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浄水能力
水道水に含まれるさまざまな物質を
除去する能力が最も重要です。

クリンスイのポット型モデルは、除去物質数13+2を実現しています。

.

www.cleansui.com

2.2ℓの大容量モデルから0.9ℓのコンパクト
モデルまで家族構成に合わせて選べます。

容量
ポット型浄水器は、大容量タイプから
コンパクトなものまで容量もさまざまです。.

＊浄水部容量は、カートリッジ部分を含みません。

クリンスイなら中空糸膜フィルターで除菌ができます。
さらに微粒子などの濁りや赤サビまで除去します。

活性炭フィルターだけでは
実現できない性能です。除菌力.

.

クリンスイのカートリッジ寿命は長持ち３ヶ月。
長期的に見ると、コストも交換の手間も削減できます。

カートリッジの寿命でコストや
手間が大きく変わります。カートリッジ

●カートリッジに一旦通水した後は、常に本体ごと冷蔵庫に保管してください。●35
℃以上のお湯は通さないでください。●長時間使用しなかった場合には本体容器を清潔なスポンジを用いて台所用中
性洗剤で洗い、よくすすいで、新しいカートリッジに交換してください。●凍結させないでください。

クリンスイはアルカリ水がつくれるモデルや
棚にヨコ置きできるモデルもご用意しています。

機能性
ニーズに合わせてプラスワンの機能を選べば
より便利にお使いいただけます。.

※JIS K 3835試験結果による。本品にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するもの
ではありません。また、ウィルスは除去できません。



クリンスイなら クリンスイなら

除菌されたお水だから
安心して飲めるわね。

クリンスイは、ポット型全タイプ 除去物質数 13＋2！

発ガン性や有害性の疑いが
あるといわれている物質

肝臓障害等の影響が
あるといわれている物質

内分泌かく乱作用の疑いが
あるといわれている物質

水の味を損なう物質

濁りを発生させる物質
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1ℓあたりに含まれる量（mg）

（クリンスイポット型浄水器の場合）

1
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（クリンスイポット型浄水器の場合）

1
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※高速：本品は、当社従来品よりも浄水時間を短縮できます。除菌:JIS K 3835試験結果による。本品
にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。
また、ウイルスは除去できません。

＊CP015/CP012の浄水部容量は、カートリッジ部分を含みません。

全タイプ除去物質数13＋2!
除菌もできるから安心!

※クリンスイポット型浄水器ラインナップ

クリンスイは、機能や容量で選べる豊富なライン   ナップをご用意！

CP013クリンスイ

暮らしに気軽に
アルカリ水。

1.3
1.8ℓ

容量で選べる

ヨコ置きできる

CP015クリンスイ

タテにもヨコにも置ける
コンパクトモデル。

CP407クリンスイ

大容量なのに収納しやすい
2.2ℓの大型モデル。

2.2
3.0ℓ

フタを外さず片手で注げる
コンパクトモデル。

CP012クリンスイ

CP405クリンスイ

取手がなくて収納しやすい
1.5ℓの中型モデル。

2.2

アルカリ水がつくれる

電気を使わずに、浄水されたきれいなアルカリ水がつくれます。

交換用カートリッジ クリンスイ製カートリッジの寿命は長持ち３ヶ月。

カテキンの抽出力もアップ！

（当社調べ）

浄水
浄水された
アルカリ水

約10％
UP！

茶カテキン成分の抽出量比較

アルカリ水なら紅茶も色良く！

浄水とアルカリ水で紅茶を同じ時間で水出し

浄水で
入れた紅茶

アルカリ水で
入れた紅茶

アルカリ水がつくれる
ポット型用カートリッジ

（2個入）CPC7W-NW

CPC7W-NW、CPC5W-NWはすべての
クリンスイポット型浄水器にご利用いただけます。

高速除菌フィルター搭載の
ポット型用カートリッジ

CPC5W-NW（2個入）

デザインが
変わりました。

CPC7W
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※高速：本品は、当社従来品よりも浄水時間を短縮できます。除菌:JIS K 3835試験結果による。本品
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タテにもヨコにも置ける
コンパクトモデル。

