浄水器
ファインセラミックフィルター浄水器 [シー・ワン マスター]

MASTER
仕様
名称・形式

浄水器、
Ｃ１ MASTER

材料の種類

ステンレス・ＡＢＳ樹脂（カートリッジ）

業務用

ビルトイン浄水器

品番 ＣＷ−５０１

ろ材の種類

セラミック、活性炭、不織布

ろ過流量

４Ｌ／分

使用可能な最小動水圧

０．1ＭＰａ

浄水能力

遊離残留塩素

φ120
34

G1/2

G1/2

１0,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

ブロモジクロロメタン

24,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

ジブロモクロロメタン

26,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

ブロモホルム

30,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

溶解性鉛

30,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

ＣＡＴ

30,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

２−ＭＩＢ

30,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

テトラクロロエチレン

30,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

トリクロロエチレン

30,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

1.1.1-トリクロロエタン

11,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

（81.6）

5）

クロロホルム

（90.4）

（
φ
14

１1,０００L（除去率8０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

（279.4）

１1,０００L（ろ過流量5０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

総トリハロメタン

（198.7）

濁り

（80.7）

１２０,０００L（除去率８０％ Ｊ
ＩＳ Ｓ ３２０１での試験結果）

業界初︑
セラミックフィルター搭 載 ︒

ろ材の使用限界

厨房機器に、新しい価値を創造します。

外形図

φ115

１２ヶ月

本体サイズ

幅１４５ｍｍ×高さ２８０ｍｍ

質量

３．
２Ｋｇ
（満水時４．
６Ｋｇ）

使用上のご注意

安全に関するご注意
●配管工事は全て水道法、建築基準法、各都市の条例規定に準じて行ってください。

●水道水の飲料基準に適合した水でお使いください。
●ろ材の取換時期の目安は、水量、水質、水圧により異なります。
●本体の耐熱温度は50℃です。浄水は35℃以下でお使いください。
●本体の常用使用圧力は0.1〜0.75MPaです。
●汲み置きした浄水はなるべく早くお使いください。
●2日以上使わなかったときは、浄水を3分以上流してからお使いください。
また、毎朝の使用開始時は浄水を45秒以上流してからお使いください。
●詳細は(株)ネスターまでお問い合わせください。

●この浄水器は寒冷地仕様ではありません。
凍結のおそれがある地域では、使用しないでください。
●使用可能水圧の範囲で据え付けてください。
●防水処理、水漏れ検知器などの水漏れ対策がされていない所には据え付けないでください。
●塩素系洗浄剤・漂白剤は使ったり、近づけないでください。
水や湿気に反応して発生するガスがステンレス・銅等の金属やプラスチツクおよぴゴム等の腐食・劣化の原因になります。
保管の場所や方法に充分注意してください。
その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでご使用ください。
●洗剤、殺虫剤、防腐剤その他の薬品類を使用する場合はそれぞれの容器などに記載されている注意事頂を必ず
お守りください。
使い方を誤ると、
人体に悪影響をおよぼしたり浄水器、水栓、配管がいたみ、水漏れや故障の原因となることがあります。
●ご使用の前に「取扱説明書」
と
「工事説明書」
をよくお読みのうえ正しくお使いください。

営業担当者または販売店にご相談ください。

eigyo@nes-tor.co.jp

発売元

本
社／〒474-0001 愛知県大府市北崎町大清水4-1 営業部／☎〈0562〉46ー8400
東 京 営 業 所／☎〈03〉5951ー8411
名古屋営業所／☎〈052〉324ー0050
大 阪 営 業 所／☎〈06〉6763ー3617

※本仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

URL http://www.nestor.jp/

製造元

ファインセラミックフィルター浄水器 [シー・ワン マスター]

産業プロセス事業部

このカタログは環境にやさしい
植物油インキを使用して印刷しています。

このカタログの記載内容は2019年6月現在のものです。

浄水器
1906E-30

ミネラル はそ のままで 不 純 物 を 除 去し た 、日 本 の お いし い 水 。

最 初の水にこだ わりたい︒

業 界 初 、業 務 用ビルトイン浄 水 器に
ファインセラミックフィルターを採 用。
衛生管理のプロに選ばれたファインセラミックフィルター。
サブミクロンの均一な超微細孔をもつファインセラミックフィルターは、不純物を確実に除去。
そのため酒造メーカー
や清涼飲料メーカーなど、衛生管理が厳しい食品産業の現場で雑菌などを取り除くために使われています。
C１マスターはこのファインセラミックフィルターを業務用浄水器に業界で初めて採用しました。

