ
　さい。水洗終了の目安としてはpHを確認することが望
　ましいでしょう。
　

★洗浄時に準備するもの



アルミフィン洗浄剤　　　　　　　　　CLEALIFE FCシリーズ

ＦＣ－９０００

◎アルミフィンに付着するチリ・ホコリ・煙草のヤニ・カビ
　油汚れの除去に適しています。
◎１０～２０％に希釈しスプレー等で汚れの箇所に噴霧して
　ください。
ＮＥＴ／エースティナー５/１０/２０ｋｇ/ポリ缶２０ｋｇ

室内機専用ＦＣ－９０００

ＲＴ-２０００

ＦＣ－９０００Ｒ

◎アルミフィンに付着するチリ・粉塵・油汚れの除去に適し
　ています。
◎１０～２０％に希釈しスプレー等で汚れの箇所に噴霧して
　ください。
ＮＥＴ／エースティナー５/１０/２０ｋｇ/ポリ缶２０ｋｇ

室外機専用

ＦＣ－９０００

◎アルミフィンに付着するチリ・ホコリ・カビ・カルシウム
　油汚れの除去に適しています。
◎１０～２０％に希釈しスプレー等で汚れの箇所に噴霧して
　ください。
ＮＥＴ／エースティナー５/１０/２０ｋｇ/ポリ缶２０ｋｇ

室外機専用ＦＣ－９０００ＲＥ

ＦＣ－９０００Ｗ

◎アルミフィンに付着する粉塵・煙草のヤニの除去に適して
　います。
◎１０～２０％に希釈しスプレー等で汚れの箇所に噴霧して
　ください。
◎中性タイプなので排水時に中和の必要がありません。
ＮＥＴ／エースティナー５/１０/２０ｋｇ/ポリ缶２０ｋｇ

◎アルミフィン洗浄後の中和処理と保護。
◎水洗作業が短縮できます。
ＮＥＴ／エースティナー１０/２０ｋｇ/ポリ缶２０ｋｇ
　　　　（500ｃｃ×6/12）ノンガスタイプ段ボール入り

室内機専用

アルミフィン洗浄中和剤Ｚ－５００/５１０



ドレン系統の水処理剤

　室内空調機、室内エアコン、冷蔵ショーケース等
ではドレンパン回路にスライム、藻、バクテリアが
発生し、悪臭や排水口の詰まりによる水漏れの原因
となります。
　ステアパックはドレンパン内に置いておくだけで、
ドレン水で徐々に溶け、ドレンパン及びドレン配管内
に発生するバクテリア等の最近の繁殖を防ぎ、機器の
状態を衛生的に保つ事が出来る予防薬剤です。

 

　☆ドレンパンのオーバーフローの元になるスライム等の繁殖を防ぎます。

　☆ステアパックはドレンパン内に置いておくだけでその効果は４～５ヶ月間

　　持続し、使用方法が簡単です。

　☆エアコンの機器及び配管に使われている材料に対し、ほとんど影響を及ぼ

　　しません。

　
　☆1.5～4.0馬力相当の機器に対して1パックが目安となります。

　☆ドレンパンの排水口から出来るだけ離れた場所に置いてください。

　☆持続期間は4～5ヶ月です。

特徴

使用方法

ステアパック ステアパックＷ ステアパック20 カビスタルＡ(ｴｰｽ)

2袋連結/パック×1 2袋連結/パック×2 2袋連結/パック×20 2.5ℓポリ容器

　★使用方法
　・ドレンパンに原液のまま投入してください。
　・投入後は清水でゴミを流し切ってください

ドレンパン洗浄剤

★1.5～4.0馬力相当の機器に対して
　1パックが目安となります。
　サイズ 180×58（ｍｍ）

★1.5～4.0馬力相当の機器に対し
　て1パックが目安となります。
　サイズ 180×58（ｍｍ）

★1.5～4.0馬力相当の機器に対し
　て1パックが目安となります。
　サイズ 180×58（ｍｍ）
 

Ｗ

　ステアパック



空気清浄機集塵セル洗浄剤　　　　　　CLEALIFE JCシリーズ空気清浄機集塵セル洗浄剤　　　　　　CLEALIFE JCシリーズ

空気清浄機は、煙草の煙、ヤニ、塵埃、
バクテリアなどの空気中の様々な有機系
浮遊粉塵を除去しています。これにより
集塵セルは数週間もすると汚れが付着し
集塵能力はダウンします。この汚れに対
し、定期的な洗浄を実施する必要があり
ます。この様に集塵セルの洗浄頻度は非
常に高くなります。
従って洗浄剤の選定も重要なポイントの
一つです。クリアライフＪＣ－９０００
は水処理剤の総合メーカーとして地球環
境に優しく、人に優しい製品作りをモッ
トーに長年の経験と実績を駆使した製品です。素材を傷める事が少なく、しかも
溶解力・浸透性に優れた空気清浄機集塵セル用洗浄剤です。

