
超純水が超安い



超純水装置の
ラインナップ

パートI
（⽔道直結型・超純⽔）



純水・超純水製造装置のラインナップ
クラスＡ４

18.2MΩ超純水
クラスＡ３
純水

Picoシリーズ
35ℓタンク内臓の⼩型
オールインワンタイプ。
低コスト化を実現

Genoシリーズ
外部タンクが使える標準モ
デル。⼤容量が選べる。

Duoシリーズ
クラスA4/A3の純⽔を製造。
⼤容量・低価格を実現。 Altoシリーズ

クラスA4の超純⽔を製造。
クラスA3製造装置と組み合
わせて利⽤する。

おススメ！

Cascada II.Iシリーズ
クラスA4/A3の純⽔を製造。
毎時３０ℓの⼤容量でプロの期待に応える。

Cascada ゼロワンシリーズ
クラスA4の超純⽔を製造。
プロ⽤のフルスペックマシン

おススメ！
NEW

NEW



純水・超純水製造装置の機種選択フローチャート

スタート

18.2MΩ
超純水

純水を製造
（水道管直結型）

ハイグレード実験
・バイオ実験
・精密実験
・薬品調整

ローグレード実験
・器具の洗浄
・⼀般科学実験
・教育⽤理科実験

純水・超純水を製造
（水道管直結型）

高水圧供給
（>1ber）

低水圧供給
（<1ber）

プロフェッショナル用途

アカデミック用途超純水を製造
（純水供給型）

アカデミック用途

プロフェッショナル用途

アカデミック用途

大容量モデル

オールインワンモデル

Cascada II.I 10L
Cascada II.I 20L
Cascada II.I 30L

Duo10UF 10L 統合ディスペンサー
Duo20UF 20L 統合ディスペンサー
Duo10UFR 10L リモートディスペンサー
Duo20UFR 20L リモートディスペンサー

Cascada I（ゼロワン）

AltoUF Standard 統合ディスペンサー
AltoUFR Standard リモートディスペンサー

AltoUFT T-model 統合ディスペンサー
AltoUFTR T-model リモートディスペンサー

Geno50 50L
Geno20 20L（教育用モデル）

Pico20T2UV 20L 
Pico10T2UV 10L（教育用モデル）
（35Lタンク内蔵）

⾼機能モデル

ベーシック

⾼機能モデル

ベーシック

セントラル配管

タンク供給

供給⽔圧：1 〜 2 bar
（圧⼒調整機設置で最⼤ 4 barまで対応）

供給⽔圧：0.5 〜 6 bar

供給⽔圧：1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 1 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar



純水・超純水製造装置の機種選択フローチャート

スタート

18.2MΩ
超純水

純水を製造
（水道管直結型）

ハイグレード実験
・バイオ実験
・精密実験
・薬品調整

ローグレード実験
・器具の洗浄
・⼀般科学実験
・教育⽤理科実験

純水・超純水を製造
（水道管直結型）

高水圧供給
（>1ber）

低水圧供給
（<1ber）

プロフェッショナル用途

アカデミック用途超純水を製造
（純水供給型）

アカデミック用途

プロフェッショナル用途

アカデミック用途

大容量モデル

オールインワンモデル

Cascada II.I 10L
Cascada II.I 20L
Cascada II.I 30L

Duo10UF 10L 統合ディスペンサー
Duo20UF 20L 統合ディスペンサー
Duo10UFR 10L リモートディスペンサー
Duo20UFR 20L リモートディスペンサー

Cascada I（ゼロワン）

AltoUF Standard 統合ディスペンサー
AltoUFR Standard リモートディスペンサー

AltoUFT T-model 統合ディスペンサー
AltoUFTR T-model リモートディスペンサー

Geno50 50L
Geno20 20L（教育用モデル）

Pico20T2UV 20L 
Pico10T2UV 10L（教育用モデル）
（35Lタンク内蔵）

⾼機能モデル

ベーシック

⾼機能モデル

ベーシック

セントラル配管

タンク供給

供給⽔圧：0.5 〜 6 bar

供給⽔圧：1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 1 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar

供給⽔圧：0.1 〜 5 bar

供給⽔圧：1 〜 2 bar
（圧⼒調整機設置で最⼤ 4 barまで対応）



純水製造速度（ℓ/hr）
2010

100万円

200万円

シ
ス
テ
ム
の
価
格
帯

18.2MΩ超純水マーケットの中で破格の安さ！

競合
製品
のラ
イン
ナッ
プ

305 15 25

300万円

400万円

CascadaTMシリーズ

DuoTMシリーズ

圧倒的な
低コスト化

NEW



型式 Duo10UF Duo10UFR Duo20UF Duo20UFR CascadaII.I 10
Proパッケージ

CascadaII.I 20
Proパッケージ

CascadaII.I 30
Proパッケージ

最⼩構成
システム価格

（導⼊時消耗品付き）
¥577,800

（30Lタンク付）
¥677,800

（30Lタンク付）
¥877,800

（30Lタンク付）
¥977,800

（30Lタンク付）
¥999,900

（35Lタンク付）
¥1,299,900
（70Lタンク付）

¥1,599,900
（70Lタンク付）

年間消耗品キット ¥128,000（タンクUVランプ別） ¥205,520（パッケージキット価格）
純⽔製造速度 10 L/h 10 L/h 20 L/h 20 L/h 10 L/h 20 L/h 30 L/h

超純⽔品質 ⽐抵抗値18.2MΩ・cm、TOC 5 ppb ⽐抵抗値18.2MΩ・cm、TOC 5 ppb

超純⽔採⽔速度 約0.5〜2L/min（10段階調整） 1滴、1.2、1.6、2L/min（４段階調整）

供給⽔ ⽔道⽔（供給⽔圧：0.1  - 5 bar） ⽔道⽔（供給⽔圧：0.5  - 6 bar）

漏⽔検知器 本体内蔵 本体内蔵

リモート
ディスペンサー

超純⽔⽤
オプション

（128,000円）
超純⽔⽤

附属
超純⽔⽤

オプション
（128,000円）

超純⽔⽤
附属 超純⽔⽤附属、純⽔⽤に増設可能（オプション189,500円）

フットペダル − 各ディスペンサーに⼀機づつ増設可能（オプション29,800円）

タンク⾃動循環 − ⾃動循環（タンク内に超純⽔を循環させて常に⾼純度の純⽔を維持）

コンパクト設計 壁掛け対応（オプション壁掛けキット19,800円） −

本体ユニット
サイズ・重量
（タンク別）

H670xW490xD290
30Kg（稼働重量）

H500xW490xD290
30Kg（稼働重量）
H670xW250xD255

（リモートディスペンサー）

H670xW490xD290
30Kg（稼働重量）

H500xW490xD290
30Kg（稼働重量）
H670xW250xD255

（リモートディスペンサー）

H575xW366xD492
23Kg（メイン）

H463xW220xD380
7Kg（前処理）

H575xW366xD492
23Kg（メイン）

H463xW220xD380
7Kg（前処理）

H575xW366xD492
23Kg（メイン）

H463xW220xD380
7Kg（前処理）

NEW NEW NEW

水道管直結・18.2MΩ超純水製造装置 表記の価格は税別です



CascadaTMシリーズはAvidity Scienceの新しいフ
ラッグシップです。最大で毎時30ℓの純水製造速
度というモンスター級の性能を誇り、さらに超純水
をリザーバータンクに循環させることで高純度の純
水供給をもサポートします。それでいてクラス最安
値のハイコストパフォーマンスを実現。製薬企業や
化学工場、半導体製造現場で既に100台以上の実績
を持つプロフェッショナルのための道具です。

CascadaTMシリーズ NEW

CascadaTMの特徴
Ø超純水のグレードはクラスA4以上（比抵抗値: 18.2MΩ・cm、TOC値: <5ppb）
Øプロフェッショナルが求める全ての仕様に応えるフルスペックマシン
Ø同クラス競合製品の半額以下という優れたコストパフォーマンス
Ø超純水をリーザーバータンクに循環させてハイグレードな純水を常時利用可
Øプロフェッショナル向けの保守プランを完備
Øクラス最高レベルの毎時３０ℓ（最大）の純水製造能力

