
★軟水を使うことにより、エコキュートや給湯機器の配管をカルシウムスケールから
　守ります。
★お風呂の水が軟らかく感じられ、一番風呂のピリピリ感も抑えられます。
　単純ナトリウム温泉と性質が似ているので、保温効果が高く湯冷めがしにくくなります。
★食器洗いの時、お湯を使うと手が荒れる方でも手荒れしにくくなります。
　洗剤の使用量も減って経済的です。
★洗顔後の顔のつっぱり感が軽減されます。
★アトピー性皮膚炎の方や乾燥肌の方の症状も和らぎます。(個人差があります。)
★美容室で軟水を使えば、従業員の手荒れを防止し、お客様の髪質改善につながります。
★洗濯洗剤の泡立ちがよくなり、汚れ落ちがよくなります。
　石鹸カスの発生を防ぐので、洗濯物に残留する心配がありません。しかも手触りは
　フワフワの仕上がりに。
★浴室などの石鹸カスが発生しません。余計な汚れがつかないので、掃除が楽になります。
★加湿器に白い汚れがつきにくくなり、掃除が楽になります。機械自体も長持ちします。
　　　　　　　　　　　その他にも軟水は様々な分野で活躍します！

<模式図>

私たちが普段何気なく使っている水道水、実は地域によって硬度(カルシウム等)
が高く、それによって様々な悪影響を受けているのはご存じでしょうか？
例えば、お風呂あがりの皮膚のつっぱり感です。石鹸の成分(脂肪酸イオン)と水の
中のカルシウム分がくっついて、「脂肪酸カルシウム」へと変化します。これは俗に
「石鹸カス」と呼ばれるものですが、これが皮膚に膜となって付着することにより、
つっぱり感が引き起こされます。
そして、給湯器類の配管、シャワーヘッド、ウォシュレットのノズル、加湿器の
内部などが水道水中のカルシウム分で目詰まりする現象が多く聞かれます。目詰まりが
機器自体の故障を招き、コストもかかってしまいます。
また、浴室や台所の水まわりに付着している白い汚れも脂肪酸カルシウムです。
これらの汚れは落ちにくいので掃除にもかなりの労力を費やしてしまいます。

「カルマグキラー」は、イオン交換法で硬度の高い水を軟水に変える画期的な
装置です。
「カルマグキラー」で、ご自宅での生活をより快適にしてみませんか？

カルマグキラー

給



■全自動軟水機　MK-18EXJ・MK-28EXJの設置に必要な部品について■
　下記の部品については現地にて購入してください。
①原水バルブ(逆止弁付バルブ)20A→軟水機側から原水側への逆流を防止します。
②チェックフィルター(Y字ストレーナ　SUS　80メッシュ20A)→イオン交換樹脂の流出を防ぎます。
③処理水出口側バルブ　20A→メンテナンス時のためのストップバルブです。
④バイパス弁　20A→メンテナンス時や緊急時のためのバルブです。
⑤電動弁(通電時閉タイプ)　20A<オプション>再生時に原水が流れないように、

お客様の必要に応じて設置。
⑥0.5mヒーター　1個
※設置前に水質検査が必要になります※　　※軟水機の再生工程にかかる時間は約2時間です※
※寒冷地仕様の場合、配管保温時に凍結防止ヒーターを巻いてください※
※軟水機の故障の原因となりますので、濁水や砂、鉄分の多い原水は使用できません。
　　必ず、砂ろ過機、除鉄装置を設けて前処理を行ってください。

 各装置については取扱店にお問合せください※

■本体価格　MK-18EXJ　　335,200円(税別)　目安：4人家族(寒冷地仕様）
　　　　　　　 　MK-28EXJ    398,200円(税別)　目安：6人家族（寒冷地仕様）
※上記価格には工事費、現地調達部品代（①・②・③・④）は含まれておりません。
※防寒・防風・防雨に配慮して設置してください。

〒020-0883　　岩手県盛岡市志家町3-28
TEL:019-651-4441　　FAX：019-654-5246

■メンテナンスについて■※イオン交換樹脂は永久的に使用できるのではありません。主に原水の水質と軟水機再生頻度及び使用時間により取替え
時期が違ってきますが、５年に1 度メンテナンスを行い必要に応じて部品の交換が必要になります。