※高速：本品は、当社従来品よりも浄水時間を短縮できます。 除菌：JIS K 3835試験結果による。本品
にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。
また、ウィルスは除去できません。＊CP015/CP012の浄水部容量は、カートリッジ部分を含みません。

交換カートリッジ ／ CPC5W-NW（2個入） オープン価格

冷蔵庫の棚に

ヨコ置きできる

グリップ付きのフタで

取り出しやすい
冷蔵庫のドアポケットに

タテ置きできる
カレンダーダイヤルで

交換時期を
設定できる

製品特長

除菌もできて
スピード浄水

※当社従来品と比較

※

クリンスイ CP015クリンスイ CP0151.3
1.8ℓ

暮らしに気軽に
アルカリ水。

クリンスイ CP013クリンスイ CP013 NEW!

交換カートリッジ ／ CPC7W-NW（2個入） オープン価格

製品特長

お手入れがしやすい

取り外して洗える
リザーバー

ハンドル付きでコンパクトで

持ちやすい収納しやすい

お料理にもおすすめ
アルカリ性の水がつくれるから 食卓になじむ

すっきりデザイン
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クリンスイ CP405クリンスイ CP407

大容量なのに収納しやすい
2.2ℓの大型モデル。

取手がなくて収納しやすい
1.5ℓの中型モデル。

交換カートリッジ ／ CPC5W-NW（2個入） オープン価格

※高速：本品は、当社従来品よりも浄水時間を短縮できます。除菌:JIS K 3835試験結果による。本品には
フィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。また、ウイル
スは除去できません。

製品特長

お手入れがしやすい

取り外して洗える
カレンダーダイヤルで

交換時期を
設定できる

※当社従来品と比較

除菌もできて
スピード浄水

※

指がかかりやすい形状で

持ちやすい
ボディ リザーバー

ラクラク給水
フタを外さずに

ドアポケットに
スッと収まる

取手がないから冷蔵庫の
お料理にも

たっぷり使える

ポット型だから、冷蔵庫で
お水を冷やしておけるのね。

2.2
2.2

3.0ℓ
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※高速：本品は、当社従来品よりも浄水時間を短縮できます。 除菌：JIS K 3835試験結果による。本品
にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。
また、ウィルスは除去できません。

交換カートリッジ ／ CPC5W-NW（2個入） オープン価格

指がかかりやすい形状で

持ちやすい
ボディ

カレンダーダイヤルで

交換時期を
設定できる

製品特長

除菌もできて
スピード浄水

冷蔵庫の

ドアポケットに
入りやすい

※

※当社従来品と比較

ラクラク給水
フタを外さずに

フタを外さず片手で注げる
コンパクトモデル。

クリンスイ CP012 ポット型ユーザーの声
機能や容量で選べるラインナップが大好評！

コンパクトモデルを
お使いの方

一人暮らしにちょうど良い大きさだと思い選びました。

美味しいお水でコーヒーや紅茶、ハーブティーを楽しんでいます。

大型・中型モデルを
お使いの方

ウォーターサーバーはコストが高かったので、クリンスイの 
大容量モデルを購入しました。

他社の商品は1ドア冷蔵庫のドアポケットにひっかかって
しまい無理やり入れてましたが、クリンスイはすんなり入りました。

お米を炊いたり、お蕎麦を茹でたりするのに使ってみたら、 
味が全然違うことに驚きました。

2.2
2.2

3.0ℓ

ヨコ置き対応モデルを
お使いの方

夏場は冷蔵庫のドアポケットが飲みものでいっぱいになるので
ヨコ置きタイプがありがたいです。

アルカリ水がつくれるモデルや
カートリッジをお使いの方

アルカリ水で湯豆腐を作ったら、いつもより昆布の風味が増して
優しいまろやかな味わいに仕上がりました。

クリンスイユーザーのコメントより

＊CP015/CP012の浄水部容量は、カートリッジ部分を含みません。11



※高速：本品は、当社従来品よりも浄水時間を短縮できます。 除菌：JIS K 3835試験結果による。本品
にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。
また、ウィルスは除去できません。
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一人暮らしにちょうど良い大きさだと思い選びました。