洗浄方法

①汚れた集塵セルを破壊
しないよう注意して本体
から取り外します。

②浸漬槽にJC-9000を投入
し水で5～10倍に希釈して
下さい。

③イオン化線が付いてい
る方を上にしてセルを完
全に浸してから２～３分
以内に引き上げて下さい。

④充分に水洗いし、セル
を完全に乾燥させて下さ
い。水洗が不十分な場合
セル表面に白い粉が出来
腐食を引き起こす事があ
りますのでご注意下さい。

▲ ▲ ▲

ＪＣ－９０００

　◎液体のため溶解の手間無く簡単に中和処理が出来ます。
　◎洗浄後セル表面に対し、ムラが無く均一な仕上がりです。
　◎常温で使用でき、しかも本剤は毒劇物の指定は一切受けません
　ＮＥＴ／ポリ缶２０ｋｇ／エースティナー２０ｋｇ

ＪＣ－８０００

　◎粉末のため持ち運びに便利です。
　◎洗浄後セル表面に対し、ムラが無く均一な仕上がりです。
　◎常温で使用でき、しかも本剤は毒劇物の指定は一切受けません
　ＮＥＴ／５ｋｇ×４ＪＣ－８０００



濃縮管理は万全ですか・・・

全自動ブロー装置

全自動ブロー装置ＣＮ－１２００
　クーリングタワーピット内の電極により、冷却水の伝導率を検知し、
　これにより冷却水の濃度が一定以上に濃縮すると電磁弁が開き濃縮度
  が一定の水準になるまで水を補給します。この間オーバーブローによ
  り、水の入れ替えが行われ、冷却水が設定値内になれば電極を介して
  電磁弁が閉まり、補給水の流入が停止します。この繰り返しにより冷
  却水の濃度を常に一定に保ちます。

ＣＮ－１２００ 電磁弁

↓

→ →

定量注入ポンプ →

電極

→

定量注入ポンプ →

クーリングタワー

→
ブロー水

コンデンサー

←

電源
AC100/200V　
50/60Hz

スケール抑制剤

スライムコント
ロール剤

上水道

■　自動ブロー装置ＣＮ－１２００の仕様

ＣＮ－1200型

デジタル式

４電極方式

0～500ｍμＳ/ｃｍ

１Ｃ接点出力（ＡＣ250Ｖ・5Ａ／抵抗負荷）

0～50℃（サーミスタ方式）

ＡＣ 100/200Ｖ（24h／タイマー）

過濃縮警報（無電圧接点250V・5A抵抗負荷）

ＤＣ4～20ｍＡ/0～500ｍμＳ/ｃｍ

絶縁出力負荷抵抗　ＭＡＸ500Ω

100/200Ｖ・50～60Ｈｚ

型　式

表示方式
測定方法

測定範囲

温度保証

ブロー制御出力

薬注制御出力

警報出力

伝送出力

電　源

■外形寸法

自動ブロー装置

株式会社　クリーンライフ

５
３
０

４００２００

CONDUCTIVITY　CONTROLLER

５００

－
SET SET

手動　切　自動

電源 電磁弁

■自動ブロー装置ＣＮ-1200の特長

　１．心臓部の伝導度計に見やすい大きなＬＥＤ表示

　２．汚れに強い４電極式で温度保証付き

　３．ワイドなレンジ（０～５００ｍμＳ/ｃｍ）

　４．外部伝送電力を標準装備（ＤＣ４～２０ｍＡ絶縁体）

　５．ブローによる薬品流出を防止（ブローカット機能）

　６．薬液注入ポンプのタイマー作動による制御出力標準装備



冷却水水処理　　　　　　　　　CLEALIFE Ｍ／ＮＡシリーズ

近年大気汚染、水質の悪化に伴い冷却水系に於けるスケール、スライム・藻などの付着に

よる熱効率の低下や高圧カット等の問題が多発しています。また、クーリングタワー内に

於けるレジオネラ菌の繁殖等も問題になっています。この様に冷却水系に於ける事前の水

処理はトラブルを未然に防止し冷凍機等の安全運転を行うだけでなく、冷却効率をよくし

冷却水の節水、消費電力の増加を抑える等少ないコストで大きな節約が出来ます。

Ｍ－１００

◎硬度成分に対して独自の反応基でスケール化を防止します。
◎空調用冷却回路のスケール防止・各種水回路のスケール防止
　及び無機スラッジの分散
◎通常投入量は補給水に対して２０～３０ｐｐｍ
ＮＥＴ／エースティナー１０ｋｇ　　　　

スケール抑制剤Ｒ

ＮＡ－１

◎硬度成分に対して独自の反応基でスケール化を防止し且つス
　ライムなどの有機物の発生を防止。
◎空調用冷却回路のスケール防止と各種水回路のスライムコン
　ロール・レジオネラ菌の発生を防止。
◎通常投入量は補給水に対して２０～３０ｐｐｍ
ＮＥＴ／エースティナー１０ｋｇ　　　　

スケール・スライム抑制剤Ｒ

クリーンパックＣＴ

◎小型クーリングタワー用複合水処理剤
◎レジオネラ属菌に対して効果があります。
◎スケール・腐食・スライムを防止します。
◎有効期間3ケ月、1個/30RT
袋外寸　255×160（ｍｍ）
ＮＥＴ／２５０ｇ×６個　　　