＜寸　法　図＞
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■全自動軟水機

　 MK-18EXJ ・ MK-28EXJ 　の特徴■
･給湯器(エコキュート)にスケールが付着しなくなったために機器の寿命が延びた。

　(設定温度に関係ありませんから安心です。)
・軟水機は全自動式であり、機能が流量比例タイプのため、再生に必要な
　塩や再生時に使用する水道水に無駄がなく経済的です。

安心してご使用いただくためのメンテナンスサービス

　メンテナンス契約（再生塩・イオン交換樹脂の交換）
主に原水の水質と軟水機再生頻度および使用時間により取り換え時期が
違ってきますが、イオン交換樹脂は必ず交換が必要です。

（目安として５年に一度）

　　　　メンテナンス料金５年契約（月々）

　　　　・ＭＫ-１８ＥＸＪ・・・２，８００円（税別）

　　　　・ＭＫ-２８ＥＸＪ・・・３，０００円（税別）
　　　　　　※５年契約満了後、再契約を結んでいただけます。
　　　　　　※場所や状況によって料金が変わる場合があります。ご契約前に販売店に
　　　　　　　　　ご相談ください。









１

水道水の中のカルシウムは、石鹸の成分の「脂肪酸イオン」とくっつい
て「脂肪酸カルシウム」に変化します。俗に「石鹸カス」と呼ばれ、洗
面器についたなかなか取れない白い汚れがこれにあたります。
カルマグキラーは水の中のカルシウムを取り除くので、石鹸カスの発生
を防ぐことができます。しつこい石鹸カスが浴室につくことはもうあり
ません。

２

上で触れたように、洗面器と同じようにお肌にも石鹸カスは付着します。
つまり、余計な膜が張り付いている状態です。また、この膜が入浴後の
お肌のつっぱり感を引き起こしています。これでは、せっかくの基礎化
粧品やお手入れが無駄になってしまいます。カルマグキラーで作った軟
水でお肌に余計な石鹸カスの膜を作らせません。
顔や体だけでなく、毎日の食器洗いもなんのその！軟水で洗えば手荒れ
を防ぐことができます。

３

軟水の天然温泉はお肌がしっとりつややかになると評判です。そのため、
スーパー銭湯などでも軟水機を使って、人工的な軟水温泉を作るほどの
人気です。
効果がはっきりわかるので、需要も多いということでしょう。

カルマグキラーで軟水にしたお風呂に入ることにより、軟水温泉に入っ

た様なお肌スベスベ体験ができます。それが毎日となると、よりお肌が

しっとりとなり、今までのつっぱり感がウソのように無くなります。

４

最近オール電化住宅が増え、エコキュートの普及も進んできています。
しかし、特定の地域では水道水の硬度(カルシウム・マグネシウム)が高
く、エコキュートが設置できません。なぜかというと、エコキュートの
配管はとても細く、カルシウム分が固まってすぐ詰まってしまうのです。
そこで、カルマグキラーを設置することにより、配管を詰まらせる原因
のカルシウム・マグネシウムを取り除くことができます。
そうすることにより、設置を諦めていたところでもエコキュートを使う
ことができます。



気体は圧縮されるとどんどん熱くなる性質があり、大気熱を自然冷媒に集め、

その熱でお湯を沸かすシステムがエコキュートです。硬度の高い水を使うと、

エコキュートの熱交換器に使用されている銅管内部に、炭酸カルシウム(CaCO3)

を主体とするスケールがより付着しやすい環境となっています。エコキュート

の故障の多くがヒートポンプ内の熱交換器(水加熱用)のパイプにスケール(カル

シウム)が付着し熱交換器が正常に作動しなくなるばかりか、配管の修理が必要

になったり同時にエネルギーの大幅な消費にもつながります。写真からもわか

るようにスケールが熱交換器のパイプや貯湯タンク内部に付着していきます。
軟水はスケールが付着せず寿命を大幅に延ばします。

たんぱく質系の汚れと反応した硬度成分は、食器やグラスの水滴の跡や筋状の

くもりが硬化して付着します。軟水には硬度成分がないために洗剤の泡立ちが

よく、たんぱく質系の汚れでもすばらしい洗浄力を発揮して見違えるほどの輝

きが戻ります。食器洗浄器の目詰まりや、カビや臭いも発生しません。
ヤカン・電気ポットなどの電熱機器は水を沸騰させて使いますから、硬水の水
を使うと器具の底や側面にカス状(スケール)の硬度成分が結晶化して付着しま
す。軟水は硬度成分がありませんから、いつもきれいな状態を保てます。

