
このたびは、RELICIA 電解除菌水メーカーをお買
い上げいただき、まことにありがとうございます。事前
にこの取扱説明書をよくお読みになり、使用方法を
ご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご
注意」の内容を必ずお守りください。
本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されて
いますので、必要事項をご記入の上、大切に保管し
てください。
※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合
があります。
※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場
合があります。あらかじめご了承ください。
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1. 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書
で使用する各マークには下記の意味があります。

■絵表示と絵表示の意味

●指定された電源以外で使用しないでください。
USB（5V）電源専用です。指定電源以外で使用すると故障・火災・感電の原因となります。

●電源コード（USBケーブル）を無理にねじったり、鋭角に曲げないでください。
火災・感電の原因となります。

●電源コード（USBケーブル）に傷がついている場合はそのまま使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

●電源端子やUSBケーブルを濡らさないでください。
濡れたまま充電を行うと感電や故障の原因となります。

●除菌水の作り方は取扱説明書に記載の方法に正しく従ってください。指定外の成分を使用
しないでください。
感電・故障・爆発や有毒ガスの発生などの原因となります。

●本体に金属片などの異物を入れないでください。
感電・故障などの原因となります。本体に異物が入って取り出せない場合、そのまま使用
せず、販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

●焦げ臭い臭いや本体に異常な熱さを感じた場合はただちに使用を中止し、販売店または
サポートセンターまでご連絡ください。
そのまま使用されると、火災の原因となります。

警告

この表示を無視して誤った取
扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う危険があります。

警告
この表示を無視して誤った取扱
いをすると、人的および物的損
害が発生する危険があります。

注意

してはいけない内容です。 実行しなければならない
内容です。
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●除菌水を生成する際は、必ずボトルの蓋を外してください。
ボトル内の気圧が上昇し、破裂するおそれがあります。

●火気の近く、また可燃性ガスの発生する場所では使用しないでください。
爆発・火災の原因となります。

●本製品で生成された除菌水を肌に使用しないでください。
　肌荒れや火傷の原因となります。肌についた場合はすぐに水道水でよく洗い流してく
ださい。
　万一眼に入った場合は流水で15分以上洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

●本製品で生成された除菌水を乳幼児や乳幼児が使用するものに噴霧しないでください。
またペットやペットが口にするものに噴霧しないでください。

●本製品で生成された除菌水は飲用しないでください。
　万一、除菌水を誤って飲み込んだ場合はコップ1～ 2杯の牛乳を飲用し、すぐに医師
の診断を受けてください。
　酸性の飲料水は飲用しないでください。

●本製品で生成された除菌水と酸性の液体やアルコール・アンモニア・漂白剤・洗剤等を
混ぜないでください。
　有毒ガスが発生する危険があります。

●本製品および除菌水は小児に使用させないでください。
　取扱説明書をよくお読みになり、十分ご理解いただいた上で、大人の方が使用してく
ださい。
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電解除菌水使用に関する警告



注意
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●本製品は家庭用途以外で使用しないでください。
家庭用途以外で使用して故障、その他不具合が起きた場合は保証いたしかねます。ご了
承ください。

●直射日光のあたる場所や高温になる場所、湿気の多い場所などで使用や保管をしないで
ください。
故障の原因となります。

●安定した場所で使用してください。また、水分がこぼれても良い場所で使用してください。
　水平で安定した場所に置いて使用してください。

●使用しない時は本体ボトル内を水道水でよくすすぎ、乾燥させてください。また、洗浄
には洗剤などを使用しないでください。

●本製品で生成された除菌水を金属に使用した場合は、すみやかに拭き取ってください。
　金属が腐食する可能性があります。

●除菌水は生成後24時間以内に使用してください。
　保存と使用に関しては8ページを参照してください。
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本製品には下記のものが同梱されています。