小型冷却塔用パック剤Ｒ

ＮＡ－３

◎レジオネラ属菌に対して効果的で藻・スライムに対しても
　優れた効果を示します。
◎硬度成分に対して独自の反応基でスケール化を防止。
◎液体ですので薬液注入装置による間欠投入にも対応。
◎通常投入量は保有水量３０ｔに対して週１本
ＮＥＴ／ポリ容器５００cc×６本　　　　

　殺藻・殺菌・スケール抑制剤Ｒ

ＮＡ－２

◎藻・スライムなどの有機物の発生を防止する。
◎空調用冷却回路や各種水回路のスライムコントロール・レジ
　オネラ菌の発生を防止。
◎通常投入量は補給水に対して１０～２０ｐｐｍ
ＮＥＴ／エースティナー１０ｋｇ　　　　

スライム抑制剤Ｒ



給水（湯）管　　　　　　　　　　　　CLEALIFE PXシリーズ

風呂の湯が赤い、給水管から赤い水、黒い水が出る。これらは配管系統、
温水ボイラー、ストレージタンクの腐食によるものです。現在日本水道基
準法では鉄の含有率は0.3ppm以下ということが定められています。何故、
これらの鉄分が出てくるのか、それは配管や機器類が侵されて錆となり、
水に溶け込むからです。現在埋設されている配管が腐ったり水漏れを起こ
した場合、その建物はどうなるでしょう・・・・

クリアライフPX-1、PX-1H、PX-2、Pクリーンは、無味、無臭、無毒で飲料水、給湯
関係にも安心してご使用戴けます。他のものに比べ水中における金属イオン封鎖力
が強力ですのでランニングコストが少なくて済む画期的な防蝕防錆剤です。

◎液状ですので溶解の必要がありません。
◎給水系統の赤水防止と、配管系等の防錆防蝕に効果大。
◎補給水に対し20～30ppm投入してください。
ＮＥＴ／エースティナー２０ｋｇ

ＰＸ－１

◎液状ですので溶解の必要がありません。
◎補給水に対し20～30ppm投入してください。

ＮＥＴ／エースティナー２０ｋｇ

ＰＸ－１Ｈ

Ｈ

◎粉末タイプですので持ち運びに便利です。
◎補給水に対し10ppm投入してください。

ＮＥＴ／段ボール５kg×４

ＰＸ－２

◎貯水槽・給水タンクに投入するだけで給水系統の赤水防止と
　防錆・防蝕に効果大
◎クリスタル状ですので持ち運びに便利です。
◎補給水が１時間当り２～３ｔに対し１個投入してください。
ＮＥＴ／段ボール１kg×６/１kg×１２

Ｐクリーン

ＰＸ－２



給水回路の洗浄　　　　　　　　　　　　CLEALIFE ＲＴ-700

マンション、ビル等の蛇口から赤い水が出る。又は、臭い・不味い水が出る。
これらは、給水管内部が腐蝕しこのような状態を作っているわけです。この
ような状態のまま使用しますと、水の出が悪くなります。

◆給水回路化学洗浄例◆ ☆洗浄方法☆
1)揚水ポンプを停止する。
2)高架水槽の保有水を洗浄剤調整に必要な
　量(通常1/2)を残して減水する。
3)これに10％相当量の洗浄原液を投入する。
　（洗浄原液は医薬用外劇物に指定されて
　いる。作業時の希釈液は普通物となるが
　取扱いには充分注意し、保護具の着用を
　守ること。）
4)建物最上階の蛇口を開け水を放出し蛇口
　から洗浄液が出始めたら（水が赤く濁っ
　ている）蛇口水量を絞る。
5)最上階が行き渡ったら順次階下に移動し
　同様の作業をする。
6)この作業が全部終わった時が給水管内に
　あった水道水が全部洗浄液に置き換えら
　れた状態になる。
7)そのままで1.5～2時間程度放置する。通
　常この時間を管内滞留時間と称している。
　（滞留時間中各蛇口から糸を引く程度水
　を流している理由は、①洗浄剤がスケー
　ルや錆を分解剥離する際に発生するガス
　を放出する。②剥離した鉄錆等が蛇口な
　どに押し寄せられ詰まることを避ける等
　のためである。）
8)滞留時間が過ぎたら最上階の蛇口より順
　次開放し、管内の洗浄汚水を放出する。
9)水洗便所のハンドル、押しボタンは間欠
　的にブローさせ、剥離した鉄錆等を放出
　するが、この時鉄錆等がバルブに噛んで
　水が出ない等の現象が起こる。これは、
　ネジ部の操作、ストレーナーの取り外し
　清掃等を行うと元に戻る。
10)配管内の汚水放出につれて高架水槽内の
　残った洗浄溶液も配管を通じて放出され
　る。
11)管内の洗浄汚水の放出が終わったら各階
　の蛇口をわずかに空く程度にし、（エア
　ーが抜ける程度）最上階だけ、を全開す
　る。