水質が硬い地域にお住いの方の浴槽や浴室の鏡、お風呂の水洗器具や洗面台の
蛇口に白く結晶化した石鹸カスが付着し、なかなか汚れが落とせません。
軟水を使用することにより石鹸カスが付かなくなり、お掃除も非常に楽になり
ます。

硬度成分の高い水で洗車した後、クモの巣状の白い汚れや白い斑点が車のガラス
や



普段使用している水道水や井戸水には多かれ少なかれ硬度成分(水を硬くする成分)が含
まれています。硬度成分は石鹸の泡立ちを悪くしたり、浴槽の側面や洗面器の内側に白
く結晶化した汚れやカビなどが付着します。
硬水を長く使用していると手荒れ、肌荒れ、ダメージヘア、浴槽の汚れ、エコキュート
の熱交換器・電気温水器・スチームアイロン・加湿器の目詰まりなどが起きてきますが、
軟水を使うことにより改善されます。
肌はしっとりツルツル、髪はしなやかに、洗濯物はふんわり仕上がります。

石鹸を井戸水、水道水に溶かすと白く濁ります。これは石鹸が硬度成分と化学的に結合
してできる粘着性の強い金属石鹸(石鹸カス)と呼ばれるもので、洗浄力を低下させるば
かりか、皮膚に付着すると毛穴に詰まり皮膚呼吸を悪くし、皮膚の新陳代謝をも鈍らせ
るため、新たな皮膚膜が作られず皮膚がカサカサに荒れてきます。
そのためお化粧のノリが悪くなったり、皮膚の老化を早めます。
健やかなお肌のために、洗顔はぜひ軟水をお使いください。

水質が硬い地域にお住いの方の浴槽や浴室の鏡、お風呂の水洗器具や洗面台の蛇口に白
く結晶化した石鹸カスが付着し、なかなか落とせません。軟水を使用することにより石
鹸カスが付かなくなり、現在付着している石鹸カスも時間はかかりますが少しずつ剥ぎ
とっていき、タイルの目地などが驚くほどきれいになりお掃除も非常に楽になります。

◆肌にやさしい。お風呂あがりの肌につっぱり感がありません。
◆金属石鹸が浴槽やタイルに付かないので、お掃除が楽。
◆食器洗浄機の汚れ落ちが違う。
◆ペットのシャンプー後、ブラッシングのクシ通りがスムーズ。
◆洗濯、洗髪、洗車、入浴など、あらゆることに軟水は効果を発揮します。

肌荒れ、手荒れの主な原因は角質層の水分低下によるとされています。皮脂の表面に
は皮脂膜という薄い脂分の膜があって、それが水分の蒸発を防いでいますが、石鹸や
洗剤によって脱脂され、無くなってしまいます。硬度成分の高い水を使うことで、石
鹸と硬度成分が結びつき粘着性の強い金属石鹸が皮膚に付着します。
軟水は高価な化粧品や洗顔クリームの役割を最大限に発揮させ、健やかな素肌を守り
ます。

硬度の高い水道水や井戸水でシャンプーすると、石鹸カスが髪のキューティクルと頭
皮に付着します。これにより毛髪の枝毛、切れ毛、頭皮のフケなどにいろいろなダメ
ージを与えます。軟水でシャンプーすると、石鹸カスができないので荒れた髪をいき
いきさせつややかな髪に蘇らせる手助けをします。また、シャンプーの後リンスをつ
けなくても指どおりが滑らかです。高価なシャンプーやトリートメントに気を使うこ
とはありません。