NEW

Cascada 01 
Proパッケージ

CascadaII.I 10/20/30
Proパッケージ



本体

前処理モジュール

純水タンク

リモートディスペンサー

大容量荒ろ過

２段階RO技術

脱イオン 限外ろ過

超純水ループ



２段階ＲＯシステム

劣悪な水質に強い！



タンク循環システム（超純水ループ）

いつでもタンク内の純水が高品質







メインユニット

ディスペンサー





CascadaTM保守プラン
プロフェッショナルの期待に応える、製薬・化学・半導体⼯場等の施設向けの保守プランをご⽤意しました。プロ
フェッショナルプランは延⻑保証と定期点検報告書作成に加え、オプションで仕様確認試験にも対応します。故障
が許されないプロフェッショナルの現場で、安⼼してシステムを安定稼働させることができます。

NEW

CascadaTM保守プラン

年間保守プラン シンプル スタンダード プロフェッショナ
ル

型 番
希望⼩売価格（税別）

LWFS3430SPP
60,000円＋派遣費※1

LWFS3430STD
170,000円＋派遣費※1

LWFS3430PRO
200,000円＋派遣費※1

消耗品交換サポート※2

簡易外観チェック
３年毎の経年劣化部品交換※3

○ ○ ○

１年間延⻑保証※4 ○※6 ○
定期点検
報告書作成 ○

故障時デモ機貸出
迅速サポート対応※5 ○

仕様確認試験
（⽐抵抗値・TOC測定）

○
オプション15万円（税別）

※1 派遣費は、半年に⼀度の消耗品交換サポートが必要な場合は派遣費２回分、そうでない場合は派遣費１回分となります。
※2 消耗品、ROカートリッジは別途お客様にご⽤意して頂きます。保守プランのご加⼊では全ての消耗品を通常の交換期間でお使い頂く必要があります。
※3 経年劣化しやすいパーツ（RO膜, UV安定機、UVハウジング、圧⼒調整機、ダイアフラムポンプ）を３年ごとに交換します（ROカートリッジは有償です）。
※4 システム新規導⼊時の１年保証（修理時の作業費、パーツ代、派遣費が無償になります）を延⻑します。保証が切れている場合は別途定期点検（有償）と修理（有償）を実施してからのご加⼊と
なります。また、純正の消耗品をメーカー推奨のタイミングで交換して頂いていることがサービス適⽤の条件になります。延⻑保証によって実施する修理作業は純⽔・超純⽔を仕様の範囲内に限り
ます。仕様に影響のない範囲のパーツの経年劣化等の修理は含まれません。
※5 修理対応に２週間以上お待たせし、復旧までさらに２週間以上お待たせする⾒込みがある際にデモ機を貸与致します。デモ機はその時点で運⽤可能な弊社在庫のデモ機（CascadaTMシステムもし
くはDuoTMシステム）からご案内致しますが、デモ機のご⽤意が難しい場合もありうることを予めご了承願います。
※6 システムを新規導⼊してから３年が経過したシステムの場合、⼆度⽬の修理訪問から別途派遣費を頂きます（計画的な定期訪問は除く）



発売から６年！ 信頼の販売実績！
製薬企業での導⼊実績 ：約３０台
化学メーカーでの導⼊実績 ：約２０台
電気⼯学系企業での導⼊実績 ：約１０台
⾷品メーカーでの導⼊実績 ：約２０台
各種検査機関での導⼊実積 ：約１０台
⼤学・公的研究機関での導⼊実績 ：約１０台



CascadaTMシリーズ

NEW

プロフェッショナルの為の最上級機！
最小構成：999,900円～

18.2MΩ超純水の価格革命！



DuoTMシリーズ

DuoTMの特徴
Ø超純水のグレードはクラスA4以上（比抵抗値: 18.2MΩ・cm、TOC値: <5ppb）
Øアカデミック研究室に特化した必要最低限の機能で驚きの低コスト化を実現
Ø大容量ながら小型で壁掛けやシンク下への設置が可能で、タンク供給水にも対応

Duoシステム
リモートディスペンサー＋タンク

DuoTMシリーズはアカデミックのた
めにコストを最適化した純水装置で
す。設計を簡略化・簡素化すること
でコストを限界まで切り詰め、それ
でいてリーズナブルで扱いやすく、
なおかつ最大で毎時20ℓの純水製造
速度というこれまでの常識を覆す性
能を破格のプライスで実現しました。
18.2MΩの超純水を誰もが気軽に低
コストで使える時代を創造します。

