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特別 企画

き れ い な 水 の あ る 暮 らし

Water Purifier

マレーシアの暮らしで気をつけなければいけないのが、「水」。水道水をそのまま飲むことは危険だ
し、かといって飲料水を購入するのも大変。そこで、浄水器。シンプルなものから高い浄水能力を
発揮するもの、アルカリイオン水が生成できるものまで幅広く扱っているブランドをご紹介。あな
たのライフスタイルにピッタリなアイテムを選んで、きれいな水のある暮らしを始めましょう！

オンライン注文で8月末まで20％割引キャンペーン
クリンスイ・マレーシアの商品を2018年8月31日までに、オンラインでご注文いただい
た方は、通常価格から20％割引となります。注文方法、詳細は下記の通り。この機会
をお見逃しなく！

注文方法
クリンスイ・マレーシア Webサイトでアカウントを作成のうえ、プロモーションコード
「JAPMAG20」を入力し注文。
※アフィリエイトプログラムやインセンティブプログラムに参加していない方限定。
・対象商品：Webサイトで販売している全てのフィルターモデル商品。
※交換用カートリッジを除く。
・送料：マレー半島は無料、東マレーシアはRM10。

SK106W

クリンスイの浄水の仕組み

CB013E

①セラミック：特製セラミックが水道水に溶け込んだ鉛を高度除去（固形鉛は中空糸
膜フィルターで除去します）。
②活性炭：活性炭の微細な孔がカルキ臭はもちろん、トリハロメタンなどの有害物質
を吸着・除去。
③中空糸膜フィルター：クリンスイの心臓部。ストロー状のポリエチレン素材の壁面に
ある無数の微細な孔を通すことで、0.1マイクロメートル以上の粒子や雑菌、赤サビな
どを除去。

Z9
CB013E

Z9

SK106W

価格

RM279

RM1,199

RM349

寸法

131mm(W)×100mm(L)×59mm(H)

156ｍｍ (W)×121ｍｍ (L)×260ｍｍ (H)

56mm(W)×194mm(H)

水量（ろ過流量）

1.6ℓ /分

3ℓ /分

8ℓ /分

設置方法

蛇口直結型

据え置き型

シャワーヘッド取り付け

価格

RM9,790

RM988

不織布、活性炭、イオン交換繊維、中空糸膜
カートリッジ質量、満水時2.0kg
(1日20ℓ使用の場合、約12 ヵ月 )

亜硫酸カルシウム、不織布

寸法

330mm (W) X 135mm (D) X 355mm (H)

37.2Ф×42.5ｍｍ（H)

水量（ろ過流量）

2ℓ /分

500mℓ (推奨 )

フレキシブルノズルで吐水方向が自由自在、フロント切り換えレバー

浄水と原水ワンタッチ切り替え機能

設置方法

据え置き型

ボトル直結型

フィルター

2フィルター（交換時期はパネルに自動表示される）

-

その他

ｐHレベルは酸性～アルカリ性、8 段階で調整可能

PCやスマートフォンなどから接続可能、LEDライト付き

フィルター
その他

中空糸膜、活性炭
カートリッジ質量、満水時300g
（1日10ℓ使用の場合、約3 ヵ月）
従来比約30％の節水を実現した節水シャワー

VWA NMP 9000 Turbo

カートリッジ1個当たり約4,000ℓ
(1日60ℓ使用の場合、約2 ヵ月 )

VWA H2CAP Plus

ピ ュ アゲ ン テ クノ ロ ジ ー

PureGen Technology

ブ イダ ブ リュ ー エ ー

VWA

日本で30年以上の販売実績、高いろ過能力の「クリンスイ」
日本で30年以上の販売実績をもつ、三菱レイヨン・クリンスイの浄水

など、トリハロメタンと呼ばれる発がん性が指摘される4物質に加え、水

器。特徴は、浄化カートリッジに取り付けられた活性炭＋セラミックフィ

道管に付着した微粒子状の鉄、アルミニウムの合計9物質を取り除いてく

ルターと、ストロー状のポリエチレン素材を用いた「中空糸膜フィルター」

れます。カートリッジの使用期間目安は約3 ヵ月。一人暮らしの場合、ミ

によるろ過能力。その実力はというと、0.1マイクロメートル（1マイクロ

ネラルウォーターを買ったり、ウォーターサーバーを置くより経済的で

メートル＝100万分の1メートル）以上の物質を遮断するというもので、

す。家族でたくさん水を使う方におすすめなのは、Z9。除去できる物質

オレンジジュースを透明にしてしまうほど。当然、水道水に含まれるさま

はCB013と同じく合計9物質。カートリッジ使用期間は約1年とさらに経

ざまな微粒子や雑菌、赤サビなどもきれいに除去してくれます。

済的。「SK106W」は、キャップ部に酸化還元フィルターを内蔵。髪や肌

ここマレーシアで人気なのは、蛇口直結型でシンプル・コンパクトな

を傷める原因となる塩素を除去することができます。

「CB013」、据え置き型で流量たっぷりの「Z9」、浄水シャワーヘッドの
「SK106W」。CB013は、スライドカートリッジを採用し片手で簡単に着
脱が可能。日本の家庭用品品質表示法で定められた除去対象物質である
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塩素、雑菌・固形鉛などの濁り、クロロホルムやブロモジクロロメタン

No 10, Jalan PTP 1/2, Taman Perindustrian
Tasik Perdana, 47120 Puchong, Selangor
012-221 1690(Joey)
www.cleansuimalaysia.com