カルマグキラー

室内に取り付けることで邪魔になる

樹脂量が少なくこまめに管理がいる

再生（樹脂洗浄）に手間がかかる
※手動で頻繁に洗浄しなくてはならない

蛇口タイプの軟水機

ひとつの蛇口しか軟水にならない

シャワーに取り付けると温度が一定になら
ず温度調節が非常に難しい

すべての蛇口から軟水が使えます

配管の元に取り付けますので、温度変化や
水量水圧の低下もありません。

屋外にも設置できるので邪魔になりにくい

樹脂量が多いので全蛇口で使用してもふん
だんに軟水を使えます。

全自動で洗浄します。手間がかかりませ
ん。※水を使わない夜中に自動で洗浄。洗
浄サイクルも12日（硬度の数値に比例）お
きに1度の洗浄

多量の水を使う毎日のお洗濯にも軟水は効果を発揮します。洗濯物の黄ばみ、黒ずみやオ
ムツかぶれの原因となる金属石鹸ができないので、安心して衣類を洗えます。
また、泡立ちがよく、洗剤も今までの約半分で済むので経済的です。日陰干しでもイヤな
臭いが残りません。もちろん、洗いあがりはとてもソフトです。そして、洗濯機の中にカ
ビや水垢などが発生しにくくなります。

ヒトの表皮は10～15細胞層ですが、犬の表皮はヒトの約５分の１ ｐｈ7，53～5細胞層、
猫は2～4細胞層しかありません。猫の表皮はヒトの５分の１～６分の１の薄さです。
犬は肌から脂を出すことでバイ菌などの外敵から体を守っています。大切なバリア機能を
シャンプー（石鹸カス）で洗い流してしまうと肌が乾燥して外敵から身を守れなくなって
しまうのです。愛犬にとって肌の乾燥は大敵ですから、愛犬のシャンプーは同時に肌のこ
とも考えなければなりません。軟水でシャンプーすると石鹸カスが付着せずシャンプー後
のブラッシングやクシの通りがスムーズでからまず、毛もふっくらに仕上がります。

イオン交換樹脂の分子内に、交換されるイオンを放出する基（例：スルホ基）があり、
一定量のイオン交換を行ったイオン交換樹脂はイオン交換能力を失いますが、再生（自
動洗浄）することにより繰り返し何度でも軟水に変えることができます。
イオン交換樹脂の用途は純水の製造、海水からの真水製造、硬水の軟水化、医薬品の精
製、科学分析など幅広く用いられています。

井戸水は地下水を使っているため、常に一定の水質が維持できるわけではありません。
周辺環境の変化によって地下水が影響を受けたり、また、井戸の調子がよくない場合など
は汚染される可能性があります。井戸水は水道水とは異なり、設備的に法的な規制がなく、
井戸の使用、管理には所有者が気を配らなくてはなりません。

※井戸水をカルマグキラーに使用する場合、水質検査が必要になります。

お住いの水道水の硬度は日本水道協会のホームページで調べることができます。



エコキュート不適合地域について（お知らせ）

八戸市広域水道企業団において供給している「蟹沢」「三島」系（※表1参照）の
水道水は、階上岳山麓の石灰岩層の中を流れてくる地下水のため、年間を通し
水温が11℃と一定で、石灰岩の主成分であるカルシウムが多く含まれています。