▼▼

▼▼
▼▼

▼▼

▼▼

▼▼

▼▼

▼▼

▼▼

Ｍ▼▼

【ＲＴ－７００の特長】
●中性ですので機器、配管等に対する腐蝕は全く
　ありません。
●中和剤は全く必要ありません。
※分解剤はカタラーゼＬを使用してください。



暖房回路も定期的に洗浄を！！

暖房回路の洗浄　　　　　　　　　　　CLEALIFE BSシリーズ　　　　

防蝕剤などを使用していない温水利用の暖房の場合、徐々にその効果が落ち正常な
暖房機能を果たさなくなる場合があります。原因としては、腐蝕により、配管、温
水ヒーター等に鉄錆系のスケールが付着し、水量は勿論、熱交換自体をダウンさせ
ます。また、最悪の場合では熱交換部の閉塞という事態もありえます。このように
暖房回路も定期的に化学洗浄することが必要です。

☆洗浄方法☆

ボイラー及び、配管内の
水位をボイラードレンよ
り30～40％排水（ブロー）

シスターンタンクより15
～20％のBS-902をゆっく
り投入してください。

温度は60～80℃程度加熱
し、2～4時間程度循環し
ます。

中和の必要はありません
が、BS-902は弱酸性です
ので、pHが中性(pH7)にな
るまで水洗してください。

防
蝕
剤
を

使
っ
て
ね
！

温
度
は

60

80
℃
だ
よ

～

ＢＳ-９０２

　◎塩酸等の無機酸を全く使用しないので、ステンレス
　　製品等にも使用できます。
　◎鉄錆系のスケールには勿論、カルシウムスケールにも対応。
　◎刺激臭が他に比べて少なく、常温で使用できます。
　◎保有水量の 15％投入し、約２～４時間循環してください。　
　ＮＥＴ／ポリ缶　２０ｋｇ

　◎粉末のため持ち運びに便利です。
　◎独自の配合により金属に対する腐食が少ない。
　◎保有水量の 15％投入し、約２～４時間循環させてください。
　
　ＮＥＴ／段ボール　５ｋｇ×４

BS-900

ＢＳ-９００



もう、腐食は始まっています。

防蝕剤　　　　　　　　　　　　　　　CLEALIFE Ｎシリーズ　　　　

冷温水回路における密閉、半密閉の循環系統の水処理を怠ると腐蝕による様々な
トラブルを引き起こします。特に温水使用時に於ける鉄、銅の腐蝕は通常（常温）
は30℃上昇で２倍、すなわち10℃の上昇で30％増加します。このように防蝕を怠
ると鉄、銅配管や温水ボイラー部のパンク事故や錆コブを招くばかりでなく、熱
交換器内の流量低下の原因となります。前の水処理は機器の保全と運転効率を円
滑に行うためにも必要なことではないでしょうか。

◎粉末ですので持ち運びに便利です。
◎密閉回路用防錆防蝕剤です。
◎標準使用量は保有水量に対し1500ｐｐｍです。
◎有効期間は約３～４ヶ月。
ＮＥＴ／段ボール　1kg×20

Ｎ－１０１

◎粉末ですので持ち運びに便利です。
◎半密閉回路用防錆防蝕剤です。
◎標準使用量は保有水量に対し5000ｐｐｍです。
◎有効期間は約３～４ヶ月。
ＮＥＴ／段ボール　1kg×20

Ｎ－２０１

Ｎ－201

※クリアライフＮシリーズは暖房回路又は冷温水回路の防錆・防蝕剤です。給湯系統での使用は出来ません。
　給水、給湯系統での赤水や防錆につきましてはＰＸシリーズをご使用ください。

Ｎ－101

■クリアライフＮシリーズの特長
１．重金属や毒劇物を含んでいないので排水等、取り扱いが簡単です。
２．密閉回路においてライフサイクルが長く経済的です。
３．ｐＨにより簡単に薬品濃度が測定できます。

■鉄配管の腐蝕に及ぼす流速、温度の影響
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環境浄化剤　　　　　　　　　

アカトール

◎詰まりの箇所に本剤をお湯をかけるだけで除去。
◎定期的に使用すれば詰まりや悪臭予防になります。
◎特に曲がりの多い排水管に最適です。

ＮＥＴ／500g×12個　ダンボール入り　　　　

排水パイプ浄化剤

医薬用外劇物

アカトール７

◎詰まりの箇所に本剤をお湯をかけるだけで除去。
◎酸素とアルカリの作用により詰まりと悪臭を除去。
◎医薬用外劇物に該当しません。

ＮＥＴ／500g×12個　ダンボール入り　　　　

排水パイプ浄化剤

Ａ－７

◎尿酸塩を簡単に除去します。
◎特殊な酸を配合していますので、器具・浄化槽に影響
　ありません。
◎原液300～500cc小便器に流し15分ほど静置後水洗。

ＮＥＴ／エースティナー１０kg　　　　

尿石除去化学洗浄剤

ご使用法

①
予
熱
　

②
水
抜
き

③
薬
品
投
入

④
湯
注
ぎ

⑤
湯
洗
い

次の順序に従ってください
(１)先ず陶器類はあらかじめ温水をバケツ一杯位注
　　ぎ５分程予熱します。（冬季のひび割れ防止）

(２)次に残っている汚水を出来るだけ多く取り除き
　　ます。

(３)ビン内のアカトール（アカトールセブン）を約
　　半分（250g）投入します。この量は家庭用流し
　　台の排水管の口径を２インチを基準としていま
　　すが、口径がこれより大きくまた詰まりの程度
　　が酷い場合等は量を増やします。

