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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】メタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液
神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素に
よる整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備を提供
する。
【解決手段】マイナス水素水製造設備は、前置カートリ
ッジ７とマイナス水素水生産機１を含む。前置カートリ
ッジ７は３つのカートリッジから構成される。マイナス
水素水アルカリ性生産機１は、本体３、濾過装置２及び
給水制限装置６から構成される。前置カートリッジ７の
吸水口７４は、冷水源スイッチ４から水を吸水し、前置
カートリッジ７の排水口７５はパイプを通じてマイナス
水素水アルカリ性生産機１の吸水口へとつながっている
。マイナス水素水アルカリ性生産機１の排水口はパイプ
を通じ蛇口５へとつながれる。冷水源は前置カートリッ
ジ７を通過し濾過された後、マイナス水素水アルカリ性
生産機１へと流入し、濾過装置２及び給水制限装置６を
通過する。そしてマイナス水素水アルカリ性生産機１の
排水口から蛇口５を通り供給される。
【選択図】図５
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　3つのカートリッジから構成される前置カートリッジと、
　本体、濾過装置及び給水制限装置から構成されるマイナス水素水アルカリ性生産機とを
有するメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内
臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備において、
　前記前置カートリッジの吸水口は、冷水源スイッチから水を吸水し、前記前置カートリ
ッジの排水口はパイプを通じてマイナス水素水アルカリ性生産機の吸水口へとつながって
おり、前記マイナス水素水アルカリ性生産機の排水口はパイプを通じ蛇口へとつながり、
冷水源は前記前置カートリッジを通過し濾過された後、前記マイナス水素水アルカリ性生
産機へと流入し、前記濾過装置及び前記給水制限装置を通過し、前記マイナス水素水アル
カリ性生産機の排水口から蛇口を通り供給されることを特徴とするメタボリックシンドロ
ーム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸
作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項２】
　前記前置カートリッジの第一カートリッジは、穴径1ミクロンの繊維フィルターを応用
することで水中の錆、腐食物、泥、砂、頭髪、浮遊生物等の不純物を濾過する超密度繊維
カートリッジであることを特徴とする請求項１記載のメタボリックシンドローム、低酸素
細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善す
るマイナス水素水製造設備。
【請求項３】
　前記前置カートリッジの第二カートリッジは、水中の石灰質、軟化水質を取り除くこと
ができると同時に、健康に悪影響を及ぼす重金属及び酸化物等の発癌性毒素を取り除くこ
ともできる食品級イオンカートリッジである請求項１記載のメタボリックシンドローム、
低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を
改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項４】
　前記前置カートリッジの第三カートリッジは、酸素、農業化学品、ハロゲン化物の異臭
、有機物質、アスベスト、重金属汚染等の化学物質をまとめて吸収するためのスーパー活
性炭カートリッジである請求項１記載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神
経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水
素水製造設備。
【請求項５】
　前記マイナス水素水アルカリ性生産機の本体は、外側の適切なところに吸水パイプ及び
排水パイプが設けられていることを特徴とする請求項１記載のメタボリックシンドローム
、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用
を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項６】
前記マイナス水素水アルカリ性生産機の濾過装置は、異なる濾過材を有する九つのカート
リッジ群からなることを特徴とする請求項１記載のメタボリックシンドローム、低酸素細
胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善する
マイナス水素水製造設備。
【請求項７】
前記濾過装置の第一カートリッジは、外層が陶器、内層が活性炭で構成され、水中の多く
の浮遊微粒子、ほこり等の不純物、及び病原菌等を濾過して除去できるイギリス王家御用
達の精密陶器カートリッジであるということを特徴とする請求項６記載のメタボリックシ
ンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素によ
る整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項８】
前記濾過装置の第二カートリッジは、水中の石灰質、軟化水質を取り除くことができると
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同時に人体に悪影響を及ぼす鉛、カドミウム、ヒ素、硫黄等の重金属を濾過して取り除く
ことができ、また酸化物等の発癌性毒素を取り除くこともできる食品級イオンカートリッ
ジであることを特徴とする請求項６記載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液
神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス
水素水製造設備。
【請求項９】
前記濾過装置の第三カートリッジは、水の硬度を下げ、重金属を濾過し取り除くことがで
き、かつ水の甘味と水分を増やす食品級イオン微晶カートリッジであることを特徴とする
請求項６記載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓
疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１０】
前記濾過装置の第四カートリッジは、特殊材料を運用しマイナス電位アルカリ性水を生成
し、酸化還元能力を有し、水のプラス電位をマイナス電位へと変換することで、水中のフ
リーラジカルを下げる効果があるマイナス電位生成器であることを特徴とする請求項６記
載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓
脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１１】
前記濾過装置の第五カートリッジは、水クラスターを切り分けπエネルギーを核磁気共鳴
させ、高溶存酸素及びエネルギーの小クラスターを生産することで、栄養吸収を促進し、
細胞の酸素量を高めるπ化エネルギーの濾材であることを特徴とする請求項６記載のメタ
ボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加
、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１２】
前記濾過装置の第六カートリッジは、人体に有害な過度の塩素及び有機化合物、また重金
属溶液及びその他の無機物質を除去することができ、藻菌量を抑え有害な細菌が生じるの
を防止するアメリカＫＸ活性炭素棒であることを特徴とする請求項６記載のメタボリック
シンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素に
よる整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１３】
前記濾過装置の第七カートリッジは、微生物に吸着し、細胞表面を穿刺し、細菌の繁殖を
抑制する日本ナノ抗菌塗層活性炭素棒であることを特徴とする請求項６記載のメタボリッ
クシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素
による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１４】
前記濾過装置の第八カートリッジは、マイナスイオンエネルギーを放出することができ、
人体のプラス、マイナスイオンのバランスを調整して、細胞を活性化、細胞の新陳代謝を
高めるマイナスイオン共振器であることを特徴とする請求項６記載のメタボリックシンド
ローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整
腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１５】
前記濾過装置の第九カートリッジは、高磁力ネオジム磁石（4000ガウス）を内装し、エネ
ルギー水を生産する高磁力超微化エネルギーカートリッジであることを特徴とする請求項
６記載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、