Duoシステム
統合ディスペンサー＋タンク



メインユニット
ディスペンサー

純水タンク

荒ろ過

ＲＯ膜 イオン交換

限外ろ過

シンプルな内部構造



２つのディスペンサーモデル x ２つの容量モデル
統合ディスペンサーモデル リモートディスペンサーモデル

Duo10 UF（１０Lモデル）
Duo20 UF（２０Lモデル）

Duo10 UFR（１０Lモデル）
Duo20 UFR（２０Lモデル）



オプションでタンクUVランプをアップグレード可能



安全キャビネットの下に潜らせる。
本体の背面に３０Lタンクが隠れてる。

コンパクトなマシンでレイアウトは自由自在！



DuoTM/AltoTM/GenoTM 新保守プラン
低予算で超純⽔装置を安⼼してお使い頂けるプランを
ご⽤意致しました。

NEW

年間保守プラン シンプル スタンダード
型 番

希望⼩売価格（税別）
LWAV3430SPP

38,000円＋派遣費※1
LWAV3430STD

88,000円＋派遣費※1

消耗品交換サポート※2

簡易外観チェック
３年毎のRO膜交換作業※2

○ ○

１年間延⻑保証※3 ○※4

仕様確認試験
（⽐抵抗値・TOC測定）

○
オプション15万円（税別）

DuoTM/AltoTM/GenoTM保守プラン

※1 派遣費は、半年に⼀度の消耗品交換サポートが必要な場合は派遣費２回分、そうでない場合は派遣費１回分となります。
※2 消耗品、RO膜（TC013/TC006）は別途お客様に⽤意して頂きます。保守プランのご加⼊では全ての消耗品を通常の交換期間でお使い頂く必要があります。 ※3 システム新規導⼊時の１
年保証（修理時の作業費、パーツ代、派遣費が無償になります）を延⻑します。保証が切れている場合は別途定期点検（有償）と修理（有償）を実施してからのご加⼊となります。また、
純正の消耗品をメーカー推奨のタイミングで交換して頂いていることがサービス適⽤の条件になります。延⻑保証によって実施する修理作業は純⽔・超純⽔を仕様の範囲内のもので、仕様
に影響のない範囲のパーツの経年劣化等の修理は含まれません。
※4システムを新規導⼊してから３年が経過したシステムの場合、⼆度⽬の修理訪問から別途派遣費を頂きます（計画的な定期訪問は除く）



発売して1年未満で驚異的な販売実績！
【⼤学・公的研究機関】
・京都⼤学
・⾼知⼯科⼤学
・浜松医科⼤学
・埼⽟⼤学
・基礎⽣物学研究所
・⽇本⼤学
・産業技術総合研究所

【⺠間企業】
・MiCAN Technologies Inc.
・静岡県某エレクトロニクスメーカー
・⾸都圏次世代シーケンサー受託企業
・⾸都圏製薬企業⼯場（３台導⼊！）



DuoTMシリーズ
アカデミア向けのバリューマシン！
最小構成：577,800円～

18.2MΩ超純水の価格革命！



18.2MΩ/TOC5ppb超純水・競合メーカーとの比較
競合メーカー製品 Cascada

シリーズ
Duo

シリーズ
最上級グレード
超純⽔システム
（バイオタイプ）

純⽔製造速度（L/h） 3L, 5L, 10L, 15L 10L, 20L, 30L 10L, 20L
最⼩構成価格帯（税別） 約260万円〜約406万円 約99万円〜約159万円 約57万円〜約97万円

年間消耗品コスト（税別） 約５０万円 約２０万円 約１３万円

超純⽔の品質 18.2 MΩ・cm／TOC 5 ppb 18.2 MΩ・cm／TOC 5 ppb 18.2 MΩ・cm／TOC 5 ppb

超純⽔ディスペンス速度 ⼀滴〜2 L/min ⼀滴〜2 L/min 2 L/min（10段階調節）

国内の実績・ブランド⼒ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆



本資料の著作権はAvidity Science株式会社に帰属します