不純物を除去

ファインセラミックフィルターの
均一な超微細孔

Ceramic Filter & Stainless Steel Body

超微細孔で

天然素材からつくられる高い安全性とろ過性能。
天然素材のアルミナを約1200度の高温で焼き固めて作り出されるファイン
セラミックフィルターは、耐久性が高く、水を長期間ろ過しても性能が劣化し
ません。
しかも無味無臭。天然素材でつくられているので、化学物質などの
溶解の心配もありません。
「細かな砂を通り抜けると、水がきれいになる」
という現象は自然界での
「ろ過作用」。
ファインセラミックフィルターは、直径9センチ、高さが10センチの
円柱形のセラミックスがベース。
この円柱に直径1.7ミリの穴（通水孔）が
1000個以上あり、
レンコン構造を形成。円柱底部はガラスでコーティング

来店されたお客様が初めに口にする一杯の水。
この水がおいしいと自然に料理への期待が膨らみます。

され行き止まりになっています。つまり、通水孔に流れ込んだ水道水は
サブミクロンの超微細孔をもつファインセラミック層で微細なサビやヨゴレ、
細菌がろ過されるのです。

「この店は他とは違う。」
第一印象でお客様の心をしっかりつかめたら、
後は料理を心ゆくまで楽しんでいただく。

耐久性に優れたオールステンレスボディ。
高級感あふれる鏡面仕上げ。

もちろん、料理に使う水にも細心のこだわりを持ちたい。

耐久性はもちろんのこと、衛生面にも優れたステンレスです。

それが、C１マスターの願いです。

1

2

かつてない除 去 性 能 。
ファインセラミックフィルターと高 性 能 活 性 炭 + 鉛 除 去セラミックス。
業 界 最 先 端の細 菌 除 去 率は9 9.999％※

「高性能活性炭（抗菌性）」と「鉛除去セラミックス」で13物質すべてを除 去 。

ファインセラミックフィルターは、O-157(大腸菌)やクリプトスポリジウム(原虫)など食中毒の原因になる細菌や微細な

C1マスターは「取り除く」
ということに真正面から取り組み

不純物をほぼ完璧に取り除くことができます。

ました。例えば、
クロロホルム。基準値では80％以上除去

C１マスターは家庭用浄水器の試験方法を定めたJIS S 3201に触れている細菌除去性能試験の方法でC1
マスターに使用しているファインセラミックフィルターのろ過試験を行いました。除去性能を調べるには、試験菌を
生理食塩水に混ぜて菌液をつくり、
フィルターでろ過した後、水の中に生存している菌数をカウントします。
その
結果、1ミリリットルあたり4,400,000個も存在した細菌が、
ゼロになることが実証されました。
「ろ過水中の生菌数が

することが求められていますが、C１マスターの初期除去
率はなんと99％以上（検出せず）。家庭用品品質表示法で
定められた1 3 種 類の物 質 以 外にも、細 菌やアスベスト
などを除去できることが証明されています。

（試験は財団法人
ゼロの場合・・・」
というJIS計算式の規定に基づき、除去率99.999％※という表記をしています。
日本食品分析センターによって行われました）

13
すべてを

除去率

浄水

物質

除去

塩素、農薬、環境ホルモンなどを取り除き、鉛をはじめとする重金属類を鉛除去セラミックスが吸着。安全かつ安心な水を

主な汚染物質の原因と影響
項目

こんな物質が、水を汚染します。

13物質とは・
・
・
「家庭用品品質表示法」
では、家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)で評価し
た性能表示をすることが義務づけられています。その試験方法で定められる
除去対象物質が、次の
「除去性能分析結果」
に表示されている13物質です。

13

物質︶

つくります。

ミネラル
総トリハロメタン
クロロホルム
ブロモジクロロメタン
ジブロモクロロメタン
ブロモホルム
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

ファインセラミックフィルターが、大腸菌などの細菌やサビなどの微細な不純物を、高性能活性炭がトリハロメタンや残留

,1
,1 トリクロロエタン
1
2 M-IB︵カビ臭︶
CAT︵ジマジン／農薬︶
溶解性鉛
遊離残留塩素
濁り

粒度が極めて細かい
高性能活性炭

ファインセラミックフィルターがつくる安全・安心な水。

除去対象物質︵

99.999％
汚染原因、影響

トリハロメタン類

浄水過程での塩素と、水道原水に残った有機化合物が反応してできます。発ガン性が指摘されています。

ハイテク汚染物質

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなど。クリーニングやハイテク工場の洗浄液などが、地下水などを汚染することが
多いといわれます。

農薬

ゴルフ場などで使用される農薬（シマジンなど）。一般に使用されている農薬類は河川に流れ込み、
また地下水を汚染します。

臭気物質

C1マスター
除去性能分析結果

初期除 去 率
除去率

検出濃度

浄 水 能 力※

総トリハロメタン

99％以上

検出せず

１１,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールなどが、水道水のカビ臭の原因物質となっています。湖などの富栄養化によって藻
類が繁殖し、臭気が出てきます。

クロロホルム

99％以上

検出せず

１０,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

ブロモジクロロメタン

98％以上

検出せず

２４,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

鉛給水管、給水管からの溶出が原因とされています。
ｐＨの低い水ほど溶出しやすくなります。鉛は、貧血、消化管の障害、
神経系の障害、腎臓障害などへの影響があるといわれています。