　●本体ボトル×１個　●スプレーキャップ×1個　●計量スプーン×１個
　●電源ケーブル（USBケーブル）×１本
　●取扱説明書・製品保証書（本書）

本体や付属品を箱から取り出す際には、破損しないよう十分ご注意ください。
※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、11ページを参照の上、販売店、
またはサポートセンターにお問い合せください。

●電源ケーブル（USBケーブル）

内容物の確認

2. 各部名称

●計量スプーン●スプレーキャップ

●本体ボトル

※裏側

電源端子電源ボタン

インジケータ
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3. 使い方

充電方法

本製品を使用する前に、充電を行ってください。
※充電しながらの使用はできません。

①本体の電源端子と、USB ACアダプタをUSBケーブルで
接続します。
　モバイルバッテリーなどでも充電可能です。

②充電中はインジケータが赤く点灯します。

③満充電になるとインジケータが緑色に点灯します。充電
ケーブルを外してください。
　充電時間は満充電まで約４時間です。

満充電の状態から、5回（10分モード）または10回（5分モー
ド）使用できます。
使用中にインジケータが赤く点灯した場合、電池残量が少
なくなっています。

水450mlと食塩5ｇ（付属の計量スプーンすりきり１杯分）で作った食塩水を電気分解し、電解次
亜水（次亜塩素酸ナトリウム水溶液）を作ります。
本製品では、5分モード（150-250ppm)・10分モード（300-400ppm)で、異なる濃度の除菌水を
生成することができます。
使用用途に応じて、モードを使い分けてください。

　

インジケータ

電解除菌水について

除菌箇所

ドアノブ・テーブル・日用品

トイレ・浴槽

中性除菌水

電解除菌水

食塩5ｇ　 ５分モード

食塩5ｇ　10分モード

食塩2ｇ　 ５分モード



電解除菌水の作り方
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①本体ボトルに水450mlを注ぎます。

②食塩5gを入れます。（付属の計量スプーンすりきり一
杯です。正確に計量してください。）

③ボトルに蓋をしてよく振って混ぜてください。

④蓋を外します。（必ず蓋を外してください。ボトル内の
気圧があがり、爆発の危険があります。）

④電源をONにします。

　運転中は水溶液中に気泡が発生します。
　ブザーが鳴り、インジケータの点灯が消えたら除菌水の生成完了です。

スプレーキャップをし、除菌したい場所に噴霧してください。
長期間保存したい場合は次ページを参照してください。

※運転途中での電源の切り方
　生成途中で電源を切りたい場合は、電源が入っている状態で電源ボタンを1回長押し（３秒
ほど）します。ランプが消え、電源が切れます。

●5分モードで運転する場合

電源ボタンを2秒ほど長押しすると
ビープ音が鳴り、インジケータが青く
点滅します。
点滅が点灯に変わったら、電気分解が
開始されます。
運転時間は5分です。

●10分モードで運転する場合

電源ボタンを2秒ほど長押しすると
ビープ音が鳴り、インジケータが青く
点滅します。指を離し、その後もう一
度電源ボタンを押します。インジケー
タが紫色に点滅します。
点滅が点灯に変わったら、電気分解が
開始されます。
運転時間は10分です。

50
ml

25
ml

電源ボタン

食塩5g

水はボトルの
目印線まで

水450ml



除菌水は本体ボトルに入れたままの状態では劣化するため、生成後24時間以内に使用してく
ださい。
長期間保存する場合は本体ボトル内に入れたままにせず、別容器（遮光性のあるプラスチック
製のもの）に移し替え、冷暗所で保存してください。
※本体ボトルに長時間保存すると本体ボトルの故障の原因になります。
※保存容器は金属製のものは避けてください。
※別容器に保存した場合でも、1週間以内に使い切るようにしてください。

