


Volteaの電気吸着脱イオン技術（CapDI）は、その高い技術による受賞歴を 誇り、
現在実用化されているあらゆる浄水技術の中でも最も低価格かつ環境 負荷の
低い方法で汽水を脱イオン化します。CapDI は総溶解不純物 （Total dissolved 
solids, TDS）を水から取り除くシンプルで斬新な技術です。

CapDI  は処理水を最大90%まで回収します。供給水のコス
ト、 濃縮塩水の排水コストも削減でき、0.5kWh/m3  以下の消
費電力量で処理できる省エネシステムです。

水処理量が数ml/minであっても数千m3 
/hrで あっても、Volteaシステムなら簡単
にコスト を節約でき、水使用効率も最大
化できます。 

CapDI©
未来はここにある



How CapDI© Works

Water flows between electrodes in a 2-step process. 
Electrode surfaces are separated from the water by 
membranes that selectively allow positive or negative 
ions to pass.  

2 Simple Steps

Purification
Saline water passes between 
oppositely charged electrodes 
which electrostatically remove 
dissolved ions, leaving pure water 
flowing out of the cell.

 

Regeneration
Feed water flushes through the 
cell at a lower flow rate, while 
electrode polarity is reversed. 
Ions are rejected from the 
electrode surface, concentrated 
in the flow channel and flushed 
from the cell. 

CapDI©  の原理

電極の間を流れる水は二段階のプロセスで処理されます。 電極表
面は膜によって供給水から隔てられており、この膜が 選択的に陽
イオンと陰イオンを通過させます。

シンプルな２ステップ

浄化
プラスとマイナスに帯電させた二枚 
の電極の間に水を通すことで、溶解 イ
オンを取り除き、浄水がセルから 流れ
出ます。

再生
電極極性を逆にして低流量で原水を
供給す ると、イオンは電極表面から離
れ、 流路中で濃縮され、セルから排出
されます。



TDSが 750～1,250ppm を越える水を洗濯に使用すると、 
シーツの洗い上がりはくすんだ灰色に。リサイクルした 水
を洗濯用に効率よく使うには、TDSを高温で除去する 確実
かつ現実的な方法がないために困難でした。

現在の技術では、TDSを取り除く前に水を冷やす必要が あ
るからです。洗濯の際にはもう一度水を温めなくては なら
ず、その分のコストと時間がかかっていましたが、 それは今
や不要です。

CapDI  は洗濯用の水温でTDSを取り除き、供給水の90％(
最大値)を回収 します。医療、サービス業、制服・作業服、 飲
食業など、あらゆる分野から出る洗濯物のクリーニン グに
Volteaのシステムから得られたリサイクル水を使用できま
す。

洗濯用温度でのTDS除去により、ランニングコストや洗剤コ
スト、エネルギーコストを大幅に節約できたとの声をユーザ
ーの 方々より頂いております。

クリーニングに



CapDI を不使用の場合、ある洗濯工場ではたった
8時間 でTDS 制限濃度 1,000ppmに達しており、稼
働を続ける には水の入れ替えが必要です。

CapDI  使用下では、洗濯用水温
で TDSを除去できます。 TDSの
制限濃度 1,000ppmを越えない
ので 水のリサイクルが可能で
す。

実証実験で得られたVolteaシス
テムの 稼働時の実性能は、本来
の期待値と 合致するものです。 
当システムの使用により、設備稼
働時間を伸ばし、水使用量を削
減し、 かつ省エネにもなることが
証明されています。

クリーニング
水質比較では
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VolteaのCapDI  は化学薬品を必要としない低コストで環境に優し
いシステムで、従来の処理システムに取って代わる新技術です。処
理水水質調整と軟水化ができますので、洗濯機からコーヒーメーカ
ーまで各種電化製品に適した水を供給します。

Volteaでは、耐久性を高めた工業用製品向けの技術を、より小型の
家庭用製品 にも利用しております。ユーザーの皆様にまず実感して
いただけるのは、 化学薬品を使わない浄水システムと低濃度TDS
による、おいしい飲み水 と電化製品の長寿命化です。Volteaシステ
ムのデザインは自由度が高く、 皆様の自宅設備に合わせてモジュー
ルのサイズ、形、配置のカスタマイ ズが可能です。

モデルナンバー

設置面積
26cm × 20cm × 奥行き

*流量
最小 / 最大 (L/min)　

*電力
最大 (W)

*除去率
公称 / 最大 (硬度減少率, ％)
*回収率
 (純水への回収率, ％) 最大 90%

家庭用浄水器として

*リストの値は、給水中TDS 500μS/cmでの実証実験データに基づくものです。給水中のTDS濃
度の変動により、上記値の範囲内で機器のパフォーマンスが多少変動することがございます。
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Volteaシステムは工業用・施設用設備として使用できる水質調整脱イオ
ンシス テムとしての特徴を備えています。

Voltea のISシリーズのモジュールデザインはシンプルであり、コンパクト
な設置面積で、数ml/minから数千m3 /hrにわたる幅広い流量を柔軟に
対応し、処理します。ISシリーズはリアルタイムで遠隔モニタリングと制御
ができるように設計されております。モジュールは限られたスペースで目
標の能力が発揮できる設計となっています。

Volteaのシステムは様々な種類の工業設備の操作性能を向上させ、寿命
を延ばします。冷却塔・消火設備・ボイラー・塗装ライン等、更には軟水用
途が求められるあらゆる設備にお使いいただけます。

工業向けアプ
リケーション





コンパクトなデザイン　高いパフォーマンス

VolteaモジュールISシリーズは狭い場所でも設置で
きる設計。 前ページの写真のようなシンプルな縦置
きの設置及びコンテナ内の設置が可能です。

40フィート型コンテナに48本のモジュールを収納さ
せ、1日537m3（142 キロ米ガロン）の脱イオン水を
供給することができます。

Voltea CapDIのモジュールは構造が簡単であるた
め利用可能なスペースで必要流量を処理するシス
テム設計ができます。



IS シリーズ
モジュール

モデルナンバー モデルナンバー

常温モジュール
(10℃～25℃)

高温モジュール
(40℃～60℃)

*流量
最小 / 最大 (L/min)

*電力
最大 (W)

*除去率
公称 / 最大 (硬度減少率, ％)

*回収率
(純水への回収率, ％) 最大 90%

*リストの値は、給水中TDS 500μS/cmでの実証実験データに基づくものです。給水中のTDS濃
度の変動により、上記値の範囲内で機器のパフォーマンスが多少変動することがございます。



Voltea currently operates CapDI© technology on 4 continents: Voltea currently operates CapDI© technology on 4 continents:VolteaのCapDI © テクノロジーは4大陸にわたって使われています