ジブロモクロロメタン

99％以上

検出せず

２６,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

ブロモホルム

99％以上

検出せず

３０,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

テトラクロロエチレン

97％以上

検出せず

３０,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

トリクロロエチレン

98％以上

検出せず

３０,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

99.3％

0.0020

１１,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

2-MIB（カビ臭）

95％以上

検出せず

３０,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

CAT（シマジン／農薬）

92％以上

検出せず

３０,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

超微細孔はサブミクロン。これは天然の水に溶けているミネラルをそのまま通す大きさです。水道水に含まれる有害物質

溶解性鉛

89％以上

検出せず

３０,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

遊離残留塩素

99％以上

検出せず

１２０,０００L（除去率８０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）

はしっかり除去し、水本来のおいしさを取り戻す。これがC１マスターの技術です。

濁り

̶

̶

鉛
クリプトスポリジウム

Activated Carbon & Ceramic Filter

Activated Carbon & Ceramic Filter

※セラミックフィルターの性能を示すものであり、浄水器としての除去率は本体の使用環境などによって多少変動する場合があります。

原虫の一種で、水道水源の汚染によって水道水に侵入します。集団感染を引き起こした例もあります。
浄水器協会ホームページ(http://www.jwpa.or.jp)より抜粋

必要な物は取り除かないファインセラミックフィルター。
日本の多くの水道水に既に含まれている水の旨味成分であるミネラル。C１マスターのファインセラミックフィルターの

1,1,1-トリクロロエタン

１１,０００L（ろ過流量５０％ JIS Ｓ３２０１での試験結果）
※JIS S 3201試験結果 浄水能力は有害物質の除去率80％に
減少した時点のリッター数です。
（ただし濁りは５０％）
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たっぷりの通水量で、
さまざまな場面に。
それはまるで、
蛇口からミネラルウォーターがでてくる感覚。
毎分4リットルの浄水。
だからC１マスターは、野菜を洗ったり、
お米を研いだり・・・・・・料理の下ごしらえにもストレス

カートリッジをリサイクル。環境もきれいに。
C１マスターのリサイクルシステムでは、使用期限が切れたカートリッジを新しいカートリッジと交換する際、使用済
みカートリッジを無料で宅配業者が回収。集められた使用済みカートリッジはリサイクルセンターで活性炭、樹脂、
セラミックス部分に丁寧に分解され、
ファインセラミックフィルターは粉砕して耐火物の原料に、活性炭は加熱再生
し脱臭剤などに、樹脂ケースは再生し新たな樹脂製品にリサイクルします。

なく、浄水をお使いいただけます。

ファインセラミックフィルターは
粉砕して耐火物の原料に

C１マスターは天然素材を焼き固めたファインセラミックフィルターに1,000個以上の通水孔をあけることで、
さらに
通水性能の向上を目指しました。

回収したカートリッジを活性炭、
樹脂、セラミック部分に丁寧に
分解し、
リサイクルしていきます。

樹脂ケースは再生し
新たな樹脂製品に

活性炭は焼却し
セメント原料に

Recycling System

A Large Quantity of Water

※耐火物は焼却炉など、高温になる装置等に使用されます。

スープ・ソースをもっとおいしく。
スープやソースの味を決めるのは水のおい
しさ。C1マスターは不純物を通さず、カルシ

ファイン

ウムなどのミネラル分はしっかり通すので、

セラミック

素材の旨味を逃がしません。

フィルター

お客様

カートリッジ回収

リサイクル

粉砕

再資源化

センター

勢 いよく、みずみずしく。
たっぷりの通水量を誇るC1マスターなら、みずみず

焼却

活性炭

しい野菜の鮮度そのままに浄水で勢いよく洗浄でき

再資源化

カートリッジ

ます。

分解
樹脂

粉砕再生

ケース

梱包内容

再資源化

工事について
本品の取り付けは、安全・衛生上、
施工専門業者にご依頼ください。

カートリッジの交換について
交換時期は水量、水質により異なります。
使用期間12ヶ月が交換の目安です。

カートリッジ交換の連絡先

繊 細な旨味を演出する浄水。

たっぷりの水で素材の旨味を逃さず茹でる。

雑 味や不 純 物が入っていない天 然 水のようなC1

短時間に大きな鍋に浄水を満たし、素材を一気に茹で

マスターの浄水をたっぷり使って取った出汁や炊き

上げる。当たり前のことが当たり前にできるのは、豊富な

あがった米は、旨味が違いますと料理人が口を揃え

通水量を誇るC1マスターだから。

本体（カートリッジを含む）
［CW-501］

本体をお買上の代理店または
（株）ネスターまで
お問い合わせください。

交換用カートリッジ
［CWA-05］
（Oリング同梱）

ます。
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