
※支払対象とならない事故もございます

エルセ保険にはエルセ活水装置の設置と共に加入いただけます

湧き水の原理を応用したエルセ活水装置 従来コストの1/3以下

地中の水は湧き出る時に、無数の砂や小石と摩擦することで、質の高
い天然水に生まれ変わります。エルセは「良質な水」をつくる原理に、
この湧き水の作用を応用しました。水道水をエルセ活水装置に通すと、
装置の中で水流が起こり、セラミックスの小さな粒の間で流動と摩擦
が繰り返されます。これによって水はプラスの電荷を帯びた抗酸化水へ
と変わるのです。

流動・摩擦によりプラスの電荷を帯びた抗酸化水が生まれる

特許認定
エルセ保険と
エルセ活水装置の
詳細はこちら

エルセセラミックスは高温で焼成しているので、水の中の成分を吸
着しません。また、常に流動しているため、表面に汚れが付着する
こともありません。定期的な洗浄や交換の必要がなく、半永久的に
効果が持続します。

３０年間の利用実績 ４万世帯の住居用導入実績

メンテナンスフリーで効果は半永久的

エルセ水

流動

摩擦
エルセのメカニズム

入船東エステート、新松戸コーポ、
サンシティほか、マンション約２万世
帯。有名ハウジングメーカーの標準
設備に採用され、戸建て約 2 万世帯
に導入。

官公庁・公共施設　
入国管理局庁舎、千葉県警本
部庁舎、栃木県庁、浄水場・
簡易水道ほか100ヵ所以上

ビル・ホテル　
新宿野村ビル、NTTドコモ墨
田ビル、日本生命本社ビル、
沖縄電力本社ビル、ザ・ペニ
ンシュラ東京ほか400 ヵ所 以上

人工透析の純水装置
東北大学病院、森山リハビリ
テーション病院、熊本中央病
院透析室ほか１２０施設以上

学校　
明治大学、関西学院大学、沖
縄カトリック中学高等学校、日
本医科大学ほか60校以上

厨房設備　
すかいらーく・ドンク等の飲食
店への導入実績をもとに大手
厨房メーカー各社と厨房設備
への設置を展開中

病院　
東京医科歯科大学病院、静岡
がんセンター、宮崎大学医学
部付属病院、歯科医院を含め
ると1200ヵ所以上

その他　
北陸新幹線を含むＪＲ各社、
海ほたる等の高速道路のＰＡ・
ＳＡ、トヨタ自動車等の大手各
社多数

エルセ活水装置の設置費用

①給排水管の保全費用を大幅に削減

②半日程度の設置工事でOK

③専有部での設置作業は一切不要

④個人の追加負担なしで修繕積立金のみで

　購入可能

⑤共用部・専有部の全ての給排水管を保全

⑥修繕積立金の余剰分はバリアフリーや耐震

　補強に

エルセ活水装置とは

エルセ活水装置の導入実績

経年劣化での配管内部の腐食による水漏れに適用される保険です。
エルセ活水装置を設置した集合住宅であれば共用部・専有部のどちらもカバーされます。

水漏れ特約

多数の官公庁・学校・病院・ホテルに導入

給水と排水の両方をトータルに管理します
●給水管〈赤水防止・配管延命〉　
●排水管〈汚れ付着防止・ヌメリ付着防止・尿石防止
　　　　　・悪臭防止〉　

●お問い合わせは　販売会社

elce-ins.com

マンション・戸建て

セラミック拡大画像

給排水管保全のための画期的な保険が誕生しました
給排水管保全のための画期的な保険

エルセ活水装置使用

1/3 以下の費用水漏れも補償

➡

バリアフリー
耐 震 補 強
などの修繕費に

「血液がサラサラ」になると
「血管が若返る」ようなイメージですね。

余った予算は

腐食により水漏れが起こりやすくなり、
水あか・ヌメリがどんどん付着します

水あか・ヌメリ 赤サビ

水漏れ

腐食の進行を遅らせ､配管内に水あか・
ヌメリが付着しづらくなります

分譲マンション・賃貸マンションのオーナー様向け

経年劣化による 従来工法の

エルセ保険の適用はエルセ
活水装置の設置が条件となります。

エルセ活水装置が設置されていれ
ば、給排水管が保全されていると
見なされ、
水漏れ事故が起きたとしても自室
修繕費用および賠償費用のすべて
がエルセ保険でカバーされます。

●内部腐食による水漏れ事故は管理不行き届き
と判断され、多くの場合、火災保険の対象外と
なります。

●水漏れ事故で階下の住人には、個人賠償保険
により保険会社から修繕費用が支払われます。

①階下の住民に支払った賠償費用を保険会社
　から請求される可能性
②水漏れが起きた箇所を修繕する費用は火災
　保険対象外なので自己負担
　　　　　　↓
数百万円に及ぶ賠償費用を支払うリスク
＊専有部の水漏れ事故の場合、修繕積立金で
はカバーされず自己負担になります。