中性の電解次亜水を生成する場合は、水450mlに対して食塩2ｇを
加えた薄い食塩水から除菌水を生成してください。

次亜塩素酸ナトリウム0.05％以上と同等の除菌水を作りたい場合は、食塩の量を20ｇにし、
5分モードで生成してください。
また、次亜塩素酸ナトリウム0.1％と同等の除菌水を作りたい場合は、食塩の量を20ｇにし、
10分モードで生成してください。
この除菌水はアルカリ性で濃度も高いため、肌に直接つけないように注意してください。
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電解除菌水の保存について

中性除菌水を生成する場合

食塩2g

高濃度の除菌水を作りたい場合

高濃度の除菌水は人体に使用しないでください。万一、肌についたときは水で洗
い流してください。
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4. お手入れ方法

●使用後のお手入れ
本体ボトルを水道水でよくすすぎ、乾燥させてください。
本体ボトルの洗浄には洗剤や漂白剤は使用しないでください。

本体外装の汚れは、水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。その際、電源端子カバー
は必ず閉じてください。

●保管する場合は
直射日光のあたる場所、高温になる場所、湿気の多い場所を避け、ビニール袋や箱に収納し
て保管してください。

●故障の場合は
修理の必要が生じた場合は、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店または
サポートセンターまでご連絡ください。
保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望
により有償修理となります。

●廃棄する場合は
本製品はバッテリーが内蔵されています。
本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の定める方法に従って廃棄してください。



6. 仕様表

電 源
ボ ト ル 容 量
バッテリー容量
充 電 時 間
使 用 回 数
本 体 重 量
本 体 サ イ ズ
付 属 品

USB入力　DC5.0V／ 1.0A
500ｍL
3600mAh
約 4時間
5分モード／ 10回、10分モード／ 5回　（各満充電時）
約 250g
約 80（幅）×80（奥行）×275（高さ）mm
USBケーブル、計量スプーン、取扱説明書（製品保証書）
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5. こんなときは

状　　態
運転ボタンを押しても運
転が開始しない

除菌水が生成されてい
ない気がする

対　　策
●充電残量が不足している可能性があります。充電を行ってくださ
い。
●電源ボタンをしっかり長押しできていない可能性があります。や
や強めに電源ボタンを押してください。
●食塩がしっかり混ざっていない場合、電気分解がうまくいきませ
ん。食塩を投入した後、よく混ぜてください。
●水の量や食塩の量が適切でないと正しく除菌水が生成されません。
水 450ml に対して食塩 5g の比率になっているか確認してくださ
い。



7. アフターサービス

サポートセンター電話番号

03-6803-0191
受付時間：月～金
10：00～12：00
13：00～17：00
土、日、祝祭日および
当社規定休業日を除く

①製品保証書
　この取扱説明書には製品保証書がついています。製品保証書はお買い上げの販売店で「販売
店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管
してください。保証期間はお買い上げ日より6カ月間です。

②初期不良について
　本体がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご
用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を
過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼されるとき
※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の
記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせて頂きます。

※この製品保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの
です。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません
ので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下
記サポートセンターにお問い合せください。

お願い
一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承くださ
い。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がご
ざいます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
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RELICIA 電解除菌水メーカー　RLC-GIA500製品名

保証期間（お買い上げ日より）

お

客

様

フリガナ

お名前

ご住所　　〒　　　－

電話番号（　　　　　）　　　　　－

様

お買い上げ日

年　　　　　　月　　　　　　日

取扱販売店名・住所・電話番号

本体6カ月

製品保証書

持込修理

販売元　株式会社TOHO

TOHOサポートセンター　

Tel.03-6803-0191
受付時間：月～金
10：00～12：00　13：00～17：00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く

2020.5 第二版

〈保証規定〉
このたびは、RELICIA 電解除菌水メーカーをお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供するこ
とを保証いたします。お客様の権益を保護するため、下記の文章をご覧ください。
①ご購入日から6カ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店
にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。（購入日より14日以内）
③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良
交換の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
※本書の提示がない場合。
※本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し
出ください。
●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。