このため、高温の水が細かい配管内を通る「エコキュート」は、配管内にスケー

ルがつきやすく、故障の原因となります。

その内容については、同企業団広報誌「おらほの水」にて随時情報提供されて
います。

現在のところ、各取扱メーカーでも具体的な改善策はなく、同地区へのエコキュ
ートの販売は見合わせており、電気温水器を使用した場合でも、管・体内にカル

シウムが蓄積するなどの症状が発生することから、1年に1回程度は、除去・点
検作業の必要があります∩

ただし、全自動軟水機「カルマグキラー」を設置することにより、エコキュートにお

ける配管のスケール詰りを解消することができます。

●水源種類（表1）
浄水場 �水源の種類 �住　所 

蟹沢浄水場 �湧水 �八戸市 �吹上、類家、青葉、諏訪、柏崎2・6丁目、 田向、十日町、小中野2・3・6・7丁目、 

港町本町、ホロキ長根、新井田 

三島浄水場 �浅井戸 �八戸市 �白銀町、白銀台、新湊、白浜、種差、湊高台 

●2002年度八戸圏域水道業団　浄水場別硬度（表2）
浄水場名 �平均浄水量／日 �最高（mg／l） �最低（mg／l） �測定回数／年 �平均硬度 

三島浄水場 �10，522 �145 �133 �12 �139 

蟹沢浄水場 �16，992 �134 �119 �12 �129 

沖田面浄水場 �729 �110 �86 �12 �98 

根城浄水場 �28，448 �54 �32 �12 �46 

白山浄水場 �35，299 �53 �32 �12 �45 

奥入瀬浄水場 �3，966 �53 �28 �12 �44 

※青森県浄水場別硬度ランキング参照

※1最低値／最高値の落差が激しいほど、同じ浄水場でも季節によって

硬度が変わるということになります。
（夏は軟水に、冬は硬水になる傾向があります。雨は硬度0です。）

※2最低値／最高値の差が少ない浄水場で、なおかつ測定回数が多い
浄水場は信頼できます。





八加給装節18　号

平成24年6月18　日

八戸圏域水道企業間

企業長　小林

エコキュート放り扱いメーカー・代理店各社　御中

舵沢・三偽水系におけるエコキュー－ト設位のトラブルについて

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は水道事米につきまして、ご理解

とご協力をいただきお礼申し上げますe

近年、「エコキュート」の設置が増加しておりますが、水道水の水蜜基準内の祉度（300Illg／L

以下）でも、髄庇が高い場合は、配管が詰まりやすくなるトラブルが発生しています。

特に、当企業団の蟹沢・三晶水系では「エコキュート」配管の舘まりが発生しやすく、一般家庭

において早いものは約9ケ月で使用できなくなるケースもありました。

企業団では、スケールの析出状況について実装掛こより冥敬を行い、その結果に基づいて、

広報やホームページで注骨を促すとともに、蟹沢・三島水系の水質に関する情報提供を行っ

ておりますが、姫卦普及に跳ねる拡北聴力様や各メーカー械にご協力をいただき、お客様の

トラブルをできるだけ無くしてまいりたいと考えております。

鈷社におかれましては、給掛辟選定に関して、十分留意していただくようお願い致します。

また、代理店及び脹売店等叫がェコキュート」を故雀する際には事前に水密の調査を徹底

するよう、注意喚起を丞ねでお願い致します。

問合せ先

八戸圏域水道企業団　給水装置課

TELO178－70⊥7042

FAXO178－70－7048

E－Ma王I h舶首u王03＠jomon．ne．jp



平成21年3月16日

株式会社　ワンダーライフ　様

八戸圏域水道企業団

給水装置課　担当　加賀も

TEL0178－70－7042

提出書類の返却について

