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①遊離残留塩素(カルキ) ②濁り ③クロロホルム ④ブロモジクロロメタン ⑤ジブロモクロロメタン ⑥ブロモホルム
⑦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 ⑧テトラクロロエチレン⑨トリクロロエチレン
⑩ベンゼン ⑪総トリハロメタン ⑫CAT (農薬) ⑬2-MIB (カビ臭) ⑭溶解性鉛 ⑮陰イオン界面活性剤 ⑯フェノール類
⑰ジェオスミン( カビ臭)

B011-2104-08-A

本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※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。
※1 当社大阪オフィス（大阪市北区）で生成直後に測定した数値を目安に表示

※1

● 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）排水ホースから出る水、（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。 ●飲用にはpH9.5前後（pH9.0～pH10未満）をおすすめしますが、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。

～ 水 を 科 学 す る ～

Ⓡ 0120-328-106 https://www.nihon-trim.co.jp/

本社／ 大阪市北区梅田２-2-22 ハービスENT オフィスタワー22F
TEL.06-6456-4600（代）
〒530-0001

支社／札幌・仙台・東京・名古屋・広島・高知・福岡
その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

トリムの情報はWebで

日本トリム 検索

本体標準価格（税込）
取付工事費別 ¥272,800

標準価格（税込） ¥13,200
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日本産業規格

1日27ℓ、5年間使用したとして、1ℓあたりのランニ
ングコストは約7円（当社試算）。ご家庭で使うなら
断然おトクです。
※1ℓあたり約7円には電気代、水道代が含まれております。
※サンプル例であり、ご使用の地域やご使用方法によって
　金額は前後します。

定期的に電極の極性と水路を切り替える独自の
ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式を採用。
ミネラル等の付着を防ぐため、面倒な電解槽の
洗浄や交換などのメンテナンスは不要です。長
期間安定した電気分解を行います。

水素水モード使用中に生成水に溶け込んで
いる水素濃度を表示（目安）。

※例：1100ppbは1ℓ中に1100µgの水素ガスが溶け込んで
　います。 
※溶存水素濃度は電解条件により算出した推測値です。
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