(４)60℃～80℃位の熱いお湯を徐々に注ぎます。こ
　　の時アカトール（アカトールセブン）が沸騰し
　　て多少飛沫が飛び散りますので、皮膚等にかか
　　らぬ様注意してください。

(５)20～30分経過後バケツ一杯位の熱いお湯を注ぎ
　　ます。汚物が流れ排水管が貫通します。　　

●注意
　※注ぎ湯、洗浄湯は60℃～80℃を用います。
　　水を用いると薬品が固まってしまいます。
　※塩ビパイプの場合40℃～50℃のお湯を使用して
　　ください。

使用先

フードセンター
の流し台

手　洗　所

大　便　器

小　便　器

詰まり箇所 詰まり状況 薬品量 湯注ぎ量 放置時間
２回目の
湯　　洗

全閉

１／２

全閉

１／２

全閉

１／２

１／３

全閉

１／２

１／３

５００g

１００g

５００g

１００g

５００g
(３回行う）

２５０g

１００g

１回目　500g
２回目　250g

５００g

２５０g

１ℓ

１ℓ

１ℓ

１ℓ

３ℓ

１ℓ

１ℓ

１ℓ

１ℓ

１ℓ

１ℓ

２ℓ

２ℓ

２ℓ

１ℓ
１ℓ

１ℓ

１ℓ

１ℓ
１ℓ

１ℓ

１ℓ

３０分

１５分

３０分

１５分

３０分

２０分

１５分

３０分
３０分

２０分

１５分



環境浄化剤

飲料水槽は汚れています。

　　水槽内に付着している水垢や、頑固な茶褐色の汚れ等にタンクダッシュは最適な飲料水槽

　　専用の壁面洗浄剤です。飲料水槽はタンクダッシュで洗浄することにより、完璧に水槽の洗

　　浄が簡単に出来ます。

使用方法（高圧洗浄機使用時）

①水槽の水を抜いてください。

②高圧ポンプを運転し、汚れの箇所にスプレー洗浄を実施します。

   （３～５％に希釈した薬剤を準備してください。）

③水槽内壁面をスプレーし、５～１０分間そのまま放置し、薬剤を浸透させて

    ください。薬剤が水槽壁面に浸透して壁面の汚れが落ちます。

④その後、清水で水槽内壁面を万遍なくスプレーし、水洗を繰り返し行い、

    塩素殺菌剤を投入した清水で水槽内をスプレーしてください。

ハンドスプレー洗浄剤

Ｃ-９８００

◎換気扇・クーラー・冷凍機のアルミフィン、厨房機器等に
　付着する油汚れを簡単に除去します。
◎持ち運びに便利です。

ＮＥＴ／５００×１２/２４本　ダンボール入り

タンクダッシュ 　飲料水槽壁面洗浄剤

　◎食品添加物で構成されています。
　◎中和不要で水洗のみです。
　◎独自の反応基により短時間で汚れを剥離し、殺菌する
　　化学洗浄剤です。
　◎独自の配合により次亜塩素酸と混合しても塩素ガスを
　　発生しません。
　ＮＥＴ／ポリ缶／エースティナー　２０ｋｇ



厨房メンテナンス　　　　　　　　　CLEALIFE グリストールＡＢ

　グリストラップは、厨房排水の中に含まれる動・植物性の油脂分を直接下水道や浄化槽に流さな
いためのための分離槽です。たまった油脂分を直接除去する設備ですから、毎日相当量の油脂分
が溜まります。
　しかしながら、油脂分の除去はあくまでも自己負担処理ですから、費用対効果を考えて常に効果
的なグリストラップメンテナンスシステムを追求することは、非常に重要な事といえ、グリストラップの
浄化作業を怠ると、グリストラップ槽全体に油脂分がこびり着いてしまい、悪臭も発生し、環境汚染
が生じてしまいます。その上、害虫等の巣窟になりますので、施設の衛生管理面にとっても大きな
問題です。
また、グリストラップが油脂分で凝結しますと、排水管も詰まりますので排水にも支障が出ます。もし
そうなれば突然排水が逆流する恐れもあり、業務に重大な影響が出て大変です。
　弊社グリストールA・Bは単一でも充分な洗浄効果を得ることが出来ますが、セットで使用する事に
より時間の短縮及び、より効果的な洗浄効果を得ることが出来る画期的な洗浄剤です。

等

　

　

グリストールＡ投入

グリストールＢ投入 ・グリストラップ内が
　　綺麗になるまで水洗

★アルカリ成分が浸透する事
　 により固着した強固な油脂
　 分を柔らかくします。

★柔らかくなった油脂分を酸素
　 の働きで分解、除去します。

・前処理として食材滓、油滓を除去します

汚れの程度に
より３０～１時間
放置

汚れの程度に
より３０～１時間
放置

※特に油脂等が厚く付着している箇所は、
軽くブラッシングすると更に効果的です。

　　　製品名　グリストールＡ
　　　性状　　アルカリ性液体
　　　NET　　 ２０kgポリ缶
　　　　　　　２０kgﾛﾝﾃｨﾅｰ

　　　製品名　グリストールＢ
　　　性状　　非酸性液体
             （医薬用外劇物）
　　　NET　　 ２０kgポリ缶
              ２０kgﾛﾝﾃｨﾅｰ