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より当企業団の業務に付きましてご理解ご協力を賜り厚く御

礼申しあげます。

さて、平成21年3月13日付けお送りいただきました下記の書類

についてですが、本証明書は給水装置工事申請時参考図書として添

付していただくことになりますので、貴社にて保管してくださるよ

うお願いいたします。

記

給水装置背お能基準適合証明書

MK－28EXJ l部

MK－18EXJ l部

以上



給水装置性塵基準適合証明書
下記製品につき厚生省令第14号への適合を証明します。

製品を製造する工場の名称及び �丸山製作所　東松山工場 

所在地 �埼玉県東松山市新郷88・41 

製　　　　　品　　　　　型　　　　　式 �MK－18EXJ 

適　合　す　　る　　基　準　名 �厚生省令第14号（平成9年3月19日） 
「給水装置の構造及び材質の基妻準に関する省令」 

適　合　す　る　性　能　項　目 �省令第1粂　耐圧に関する基準 省令第2粂　浸出に関する基準 

省令第5条　逆流防止に関する基室撃 

試　　　　　験　　　　　方　　　　　払 �厚生省告示第111号（平成9年4月22日）による 
「給水装常の構造及び材常に係る試験」 

＃但し、浸出に関する基準については、JISS3200－7：2000 

「水道用器具一浸出性能試験方法」に準じて観取した。 

事　業　所　の　公　的　許　可　状　況 �全社としてISO9001：2000の認証を取得しております。 

製品型式 ��MK－18EXJ 

試験方法 ��厚生省件示第111号（平成9年4月22日）による 
r給水装置の構造及び材質に係る試験」 

春も 験 結 果 �項　目 �判　定　基　準 �判　定 

耐圧性能 �＊水漏れ、変形、破損その他の異常が無いこと。 �合　格 

浸出性能 �＊　省令第2粂第1項に規定する基準に適合すること。 �合　格 ※但し、JISS3200・7：2000「水道用器具一浸出性能試験方法」 

に準じて試験した。 

水筆限界性能 �＊上昇圧力が1．5MPa以下であること。 �該当せず 

負圧破壊性能 �＊水位上昇が75mm以下であること（／ヾキュームブレーカーに限る） �該当せず 

＊水位上昇が負圧破壊装置の空気吸入シート面から水面までの 

垂直距離の2分の1以下であること（負圧破壊装置を内部 

に備えた給水用具に限る） 

＊吐水口から水を引き込まないこと（吐水口■一一体型給水用具 

に限る） 

逆流防止性能 �＊水漏れ、変形、破損その他の異常が無いこと。 �合格 （※迎止弁付 閉止弁） 

耐寒性能 �串水抜き彼凍結させ、製品各部に破損、変形、その他の �該当せず 
異常がないこと。 

＊解凍後、耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能及び 

負庄破壊性能の中で該当する性能項目を満足すること。 

耐久性能 �＊10万回の開閉動作を繰り返した後、耐圧性能、水撃限界性 �該当せず 能、逆流防止性能及び負圧破壊性能で該当する性能項目を 

満足すること。 

総合判定 ��合　　格 

発売元：株式会社ワンダーライフ

岩手県盛岡市志家町3－28
TEl．019－65卜4441



発行日：2007年　5月30日

株式会社

代表取締役社

声≡真吾伝1
給水装置性能基準適合証明書

下記製品につき厚生省令弟14号への適合を証明します。

製品を製造する工場の．名称及び �丸山製作所　東松山工場 

所在地 �埼玉県東松山市新郷88－41 

製　　　　　品　　　　　型　　　　式 �ME・28EXJ 

適　合　す　る　基　準　名 �厚生省令第14号（平成9年3月19日） 
r給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」 