美味しいお水でコーヒーや紅茶、ハーブティーを楽しんでいます。
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ウォーターサーバーはコストが高かったので、クリンスイの 
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お米を炊いたり、お蕎麦を茹でたりするのに使ってみたら、 
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ヨコ置き対応モデルを
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夏場は冷蔵庫のドアポケットが飲みものでいっぱいになるので
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クリンスイユーザーのコメントより

＊CP015/CP012の浄水部容量は、カートリッジ部分を含みません。 12



品名・品番

除去物質数

フィルター特長

ろ材の種類

ろ過流量 （JIS S 3201による）

浄水能力
（JIS S 3201での試験結果）

ろ材の取換時期の目安

容器サイズ（幅×奥行×高さ）

質量

浄水器協会で定められた
除去対象2物質

（JWPAS B.100での試験結果）
鉄（微粒子状）（除去率80％） 　　　　アルミニウム（中性）（除去率80％）

中空糸膜（ポリエチレン）、
セラミック、活性炭

中空糸膜（ポリエチレン）、
セラミック、活性炭、
炭酸カルシウム

（1日2L使用した場合）3ヶ月

クリンスイ ポット型浄水器ラインナップ

希望小売価格

遊離残留塩素 総ろ過水量  200L　除去率    80％
濁り 総ろ過水量  200L　ろ過流量    50％
総トリハロメタン 総ろ過水量  200L　除去率    80％
クロロホルム 総ろ過水量  200L　除去率    80％
ブロモジクロロメタン 総ろ過水量  200L　除去率    80％
ジブロモクロロメタン 総ろ過水量  200L　除去率    80％

ブロモホルム 総ろ過水量  200L　除去率  80％
溶解性鉛 総ろ過水量  200L　除去率  80％
CAT（農薬） 総ろ過水量  200L　除去率  80％
2-MIB（カビ臭） 総ろ過水量  200L　除去率  80％
テトラクロロエチレン 総ろ過水量  200L　除去率  80％
トリクロロエチレン 総ろ過水量  200L　除去率  80％
1,1,1-トリクロロエタン 総ろ過水量  200L　除去率  80％

※高速：本品は、当社従来品よりも浄水時間を短縮できます。 除菌：JIS K 3835試験結果による。本品にはフィルター
として雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。また、ウィルスは除去できま
せん。

CPC5W-NW（2個入）
オープン価格

CPC7W-NW（2個入）
オープン価格

590g
（満水時1,690g）

124×107×302mm

クリンスイ CP015

CP015-WT

タテにもヨコにも置ける
コンパクトモデル。

オープン価格

0.10L/分

交換カートリッジ

（カートリッジはそれぞれ互換性が
ありますが初期流量や除去能力が
変化する場合があります。）

クリンスイ CP012

550ｇ
（満水時1,550ｇ）

105×105×288mm

フタを外さず片手で注げる
コンパクトモデル。

CP012-WT

0.10L/分

オープン価格

510g
（満水時1,750g）

186×108×264mm

クリンスイ CP013

CP013

暮らしに気軽に
アルカリ水。

0.05L/分

オープン価格

0.10L/分

680g
（満水時2,080g）

105×158×280mm

CP405-WT

クリンスイ CP405

取手がなくて収納しやすい
1.5ℓの中型モデル。

オープン価格

800g
（満水時2,900g）

105×193×280mm

CP407-WT

クリンスイ CP407

大容量なのに収納しやすい
2.2ℓの大型モデル。

0.10L/分

オープン価格

NEW!