内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案はメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労
、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備に関し、特に多
重カートリッジ構造を有し、塩素除去機能及び水質浄化効果を有し、かつマイナス水素イ
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オンを発生させることで、水質が細胞機能活性化能力及び抗酸化力を有するようになるマ
イナス水素イオン水製造設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、工業の発展により水源が普遍的に汚染され、さらに配水システム中の配水管の老
朽及び貯水設備の保護状態不良等により、飲用水が有機物又は無機物に汚染されている恐
れがある。また、水道管の中の重金属及び付近の農地の農薬等が水源に流れ込む恐れもあ
り、結果として人類に疾病をもたらす。よって、疾病予防や養生の観念が浸透している今
日、市場では浄水器が大量に生産されている。
【０００３】
　一般的な浄水器は異なる浄水方法で一般の汚染物及び不純物等を濾過するが、一般家庭
で使用される浄水装置により浄水される飲用水にはマイナス水素イオンが欠乏しているた
め、細胞活性化、栄養吸収の促進、老廃物及び毒素の体外への排出、抵抗力増加の保健効
果といった効果が得られない。考案者は長年にわたる関連分野での製品製造及び設計の経
験や知識、多方面にわたる試行錯誤を経て、従来の浄水器を更に研究開発、改良すること
で、本考案を創作した。
【考案の概要】
【０００４】
　本考案はかかる技術的背景に鑑み、メタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経
疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素
水製造設備を提供することを目的とする。本考案のマイナス水素水製造設備では、水質活
性化カートリッジを設置することで、水がカートリッジを通過する際に、水中の石灰石、
重金属、不純物等が除去され、かつ健康に有益な鉱物質及び微量元素を吸収する。そして
、体内のアシドーシスが中和されることで、人体を健康な弱アルカリ性の状態に維持する
ことができる。これにより、神経痛、筋骨の痛み、痛風、血糖の不安定化、肝炎、抗酸化
物の回収、低酸素組織細胞、副腎機能不全、高低血圧、結石、酸性血液が改善され、遺伝
子細胞の活性化も促進される。また、新陳代謝低下の防止、心臓の脈拍の安定、血管疾患
の防止にもなる。
【０００５】
　上記目的を達成するため、本考案が提供するメタボリックシンドローム、低酸素細胞、
血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイ
ナス水素水製造設備は、前置カートリッジとマイナス水素水生産機を含む。前置カートリ
ッジは3つのカートリッジから構成される。
マイナス水素水アルカリ性生産機は、本体、濾過装置及び給水制限装置から構成される。
前置カートリッジの吸水口は、冷水源スイッチから水を吸水し、前置カートリッジの排水
口はパイプを通じてマイナス水素水アルカリ性生産機の吸水口へとつながっている。マイ
ナス水素水アルカリ性生産機の排水口はパイプを通じ蛇口へとつながれる。冷水源は前置
カートリッジを通過し濾過された後、マイナス水素水アルカリ性生産機へと流入し、濾過
装置及び給水制限装置を通過する。そしてマイナス水素水アルカリ性生産機の排水口から
蛇口を通り供給される。
【０００６】
　前置カートリッジの第一カートリッジは、穴径1ミクロンの繊維フィルターを応用する
ことで、水中の錆、腐食物、泥、砂、頭髪、浮遊生物等の不純物を濾過する超密度繊維カ
ートリッジである。
【０００７】
　前置第二カートリッジは、水中の石灰質、軟化水質を取り除くことができると同時に、
健康に悪影響を及ぼす重金属及び酸化物等の発癌性毒素を取り除くこともできる食品級イ
オンカートリッジである。
【０００８】
　前置第三カートリッジは、酸素、農業化学品、ハロゲン化物の異臭、有機物質、アスベ
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スト、重金属汚染等の化学物質をまとめて吸収するためのスーパー活性炭カートリッジで
ある。
【０００９】
　マイナス水素水アルカリ性生産機の本体は、外側の適切なところに吸水パイプ及び排水
パイプが設けられいる。マイナス水素水アルカリ性生産機の濾過装置は、九つの異なる濾
過材を有するカートリッジより形成されている。
【００１０】
　濾過装置の第一カートリッジは外層が陶器、内層が活性炭で構成され、水中にある多種
の浮遊微粒子、ほこり等の不純物、及び病原菌等を濾過して除去できるイギリス王家御用
達の精密陶器カートリッジである。
【００１１】