グリストラップ洗浄剤



厨房用排気設備の油汚れ洗浄剤

グリストールＤ

　◎グリスフィルターや厨房機器などに付着した
　　カーボン化した油汚れを、素早く落とします

　◎強力動植物系油脂専用洗浄剤

　ＮＥＴ／２０ｋｇ

グリストールＤＳｕｐｅｒ

厨房メンテナンス　　　 グリストールＤ／ＤＳ

洗浄前 洗浄後

●作業する際は保護メガネ、 ゴム手袋、 保護衣を必ず着用してください。

●原液をスポンジ等に付けて擦り取るか、 スプレーガンで 2倍程度に薄めて吹き付けて使用して

ください。

●油汚れを拭き取った後、 残っている洗剤分を水拭きなどで充分に除去してください。

使用方法

●材質により変色や腐食する恐れがありますので、 別用途では使用しないでください。

●本品は、 亜鉛めっき鋼板 ・鉄 ・ ステンレスの材質に適しています。 アルミニウム ・銅 ・鋳に対し

　ては腐食性がありますので、 使用できません。

●排気ファンや付帯設備の種類によってはアルミニウムや塗装面など腐食しやすい材質もあるため、

　目立たない部分で試してから使用してください。

使用上の注意

　◎グリスフィルターや厨房機器などに付着した
　　カーボン化した油汚れを、素早く落とします

　◎強力動植物系油脂専用洗浄剤

　ＮＥＴ／２０ｋｇ

強力タイプ

　CLEALIFE



循環風呂系統の洗浄剤　　　　　　　CLEALIFE Ｋ-720／800

浴場の循環系統内は洗剤、垢、油分等が混ざり合い、固化した生物膜の中は、細菌が繁
殖する最適な環境になり、重大な事故に繋がっています。レジオネラ菌もこの生物膜内に
隠れ住み塩素濃度が低くなると顔を出し活発に活動すると言われています。ろ過材を交換
するだけでなく、循環系統配管内の生物膜を洗浄により破壊しなければなりません。
クリアライフＫ-720/800は、生物膜を剥離し、殺菌する画期的な化学洗浄剤です。

◆特徴

◆使用方法

●

●

●

●

生物膜の強力除去

強力な殺菌作用

中和不要の無公害タイプ

独自の反応基により短時間で剥離・殺菌する画期的な化学洗浄剤です

１．浴槽の水が循環できる程度に水（湯）を抜いてください。
２．既設ポンプを運転する。循環を確認し、A剤を投入し３０分程度循環して下さい。
３．B剤を投入し８０分程度循環して下さい。    
４．C剤を投入し１０分程度循環して下さい。
５．関連法令に従って排水して下さい。その後循環水が清水になるまで水洗、排水を繰り返して下さい。
※すすぎが不十分な場合洗浄後に汚れが出てくることがありますので、十分にすすぎを行って下さい。

A剤投入後 B剤投入後 C剤投入後

循環系統の化学洗浄剤 循環系統の化学洗浄剤Ｋ-720の仕様

内容量：15.4kg/2t用
（A剤　0.6kg/袋×２）
（B剤　4.6kg/袋×２）
（C剤　2.5kg/袋×２）

２液式　Ｋ-800

Ｋ-800の仕様

Ａ剤/20ｋｇ
アルカリ性透明液体
ｐＨ：12.1（１％）
比重：1.12（２５℃）
Ｂ剤/20ｋｇ
※医薬用外劇物

弱酸性透明液体
ｐＨ：3.8（１％）
比重：1.02（２５℃）

※強力タイプ



清缶剤

除鉄再生剤　　　　　　　　　

防　　錆　　力

大液体

スケール付着
防止力

毒性

大

形態 液性
金属イオン
キレート化力

弱アルカリ性Ｐ　－　１０

銅 黄銅 鉄 ステンレス 亜鉛

ボイラーに使用するボイラー用水には水道水、天然水又は地下水が使用されていま
すが、そのいずれも多少異なった不純物を含有しているため、種々のトラブルを起
こしています。然し水処理をする事によって、スケールや腐蝕のトラブルは大幅に
改善することが出来ます。
その水処理には、イオン交換樹脂を用いた缶外処理と清缶剤を用いた缶内処理が考
えられますが、前者の缶外処理では設備装置費用プラス樹脂代となり高価になりま
すが、後者の清缶剤を用いる方法では、特別な装置が必要ないためランニングコス
トが極めて安くボイラー内を保護出来ます。尚、缶外処理を実施していても清缶剤
の使用は必要です。

ポリレヂンP-10

Ａ　硬水使用の場合（原水を直接給水）
　　スケール付着防止及びアルカリ度や缶泥調節作用燐酸根
　　が必要（一定量）
　○硬度50ppm前後の給水1tonに対し　100～300g
　○硬度20ppm前後の給水1tonに対し　 40～ 60g
Ｂ　軟水使用の場合（硬度成分が無い給水）
　　アルカリ上昇と腐食の防止
　　重合リン酸塩の使用でアルカリ調節とシリカによる硬質
　　スケール付着の防止
　○軟水給水1tonに対し　10～30g