アルカリイオン水と高濃度水素水を同時に整水、ペットボトル直結の携帯型も
まず最初にご紹介するのは、VWAの整水器。VWAは2007年にマレー

べたのと同じ抗酸化作用が得られる」とのこと。

シアで設立された会社で、韓国製の整水器を輸入販売。扱う製品はKFDA
（韓

「いつでも、どこでも、おいしい水が飲みたい」という方におすすめな

国食品医薬品安全庁、現 MFDS）登録済みで、米国の独立審査機関から「ア

のが、ポータブル型「H2CAP Plus」。ペットボトルの口に差し込んで逆さ

ルカリイオン整水器として世界のトップブランドの一つ」に選ばれるほど

に置き、USBケーブルでつないで電源を入れると、3分半で1ppm以上の

信頼性の高いもの。マレーシアの家庭やオフィスで高いシェアを獲得して

水素水が出来上がるというすぐれもの。デザインもシンプルでスタイリッ

います。

シュです。

家庭用で人気となっているのが、「NMP 9000 Turbo」。この機種は普
通の水道水をアルカリイオン水にするだけでなく、健康や美容効果が期待
できる高濃度水素水にしてしまうのが特徴。VWAによると、
「1.6ppm（※）
の水素水を1.5リットル飲むと、バナナを2,194本、リンゴを1,496個食
※ ppmは濃度の単位で、1ppmは0.0001%。

12, Jalan PJS 1/28, Batu 7, Jalan Klang Lama, Petaling
Utama, 46000 PJ
03-7782 4388 / 03-7782 3636 / 03-7772 8889 /1300-222
123（カスタマーサービス）
www.vwawater.com
www.vwah2cap.com

10

特別 企画
ダ イ ヤ モ ンド コ ー ラ ル

Diamond Coral
「天然アルカリイオン水」整水器
ダイヤモンドコーラルの整水器は、サンゴ

甘みのある、おいしいアルカリイオン水にし

カルシウムなど天然由来で浄化能力のある10

てくれます。本体は買い取りでなく、3年以

種類以上の物質をフィルターに使用。重金属

上のパッケージ契約をして毎月定額払いする

や有機化合物、バクテリア、放射性元素といっ

システム。定額料金にはフィルター代のほか、

た有害物質を最大で99.99％除去すると同時

機器のメンテナンス作業費も含まれるので、

に、pH7.5 ～ 8.5程度の口当たりなめらかで

長期で使用するなら便利な選択といえそう。

用途に合わせて水を選ぼう。

アルカリ水 4

野菜のあく抜きに

アルカリ水 3

お茶、
スープ、
シチューに

Awarded NSF/ANSI 42 & 53
Gold Seal Certification by
USA Water Quality Association
(WQA)

Diamond Coral Series
（フィルター 6 本タイプ）
寸法

アルカリ水 2

体内のpHバランスを整える

Diamond Coral Mini Series
（フィルター 3本タイプ）

320mm(L)×223mm（W)×343mm（H） 320mm
（L）×132mm
（W）×343mm
（H）

設置方法

据え置きorシンク下

フィルター

11本付き（約5年分）

その他

品質に満足できなければ180日間以内の返品＆返金可能。保証期間5年間。
5年間無料メンテナンス。

アルカリ水 1

www.diamondcoral.com
1800-88 2399（フリーダイヤル）
、
012-287 1878（Whatsapp / Tel）
【ショールーム】DIAMOND Live Store
（MyTown Shopping Centre）
Level B1-020, Seksyen, 90, Jalan Cochrane,
Cheras, 55100 KL

水量（ろ過流量） 1.2ℓ /分
※設置作業は有料、電源不要。

初めて飲む方に

浄水
薬を飲むとき、粉ミルクに

弱酸性水

バック フリー

洗顔などに

BACFREE

酸性水

JIS規定の13物質をしっかり除去

食器洗いや茶渋取りに

1982年創業のバックフリーは、日本製の電解還元水生成器を日立マ
クセルから仕入れて販売しています。日本製なので英語と日本語の表示
切り替えが可能で操作が簡単！ 「BA」は4段階の浄水カートリッジと
強力な電解槽を備えていて、日本のJIS規定で指定された発がん性物質
や赤サビ溶解性鉛など13の物質をしっかり除去。カートリッジの寿命も
表示してくれるので、交換時期が一目で分かるのも安心です。きれいに
なった水は電解槽へ。電極版7枚を搭載した電解槽は、コンピューター
制御により安定したpH値が保たれ、最大毎分5.5リットルの吐水量を実
現！

また、10リットル使用するごとに電極版を約10秒間洗浄する自

動洗浄システムを備えているので、常に電極版を清潔な状態で保てます。
BA-7

BA-U7（温水機能付き）

BA-U7
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BA-7（温水機能なし）

価格

RM12,600

RM9,680

寸法

120×220×320mm（蛇口）
240×130×320mm（整水器）
220×130×320mm（ボイラー）

240×130×320mm（整水器）

水量

5.5ℓ /分

設置方法

シンク下 / 要電源

フィルター

12,000リットル、または18 ヵ月後に交換

バクテリア除去率

99.99%

その他の機能

酸性水、浄水、
アルカリイオン水、温水

食品を摂取する際に大切なのが栄養バランスですが、最適なpHバランスの水
を摂取することも同じくらい大切です。パナソニックのアルカリイオン整水
器は、必要に応じて7段階のpH値の水をボタン一つで生成。体内のpHバラン
スを最適な状態に保ちます。

据置き / 要電源

酸性水、浄水、
アルカリイオン水
【ショールーム】No.7, Jalan SS13/3F, Seksyen
13, Subang Jaya Industrial Estate, 47500
Subang Jaya, Selangor
※ペナン、JB、シンガポールにも支店あり。
月～金 : 9am–6pm 土 : 9am–5pm
03-5633 8281
www.bacfree.com.my

TK-7585-SMY

TK-AS45-ZMA

TK-AJ11-PNMA

細菌除去率