　濾過装置の第二カートリッジは、水中の石灰質、軟化水質を取り除くことができると同
時に、人体に悪影響を及ぼす鉛、カドミウム、ヒ素、硫黄等の重金属を濾過して排除する
ことができ、また酸化物等の発癌性毒素を取り除くこともできる食品級イオンカートリッ
ジである。
【００１２】
　濾過装置の第三カートリッジは、水の硬度を下げ、重金属を濾過することができ、かつ
水の甘味と水分を増やす食品級イオン微晶カートリッジである。
【００１３】
　濾過装置の第四カートリッジは、特殊材料を運用しマイナス電位アルカリ性水を生成し
、酸化還元能力を有し、水のプラス電位をマイナス電位へと変換することで、水中のフリ
ーラジカルを下げる効果があるマイナス電位生成器である。
【００１４】
　濾過装置の第五カートリッジは、水クラスターを切り分けπエネルギーを核磁気共鳴さ
せ、高溶存酸素及びエネルギーの小クラスターを生産することで、栄養吸収を促進し、細
胞の酸素量を高めるπ化エネルギーカートリッジである。
【００１５】
　濾過装置の第六カートリッジは、世界的に活性炭素棒を生産する大工場ＫＸ会社の活性
炭素棒から成り、人体に有害な過度の塩素及び有機化合物を除去し、かつ塩素、農薬、ト
リハロメタン、異臭、マグネシウム、有機物等化学物質を強力に吸着し、また重金属溶液
及びその他の無機物質を除去することもでき、藻菌量を抑え有害な細菌が生じるのを防止
するアメリカＫＸ活性炭素棒である。
【００１６】
　濾過装置の第七カートリッジは、微生物に吸着し、細胞表面を穿刺し、細菌の繁殖を抑
制する日本ナノ抗菌塗層活性炭素棒である。
【００１７】
　濾過装置の第八カートリッジは、マイナスイオンエネルギーを放出することができ、人
体のプラス、マイナスイオンのバランスを調整して、細胞を活性化、細胞の新陳代謝を高
めるマイナスイオン共振器である。
【００１８】
　濾過装置の第九カートリッジは、高磁力ネオジム磁石（4000ガウス）を内装し、エネル
ギー水を生産する高磁力超微化エネルギーカートリッジである。
【００１９】
　本考案のその他の特徴及び具体的実施例について、図面と合わせて以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本考案にかかるマイナス水素水アルカリ性生産機の立体外観図である。
【図２】本考案にかかるマイナス水素水アルカリ性生産機のＡ側の図である。
【図３】本考案にかかるマイナス水素水アルカリ性生産機のＢ側の図である。
【図４】本考案にかかるカートリッジの図である。
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【図５】本考案にかかるマイナス水素水製造設備の構造分解図である。
【考案を実施するための形態】
【００２１】
　図５に示すように、本考案は主に濾過装置2、マイナス水素水アルカリ性生産機1から成
る。
【００２２】
　前記前置カートリッジは、3つのカートリッジから構成される。
【００２３】
　前記前置カートリッジの吸水口は冷水源スイッチから水を吸水し、排水口はパイプを通
じてマイナス水素水アルカリ性生産機の吸水口へとつながっている。マイナス水素水アル
カリ性生産機の排水口はパイプを通じ蛇口へとつながれる。冷水源は前置カートリッジを
通過し濾過された後、マイナス水素水アルカリ性生産機へと流入し、濾過装置及びマイナ
ス水素共振器を通過する。そしてマイナス水素水アルカリ性生産機の排水口から蛇口を通
り供給される。
【００２４】
　前置カートリッジの第一カートリッジは超密度繊維カートリッジ、第二カートリッジは
食品級イオンカートリッジ、第三カートリッジはスーパー活性炭カートリッジである。
【００２５】
　これら三つの前置カートリッジにより、水中の錆、腐食物、泥、砂、頭髪、浮遊生物等
の不純物を濾過、水中の石灰質、軟化水質を取り除くことができると同時に、健康に悪影
響を及ぼす重金属及び酸化物等の発癌性毒素を取り除き、酸素、農業化学品、ハロゲン化
物の異臭、有機物質、アスベスト、重金属汚染等の化学物質をまとめて吸収することがで
きる。
【００２６】
　図1～図3に示すように、本考案にかかるマイナス水素水アルカリ性生産機は主に、本体
3、濾過装置2及び給水制限装置6から構成される。
【００２７】
　前記本体3は、外側の適切なところに少なくとも１つずつ吸水パイプ及び排水パイプが
設けられる。
【００２８】
　濾過装置2の内部には、異なる濾材の取り外し可能なカートリッジ21が設けられている
。本考案の実施例において、各カートリッジ21は連結部品31を利用し濾過装置内に組み込
まれることで、カートリッジ21を容易に取外し及び連結することができる。
【００２９】
　給水制限装置6は、マイナス水素水アルカリ性生産機の排水口及びカートリッジと連接
される。水はカートリッジを通り濾過された後、給水制限装置を通り排水口へと流出され
る。
【００３０】
　図2、4に示すように、本考案のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患