ＮＥＴ／エースティナー２０ｋｇ　　　　

◆ポリレヂンP-10の特長

イオン交換樹脂は付着する鉄分の為に処理能力が低下します。
食塩再生時に少量添加するだけでイオン交換樹脂本来の性能を持続させる画期的な
ものです。

Ｓ－７７

◎粉末のため持ち運びに便利。
使用量
原水中の鉄が1ppm以下の場合　　　　再生20回に1回
原水中の鉄が1～2ppmの場合　　　　 再生10回に1回
原水中の鉄が2～3ppmの場合　　　　 再生 2回に1回
原水中の鉄が1～2ppmの場合　　　　 再生毎
ＮＥＴ／５kg×４　　　　

S-77



ダイヤフラム式定量ポンプ　　　　　　       ＣＭＰseries

■ＣＭＰ
特長

●扱いやすい前面操作
　操作パネルをポンプヘッドと同じ前面にする事で操作が容易になりました。

　●サイトグラスを標準装備
　　ポンプの吐出状態がボールの動きで容易に監視出来ます。

　　●高い吐出圧力
　　　最高1.5MPaの吐出圧力により、様々な用途に御使用出来ます。

　●ノンガスロックタイプもラインアップ
　　当社独自の機構で次亜塩素酸ソーダの注入に最適

型　　　式

最高吐出量

最高吐出圧力

ストローク数

保　護　構　造

ソレノイド絶縁階級

電　　　源

消　費　電　力

最　大　電　流　値

動作周囲温度

質　　　量

付　属　品

ＣＭＰ-１０ ＣＭＰ-２０ ＣＭＰ-６０

12ml/min 30ml/min 60ml/min

1.5Mpa 1.0Mpa 0.5Mpa

０～１８０ｓｐｍ

ＩＰ６５相当

フリー電源（単相１００～２４０Ｖ　５０/６０Ｈｚ）

Ｂ種

１５Ｗ

１．９Ａ

～４０℃

約２.５ｋｇ

ホース３ｍ、+ドライバ、Ｍ５取り付けボルト×２本、
チャッキ弁、フート弁、エア抜きポンプ

●仕様 ●接液部仕様

接液部形式 適応薬品 標準ホース仕様

ＶＶＦＣ

ＶＶＥＣ

ＰＶＥＣ

ＡＶＦＣ

塩化第二鉄・ＰＡＣ
 次亜塩素酸ソーダ

硫酸・塩酸・硝酸
 　その他強酸

　　硫酸バンド
硫化第一鉄・第二鉄
　　苛性ソーダ

ボイラー清缶剤

次亜塩素酸ソーダ

φ４×φ９

φ４×φ６
ＰＥホース

　　 φ４×φ６
シンフレックスホース

φ４×φ９

テトロンブレード入り軟質塩ビホース

テトロンブレード入り軟質塩ビホース

φ４×φ９

テトロンブレード入り軟質塩ビホース

型　　式

容　　量

材　　質

色　　調

寸　　法

標準付属品

ＴＸＳ-２５ ＴＸＳ-５０ ＴＸＳ-１００

３０ℓ ６０ℓ １２０ℓ

ポリエチレン

ベージュ

L430×W465×H515 L560×W465×H670 L560×W5575×H805

蓋、固定金具(3ヶ)



 洗浄用機器　　　　　　　　　

循環洗浄機ＣＰ－１型
　●クリーンフィーダーＣＰ－１

　

◆用途

パッケージ・チラー・冷凍機・空調機のコンデン

サー用洗浄機

◆仕様

本体総重量 15ｋｇ・PVC薬液槽 45ℓ

循環水量 MAX100ℓ/min（楊程 4m の場合 64ℓ/min ）

濾過網使用・吐出口戻り口 20A・

使用モーター 100V/150W

ホースジョイント 16A・20A各一組

耐圧ホース（内径２５A）２m×2本

◆特徴
　・接液部基本材料は P.P 系と高耐食性 ETFE型
　・標準搭載電動機は屋外型を採用
　・空転に強い構造を採用し長寿命

※循環水量 MAX150ℓ/min（楊程 4m の場合 90ℓ/min）    仕様モーター 100V/270W

　仕様のクリーンフィーダー CP-2もございます。

汎用マグネットポンプ CTSM型

◆仕様

型　　式
 接続口径（A）
(吸込×吐出 )

楊　程
）ｍ（ 

 吐出量
（ℓ／ min）

電動機出力
）Ｗk（ 　

CTSM-21P/E

CTSM-22P/E

CTSM-23P/E

CTSM-24P/E

40×40

50×40

50×40

50×40

12

16

 22

28/33

180

260

300

550

0.75

1.5

2.2

3.7

50Hz/60Hz

200V/220V  60Hz



除鉄、除マンガン濾過装置　　　　

地下水中にはその地質環境により、鉄分、マンガン分が多く含まれている場合が
あります。鉄分の水道基準値は0.3ppm以下、マンガンは0.05ppm以下で、飲料水は
勿論、食品加工用水としても鉄分、マンガン分を取り除かなければなりません。
飲料水以外でも、リネン用品等の白物が多いクリーニング用水では鉄分の値は
0.2ppm以下で使用する事が良い製品作りとなります。弊社濾過装置は井戸水に含
まれる鉄分・マンガン・濁度・色度などを取り除き、ご希望の水質を提供いたし
ます。