NEW!
デザインが変わりました。

CPC7W
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品名・品番

除去物質数

フィルター特長

ろ材の種類

ろ過流量 （JIS S 3201による）

浄水能力
（JIS S 3201での試験結果）

ろ材の取換時期の目安

容器サイズ（幅×奥行×高さ）

質量

浄水器協会で定められた
除去対象2物質

（JWPAS B.100での試験結果）
鉄（微粒子状）（除去率80％） 　　　　アルミニウム（中性）（除去率80％）

中空糸膜（ポリエチレン）、
セラミック、活性炭

中空糸膜（ポリエチレン）、
セラミック、活性炭、
炭酸カルシウム

（1日2L使用した場合）3ヶ月

クリンスイ ポット型浄水器ラインナップ

希望小売価格

遊離残留塩素 総ろ過水量  200L　除去率    80％
濁り 総ろ過水量  200L　ろ過流量    50％
総トリハロメタン 総ろ過水量  200L　除去率    80％
クロロホルム 総ろ過水量  200L　除去率    80％
ブロモジクロロメタン 総ろ過水量  200L　除去率    80％
ジブロモクロロメタン 総ろ過水量  200L　除去率    80％

ブロモホルム 総ろ過水量  200L　除去率  80％
溶解性鉛 総ろ過水量  200L　除去率  80％
CAT（農薬） 総ろ過水量  200L　除去率  80％
2-MIB（カビ臭） 総ろ過水量  200L　除去率  80％
テトラクロロエチレン 総ろ過水量  200L　除去率  80％
トリクロロエチレン 総ろ過水量  200L　除去率  80％
1,1,1-トリクロロエタン 総ろ過水量  200L　除去率  80％

※高速：本品は、当社従来品よりも浄水時間を短縮できます。 除菌：JIS K 3835試験結果による。本品にはフィルター
として雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するものではありません。また、ウィルスは除去できま
せん。

CPC5W-NW（2個入）
オープン価格

CPC7W-NW（2個入）
オープン価格

590g
（満水時1,690g）

124×107×302mm

クリンスイ CP015

CP015-WT

タテにもヨコにも置ける
コンパクトモデル。

オープン価格

0.10L/分

交換カートリッジ

（カートリッジはそれぞれ互換性が
ありますが初期流量や除去能力が
変化する場合があります。）

クリンスイ CP012

550ｇ
（満水時1,550ｇ）

105×105×288mm

フタを外さず片手で注げる
コンパクトモデル。

CP012-WT

0.10L/分

オープン価格

510g
（満水時1,750g）

186×108×264mm

クリンスイ CP013

CP013

暮らしに気軽に
アルカリ水。

0.05L/分

オープン価格

0.10L/分

680g
（満水時2,080g）

105×158×280mm

CP405-WT

クリンスイ CP405

取手がなくて収納しやすい
1.5ℓの中型モデル。

オープン価格

800g
（満水時2,900g）

105×193×280mm

CP407-WT

クリンスイ CP407

大容量なのに収納しやすい
2.2ℓの大型モデル。

0.10L/分

オープン価格

NEW!

NEW!
デザインが変わりました。

CPC7W
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浄水能力
水道水に含まれるさまざまな物質を
除去する能力が最も重要です。

クリンスイのポット型モデルは、除去物質数13+2を実現しています。

.

www.cleansui.com

2.2ℓの大容量モデルから0.9ℓのコンパクト
モデルまで家族構成に合わせて選べます。

容量
ポット型浄水器は、大容量タイプから
コンパクトなものまで容量もさまざまです。.

＊浄水部容量は、カートリッジ部分を含みません。

クリンスイなら中空糸膜フィルターで除菌ができます。
さらに微粒子などの濁りや赤サビまで除去します。

活性炭フィルターだけでは
実現できない性能です。除菌力.

.

クリンスイのカートリッジ寿命は長持ち３ヶ月。
長期的に見ると、コストも交換の手間も削減できます。

カートリッジの寿命でコストや
手間が大きく変わります。カートリッジ

●カートリッジに一旦通水した後は、常に本体ごと冷蔵庫に保管してください。●35
℃以上のお湯は通さないでください。●長時間使用しなかった場合には本体容器を清潔なスポンジを用いて台所用中
性洗剤で洗い、よくすすいで、新しいカートリッジに交換してください。●凍結させないでください。

クリンスイはアルカリ水がつくれるモデルや
棚にヨコ置きできるモデルもご用意しています。

機能性
ニーズに合わせてプラスワンの機能を選べば
より便利にお使いいただけます。.

※JIS K 3835試験結果による。本品にはフィルターとして雑菌を除去する性能はありますが、感染予防を保証するもの
ではありません。また、ウィルスは除去できません。