、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製
造設備を実際に使用する際、濾過装置2は本体3の内部に九つのカートリッジ21を設置する
ことができる。
【００３１】
　　濾過装置2の第一カートリッジ21は外層が陶器、内層が活性炭で構成され、水中の多
くの浮遊微粒子、ほこり等の不純物、及び病原菌等を濾過して除去できるイギリス王家御
用達の精密陶器カートリッジである。
【００３２】
　第一カートリッジは0.5ナノ病原菌を濾過する能力を有し、大腸桿菌、コレラ菌、赤痢
菌、サルモネラ菌、クレブシエラ菌を99.99％濾過する効果がある。飲用水に必要とされ
る衛生条件を満たすだけでなく、ＮＳＦアメリカ国家衛生基金第42号第一及び飲用水基準
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の要件も満たし、日常生活で水による病原菌感染の脅威を減らすことができる。
【００３３】
　濾過装置2の第二カートリッジ21は、水中の石灰質、軟化水質を取り除くことができる
と同時に、人体に悪影響を及ぼす重金属（鉛、カドミウム、ヒ素、硫黄等）及び酸化物等
の発癌性毒素を濾過して取り除くこともできる食品級イオンカートリッジである。
【００３４】
　濾過装置2の第三カートリッジ21は、水の硬度を下げ、重金属等発癌性毒素を濾過する
ことができ、かつ水の甘味と水分を増やす食品級イオン微晶カートリッジである。
【００３５】
　濾過装置2の第四カートリッジ21は、特殊材料を運用しマイナス電位アルカリ性水を生
成し、酸化還元能力を有し、水のプラス電位をマイナス電位へと変換することで、水中の
フリーラジカルを下げる効果があるマイナス電位生成器である。
【００３６】
　濾過装置2の第五カートリッジ21は、水クラスターを切り分けπエネルギーを核磁気共
鳴させ、高溶存酸素及びエネルギーの小クラスターを生産することで細胞の酸素量を高め
、栄養吸収を促進し、代謝機能を活性化させるπ化エネルギーカートリッジである。
【００３７】
　濾過装置2の第六カートリッジ21は、世界的に活性炭素棒を生産する大工場ＫＸ会社の
活性炭素棒から成り、人体に有害な過度の塩素及び有機化合物を除去し、かつ塩素、農薬
、トリハロメタン、異臭、マグネシウム、有機物等化学物質を強力に吸着し、また重金属
溶液及びその他の無機物質を除去することもでき、藻菌量を抑え有害な細菌が生じるのを
防止するアメリカＫＸ活性炭素棒である。
【００３８】
　濾過装置2の第七カートリッジ21は、高科学技術ＰＶＤ真空プラズマスパッタ法で、銀
、銅、チタン等金属を不織布に応用してスパッタする。この技術のメリットは、均等分布
、高ナノ化効率、高付着力、高吸着力、高安定性である。また、真空システム中に形成さ
れるが故、全く汚染されることなく、水処理において使用されると微生物を吸着し、細胞
表面を穿刺し、細菌の繁殖を抑制することで、殺菌効果及び重金属に吸着して水中のトリ
ハロメタン、ＶＯＣＳ揮発性有機物と異臭等を取り除く効果がある日本ナノ抗菌塗層活性
炭素棒である。
【００３９】
　濾過装置2の第八カートリッジ21は、天然電気石鉱物精華と高分子材料を抽出して集め
ることで、マイナスイオンエネルギーを放出することができ、人体に有害な電磁波を取り
除き、人体のプラス、マイナスイオンのバランスを調整することで、細胞膜本来の活力を
回復させ、また、血管細胞の老化又は酸化を抑制し、免疫力を高め、新陳代謝を増進させ
るマイナスイオン共振器である。
【００４０】
　濾過装置2の第九カートリッジ21は、外側は錆びない鋼材料で作られ、内装は高磁力ネ
オジム磁石（4000ガウス）であり、パイプには磁気エネルギー管が通り、磁石が直接水と
接触することなく安全な高磁力超微化エネルギーカートリッジである。
【００４１】
　第九カートリッジが磁気エネルギー共振機を運用する原理は、正電荷イオンを一時的に
負荷極性に変化させることで水分子と鉱物質イオン得た後、水中のカルシウムマグネシウ
ムイオンと電子を結合し、一時的に陽イオンの機能を失わせ、結合しにくく水垢も生じに
くい。また、震盪原理を運用してクラスターを並びなおし、大クラスターを小さく切り分
け小クラスターにすることで、人体に吸収しやすく、また体内の新陳代謝を促進させる。
【００４２】
　本考案は人体に対し、以下の機能を期待できる。
【００４３】
　マイナス水素水を飲用すると、水が人体に供給されすぐに細胞遺伝子が活性化し、鉱物
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することができ、素早く不要な老廃物及び毒素の排出を促進する。このように細胞を活性
化し、血管細胞の老化及び酸化を抑制し、新陳代謝を増進することで、メタボリックシン
ドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による
整腸作用を改善する。