全自動 全自動

除鉄濾過装置 除鉄濾過装置

CRLVCRLV
series series

CRSVCRSV

濾過装置シリーズ仕様

◆最大処理水量は、原水の水質や処理規格により多少変化する事があります。
◆ご希望により手動バルブ方式、エアーバルブ方式など様々な仕様が可能です。

型　式

仕　様 最大処理流量 濾過塔 配管 運転重量

(㎥/ｈｒ) (mm) (ｔ)内径×高さ(mm)

ピュアライフ3型

CRSV-500

0.5 20 0.38

0.85

1.00

1.40

2.40

3.80

6.05

9.05

13.70

25

32

40

50

65

80

100

120

300×1200

600×2200

750×2200

950×2400

1200×2400

1500×2400

1800×2400

2200×2400

500×22003.0

4.5

5.8

9.6

16

26

38

57

CRSV-600

CRSV-750

CRSV-950

CRSV-1200

CRSV-1500

CRSV-1800

CRSV-2200

◆特長
　1.任意の時間にセットするだけで面倒な毎日の逆洗。洗浄などを24hタイマー
　　により自動で行います。
　2.充分なCapacityを持っていますので、原水の水質変動による鉄・マンガン等
　　のリーク時にも、濾材の補給が出来る安心の設計です。
　3.厳選された電動バルブを装備し、標準仕様として流量計・圧力計・検水栓な
　　どを標準装備しています。



硬水軟化装置　　　　

近年、各種産業部門で使用されている水量は上昇の一途をたどっています。
産業界の高度な技術躍進と発展に伴い、用水の需要と水処理の必要性は極めて重
要な問題となってきました。弊社の硬水軟化装置は、原水中のカルシウム・マグ
ネシウム等の硬度成分をイオン交換樹脂によりナトリウムと置換する硬水軟化装
置です。特にボイラー用水の他、ランドリー用水・冷却用水・食品製造用水など
広範囲にわたりご使用いただけます。

型式
仕様 処理水量

（㎥/hr） （ℓ） （mm） （ｔ）内径×高さ(mm)

樹脂量 口径 軟水塔 運転重量

CSK-50

CSK-80
CSK-100
CSK-150

CSK-200
CSK-250

CSK-300

CSK-350
CSK-400

CSK-450
CSK-500

CSK-550

CSK-600

CSK-700
CSK-800
CSK-900

CSK-1000

CSK-1200
CSK-1400

CSK-1600

CSK-1800

0.9～2.4
1.3～3.2

1.6～5.0

2.4～6.0

3.2～8.0
4.0～10.0

4.8～12.0
5.6～14.0

6.4～16.0

7.2～18.0

8.6～20.0
9.0～24.0

11.0～28.0
13.0～32.0

14.0～36.0

16.0～40.0

19.0～48.0
22.0～56.0

25.0～64.0
29.0～72.0

32.0～80.0

50

80
100

150

200
250

300
350

400

450

500
550

600

700
800

900

1000
1200

1400
1600

1800

20/25

20/25
25/40

25/40

25/40

25/40
25/40

40/50
40/50

40/50

40/50

40/50

40/50
50/65

50/65
50/65

50/65
65/80

65/80

65/80
80/100

300×1415
350×1440

400×1450

500×1470

550×1530
600×1550

700×1560
700×2240

750×2255

800×2290

850×2410
900×2420

1000×2465

1100×2510
1100×2510

1200×2580
1300×2660

1400×2700

1500×2740
1600×2780

1700×2855

0.25

0.32

0.46
0.55

0.75

0.87
1.00

1.20

1.38
1.46

1.66
1.81

2.21

2.63
2.71

3.13
3.82

4.17

4.79
5.45

6.42

◆硬水軟化装置型式及び仕様

◆特長
　●７日タイマー・自動操作弁の組み合わせで、再生は全自動で行われます。
　●タイマーを使用しないで、手動でスイッチを入れる事により任意に再生を
　　半自動で行うことも出来ます。

●イオン交換反応式

●硬水軟化 ●再生(10％食塩水使用)

（RSO３）２Ca+２NaCl　　２RSO３Na+CaCl２

（RSO３）２Mg+２NaCl　　２RSO３Na+MgCl２
原水→

→軟水

MS
Ca Cl

SO４Na

SO２

HCO２

Cl
SO４

Na

SO２

HCO２

NaCl

（RSO３は、イオン交換樹脂と交換基を表します）

２RSO３Na+CaCl２

２RSO３Na+MgSO

→←

→←

→←

→←

（RSO３）２Na+２NaCl

（RSO３）２Mg+Na２SO



株式会社 クリーンライフ

本社 /福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈 265-1　

　　　　　　ＰＨＯＮＥ(092)938-7887

　　　　　　ＦＡＸ　　(092)939-0373

工場 /福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗 375-1

   ＵＲＬ　http://www.cleanlife.net
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