適　合　す　る　性　能　項　目 �省令第1粂　耐圧に関する基準 省令第2粂　浸出に関する基準 

省令第5条　逆流防止に関する基準 

冨試　　　　　験　　　　　方　　　　　法 �厚生省告示第111号（平成9年4月22日）による 
「給水装置の構造及び材質に係る試験J 

※但し、浸出に関する基準については、JISS3200－7：2000 

「水道用器具一浸出性能試：験方法」に準じて試験した。 

事　業　所　の　公　的　許　可　状　況 �全社としてISO9001：2000の認証を取得しております。 

R担両辺

製晶型式 ��M：K－28EXJ 

試験方法 ��厚生省告示第111号（平成9年4月22日）による 
「給水装置の構造及び胡‾質に係る試験」 

試 験 �項　目 �判　定　基　準 �判　定 

耐圧性能 �＊水漏れ、変形、破損その他の異常が無いこと。 �合　格 

浸出性能 �＊　省令第2条第1項に規定する基準に適合すること。 �合　格 ※但し、JISS3200－7：2000「水道用器具一浸出性能試験方法j 

に準じて試験した。 

水撃限界性能 �＊上昇圧力が1．5MPa以下であること。 �該当せず 

負圧破壊性能 �＊水位上昇が75mm以下であること（ハ岬キュームプレーか一に限る） �該当せず 

＊水位上昇が負庄破壊装置の空気吸入シート面から水面までの 

垂直距離の2分の1以下であること（負圧破壊装置を内部 

に備えた給水用具に限る） 

結 果 ��＊吐水口から水を引き込まないこと（吐水口一体型給水用具 
に限る） 

逆流防止性能 �＊水漏れ、変形、破損その他の異常が無いこと。 �合格 （※逆止弁付 閉止弁） 

耐寒性能 �＊水抜き後凍結させ、製品各部に破損、変形、その他の �該当せず 
異常がないこと。 

＊解凍後、耐圧性能、水準限界性能、逆流防止性能及び 

負圧破壊性能の中で該当する性能項目を満足すること。 

耐久性能 �＊10万回の開閉動作を繰り返した後、耐圧牲能、水準限界性 �該当せず 能、逆流防止性能及び負圧破：壊性能で該当する性能項目を 

鴻足すること。 

総合判定 ��合　　格 

発売元：株式会社ワンダーライア

岩手県盛岡市志家町3－28
TEL o19－65卜4441
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分析試験成績書
依　爛　者株式会社　丸山製作所

検　体　名全自動軟水機
財血法人

白茶寅崩
東京本那　〒151

大阪支所　T56

名古屋支所〒46
九州支併　千m

多摩研究所苧20
千歳研究所〒粥

弟502090423－001号

2002年（平成14年）日月・06日

：下呉服町1番12号

永山6丁目11番10号

文京2丁目3番

2002年（平成14年）09月17El当センターに繰出された上紀検体について分析拭晩した緒異は次のとおり．です。

分析賦験結果

分　析　拭　験　項・日 �柑　　尭 �検劇限界 �注 �方　　　法． 

水道用絹具一浸出性能式験 味． �親衛なし �0．0川場／L �l・ 2 �透過光測定油、 

果熱． �t典常なし 
色魔 �0．6度 

濁度 �0．05戌以下 ��2 �積分球式光魔光度池 

カドミウム �頻出せず ��2・ �膀穏縮合フニラガマ発光分 光分析韓 誘猪結合デうス●マ発光分 光分析紘 塀穆結合ブラガマ発光分 光分析法 新都畜魯フ’ラス’肇壱光分‘ 

軸 �娩出せず �0．005mg几 �2 

六価伸ム �検出せず �0．005mg几 0．03mg几 �2 

雄紛 �0．034晦几 ��2 

鉄 �検出せず ��2 �光分析姑 陳尊結合デ甘発光分 光分析捧 紡舗結合アラス■マ発光分 

鋼 �検出せず �0．81朗g／L �2 

フェノ川根 �検出せず �0．005mg几 �2★ �光分析洩 

有機物等（過マンがン酸カリ甑消費・ 庇） �0‘5111g几以下 ��2 

削・J・1383ZOOL7；紬00「水道用鮨昇一浸出性脚式晩方軌に準じて拭験した．なあ．初所水2．0いこついて拭放した．区分：紛23℃，

コげィシ拓け無し

注呈．瑚陪希釈液について拭験した．

以　　上

＊成練響豪他に捌職するときは当センターの承柊を受けて下さい。

財Ⅷ臥日本食炭労析センター



八戸市白銀 八戸市湊町 青森県階上町

八戸市是川 八戸市湊高台 八戸市白銀

八戸市新湊 八戸市 八戸市 八戸市

カルマグキラー設置例



設置目的：自宅のフロを軟水にすることによる、
軟水温泉効果♪
：軟水による手荒れの軽減
：給湯器類の配管のスケール詰り除去

カルマグキラー設置現場

（八戸市湊町）

カルマグキラー MK-18EXJ



設置目的：アトピー性皮膚炎の軽減
：浴室等に付着するカルシウムスケール対策
：自宅の風呂を軟水にすることによる
軟水温泉効果♪
：軟水による手荒れの軽減
：肌のつっぱり感軽減

水道水のカルシウム硬度：60mg/ｌ

水道水の硬度が高いため、浴室内にスケールが
付着しています。
このスケール汚れは、市販の浴室用洗剤では
なかなか落ちません。

洗面ボウル内にも
スケールが付着しています。
ガサガサした表面には
汚れやカビが付着しやすくなり、
表面は黒ずんだように
なってしまっています。

浴室内の鏡にも
スケール（ウロコ汚れ）が
付着しています。
鏡の下の方に多いのは、
水が下の方にかかりやすい
からです。

カルマグキラー設置例

（青森県階上町・K様邸）

カルマグキラー MK-18EXJ
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