【００４４】
　また、神経系の痛み、痛風、組織球の増殖、肝炎、筋骨の痛み、血糖の不安定化、抗酸
化物の回収、酸性血液及び活性化細胞遺伝子、低酸素組織細胞、副腎機能不全、結石、高
低血圧等の改善に繋がる。
【００４５】
　長期的にマイナス水素水を飲用することで、神経系の痛み、痛風、組織球の増殖、肝炎
、筋骨の痛み、血糖の不安定化、抗酸化物の回収、酸性血液及び活性化細胞遺伝子、低酸
素組織細胞、副腎機能不全、結石、高低血圧等が改善される。
【００４６】
　上述した実施例はあくまで本考案における好ましい実施例に過ぎず、本考案の実施範囲
はこれに限られない。本考案の実用新案登録請求の範囲及び考案内容の説明に沿って簡単
な変更又は修正が行われたとしても、特許請求の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００４７】
1．．．マイナス水素水アルカリ性生産機
2．．．濾過装置
21．．．カートリッジ
3．．．本体
31．．．連結部品
4．．．冷水源スイッチ
5．．．蛇口
6．．．給水制限装置
7．．．前置カートリッジ
71．．．前置第一カートリッジ
72．．．前置第二カートリッジ
73．．．前置第三カートリッジ
74．．．前置カートリッジ吸水口
75．．．前置カートリッジ排水口
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成28年9月5日(2016.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　3つのカートリッジから構成される前置カートリッジと、
　本体、濾過装置及び給水制限装置から構成されるマイナス水素水アルカリ性生産機とを
有するメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内
臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備において、
　前記前置カートリッジの吸水口は、冷水源スイッチから水を吸水し、前記前置カートリ
ッジの排水口はパイプを通じてマイナス水素水アルカリ性生産機の吸水口へとつながって
おり、前記マイナス水素水アルカリ性生産機の排水口はパイプを通じ蛇口へとつながり、
冷水源は前記前置カートリッジを通過し濾過された後、前記マイナス水素水アルカリ性生
産機へと流入し、前記濾過装置及び前記給水制限装置を通過し、前記マイナス水素水アル
カリ性生産機の排水口から蛇口を通り供給されることを特徴とするメタボリックシンドロ
ーム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸
作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項２】
　前記前置カートリッジの第一カートリッジは、穴径1ミクロンの繊維フィルターを応用
することで水中の錆、腐食物、泥、砂、頭髪、浮遊生物等の不純物を濾過する超密度繊維
カートリッジであることを特徴とする請求項１記載のメタボリックシンドローム、低酸素
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細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善す
るマイナス水素水製造設備。
【請求項３】
　前記前置カートリッジの第二カートリッジは、水中の石灰質、軟化水質を取り除くこと
ができると同時に、健康に悪影響を及ぼす重金属及び酸化物等の発癌性毒素を取り除くこ
ともできるイオンカートリッジである請求項１記載のメタボリックシンドローム、低酸素
細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善す
るマイナス水素水製造設備。
【請求項４】
　前記前置カートリッジの第三カートリッジは、酸素、農業化学品、ハロゲン化物の異臭
、有機物質、アスベスト、重金属汚染等の化学物質をまとめて吸収するためのスーパー活
性炭カートリッジである請求項１記載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神
経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水
素水製造設備。
【請求項５】
前記マイナス水素水アルカリ性生産機の本体は、外側の適切なところに吸水パイプ及び排
水パイプが設けられていることを特徴とする請求項１記載のメタボリックシンドローム、
低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を
改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項６】
前記マイナス水素水アルカリ性生産機の濾過装置は、異なる濾過材を有する九つのカート
リッジ群からなることを特徴とする請求項１記載のメタボリックシンドローム、低酸素細
胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善する
マイナス水素水製造設備。
【請求項７】
前記濾過装置の第一カートリッジは、外層が陶器、内層が活性炭で構成され、水中の多く
の浮遊微粒子、ほこり等の不純物、及び病原菌等を濾過して除去できる精密陶器カートリ
ッジであるということを特徴とする請求項６記載のメタボリックシンドローム、低酸素細
胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善する
マイナス水素水製造設備。
【請求項８】
前記濾過装置の第二カートリッジは、水中の石灰質、軟化水質を取り除くことができると
同時に人体に悪影響を及ぼす鉛、カドミウム、ヒ素、硫黄等の重金属を濾過して取り除く
ことができ、また酸化物等の発癌性毒素を取り除くこともできるイオンカートリッジであ
ることを特徴とする請求項６記載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾
患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水
製造設備。
【請求項９】
前記濾過装置の第三カートリッジは、水の硬度を下げ、重金属を濾過し取り除くことがで
き、かつ水の甘味と水分を増やすカートリッジであることを特徴とする請求項６記載のメ
タボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増
加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１０】
前記濾過装置の第四カートリッジは、特殊材料を運用しマイナス電位アルカリ性水を生成
し、酸化還元能力を有し、水のプラス電位をマイナス電位へと変換することで、水中のフ
リーラジカルを下げる効果があるマイナス電位生成器であることを特徴とする請求項６記
載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓
脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１１】
前記濾過装置の第五カートリッジは、水クラスターを切り分けπエネルギーを核磁気共鳴
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させ、高溶存酸素及びエネルギーの小クラスターを生産することで、栄養吸収を促進し、
細胞の酸素量を高めるπ化エネルギーの濾材であることを特徴とする請求項６記載のメタ
ボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加
、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１２】
前記濾過装置の第六カートリッジは、人体に有害な過度の塩素及び有機化合物、また重金
属溶液及びその他の無機物質を除去することができ、藻菌量を抑え有害な細菌が生じるの
を防止する活性炭素棒であることを特徴とする請求項６記載のメタボリックシンドローム
、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整腸作用
を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１３】
前記濾過装置の第七カートリッジは、微生物に吸着し、細胞表面を穿刺し、細菌の繁殖を
抑制する抗菌塗層活性炭素棒であることを特徴とする請求項６記載のメタボリックシンド
ローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整
腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１４】
前記濾過装置の第八カートリッジは、マイナスイオンエネルギーを放出することができ、
人体のプラス、マイナスイオンのバランスを調整して、細胞を活性化、細胞の新陳代謝を
高めるマイナスイオン共振器であることを特徴とする請求項６記載のメタボリックシンド
ローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、内臓脂肪増加、酵素による整
腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
【請求項１５】
前記濾過装置の第九カートリッジは、高磁力ネオジム磁石（4000ガウス）を内装し、エネ
ルギー水を生産する高磁力超微化エネルギーカートリッジであることを特徴とする請求項
６記載のメタボリックシンドローム、低酸素細胞、血液神経疾患、副腎不全、肝臓疲労、
内臓脂肪増加、酵素による整腸作用を改善するマイナス水素水製造設備。
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