
超純水が超安い



超純水装置の
ラインナップ

パートIII
（⽔道直結型・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：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・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 〜 4 bar

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



型式 Pico20T2UV Geno20 Geno50 Pico10T2UV
教育モデル※

Geno10
教育モデル※

最⼩構成
システム価格

（導⼊時消耗品付き）
¥349,000

（35Lタンク内蔵）
¥477,800

（30Lタンク込み）
¥577,800

（30Lタンク込み）
¥249,000

（35Lタンク内蔵）
¥377,800

（30Lタンク込み）
年間消耗品キット ¥65,000 ¥52,000 ¥44,800 ¥52,000
純⽔製造速度（L/h） 20 L/h 20 L/h 50 L/h 10 L/h 10 L/h

純⽔品質 ⽐抵抗値1 - 15MΩ・cm ⽐抵抗値1 - 15MΩ・cm

純⽔供給⽔圧 1 – 5 bar 1 – 5 bar

漏⽔検知器 外付けオプション 内蔵 外付けオプション 内蔵
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） 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

H500xW485xD330
20Kg（乾燥重量）

H500xW490xD290
23Kg（乾燥重量）

H500xW485xD330
20Kg（乾燥重量）

H500xW490xD290
23Kg（乾燥重量）

水道直結型・純水製造装置
表記の価格は税別です

※「教育モデル」は初等中等教育理科実験と⼤学の学⽣
実習教室のための特別なディスカウントモデルです。













使⽤年数
表記の価格は税別です









純水製造装置・競合メーカーとの比較
競合メーカー製品 Picoシリーズ Genoシリーズ

ベースモデル純⽔システム
（エッセンシャル、UV搭載）

純⽔製造速度（L/h） 3L, 5L, 10L 10L, 20L, 10L, 20L, 50L
最⼩構成価格帯（税別） 約58万円〜約124万円 約25万円〜35万円 約38万円〜約58万円

年間消耗品コスト（税別） 約13万円〜18万円 約5万円〜約7万円 約6万円
純⽔の品質 5 MΩ・cm以上 1 - 15 MΩ・cm 1 - 15 MΩ・cm

本体UV搭載 ○ ○ ○

国内の実績・ブランド⼒ ☆☆☆☆☆ ☆ ☆

水道直結型
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