■国土交通省情報提供システム　NETIS 
　認定商品　登録番号：KT-140126-A
■日本水道協会　Z-112

安心のマンションライフを

一般の火災保険 の場合 の場合

「エルセを設置しない場合」
放っておくとひどくなります

「エルセを設置した場合」
腐食の進行を抑制します

◎驚きの実例 /給水管・排水管
水を変えただけで、こんなにキレイになった！

洗面台排水管

設置前 設置後（6ヵ月後）

量水器 （築40年マンション）

官公庁舎　男子トイレ排水管

設置前 設置後（12ヵ月後）

洗面台下給水管 （築４１年マンション）

サビこぶが減って
地肌が見えた

水アカが減って
地肌が見えた

固まった尿石も
減ってきた

排水管のコビリつき
汚れも減ってきた

水漏れNO！

◎抗酸化水で給水管・排水管のサビ・スケールが剥離
エルセ活水装置を付けると、給水管・排水管へ常に
抗酸化水が流れるようになり、付着したサビやスケー
ルが徐々に減り、給排水管が保全されます。

水漏れ事故を起こした方のリスク

支払い 300 万円

支払い 200 万円

支払い 300 万円

支払い 200 万円

・自室修繕費用　　　 0円
・保険会社からの求償権による出費　
　　　　　　　　　0円

水漏れも補償
経年劣化による

製 造 元 日本治水株式会社
エイ・ワン少額短期保険株式会社引受保険会社

請求書

500万円

・自室修繕費用 　５０万円
・保険会社からの求償権による出費　
　　　　　　　５００万円

水漏れ事故を起こした方の出費額の例
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高架水槽

台所、洗面所、トイレ、浴槽
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1台設置

① ②
③

①給水管
共有部

④排水管

④

共有部
②給水管
③排水管

専有部

水道メーター

近畿財務局長（少額短期保険）第２号

配管

設置前 設置後（13ヵ月後） 設置前 設置後（3ヵ月後）
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　補強に

エルセ活水装置とは

エルセ活水装置の導入実績

経年劣化での配管内部の腐食による水漏れに適用される保険です。
エルセ活水装置を設置した集合住宅であれば共用部・専有部のどちらもカバーされます。

水漏れ特約

多数の官公庁・学校・病院・ホテルに導入

給水と排水の両方をトータルに管理します
●給水管〈赤水防止・配管延命〉　
●排水管〈汚れ付着防止・ヌメリ付着防止・尿石防止
　　　　　・悪臭防止〉　

●お問い合わせは　販売会社

elce-ins.com

マンション・戸建て

セラミック拡大画像

給排水管保全のための画期的な保険が誕生しました
給排水管保全のための画期的な保険

エルセ活水装置使用

1/3 以下の費用水漏れも補償
➡

バリアフリー
耐 震 補 強
などの修繕費に

「血液がサラサラ」になると
「血管が若返る」ようなイメージですね。

余った予算は

腐食により水漏れが起こりやすくなり、
水あか・ヌメリがどんどん付着します

水あか・ヌメリ 赤サビ

水漏れ

腐食の進行を遅らせ､配管内に水あか・
ヌメリが付着しづらくなります

分譲マンション・賃貸マンションのオーナー様向け

経年劣化による 従来工法の

エルセ保険の適用はエルセ
活水装置の設置が条件となります。

エルセ活水装置が設置されていれ
ば、給排水管が保全されていると
見なされ、
水漏れ事故が起きたとしても自室
修繕費用および賠償費用のすべて
がエルセ保険でカバーされます。

●内部腐食による水漏れ事故は管理不行き届き
と判断され、多くの場合、火災保険の対象外と
なります。

●水漏れ事故で階下の住人には、個人賠償保険
により保険会社から修繕費用が支払われます。

①階下の住民に支払った賠償費用を保険会社
　から請求される可能性
②水漏れが起きた箇所を修繕する費用は火災
　保険対象外なので自己負担
　　　　　　↓
数百万円に及ぶ賠償費用を支払うリスク
＊専有部の水漏れ事故の場合、修繕積立金で
はカバーされず自己負担になります。

■国土交通省情報提供システム　NETIS 
　認定商品　登録番号：KT-140126-A
■日本水道協会　Z-112

安心のマンションライフを

一般の火災保険 の場合 の場合

「エルセを設置しない場合」
放っておくとひどくなります

「エルセを設置した場合」
腐食の進行を抑制します

◎驚きの実例 /給水管・排水管
水を変えただけで、こんなにキレイになった！

洗面台排水管

設置前 設置後（6ヵ月後）

量水器 （築40年マンション）

官公庁舎　男子トイレ排水管

設置前 設置後（12ヵ月後）

洗面台下給水管 （築４１年マンション）

サビこぶが減って
地肌が見えた

水アカが減って
地肌が見えた

固まった尿石も
減ってきた

排水管のコビリつき
汚れも減ってきた

水漏れNO！

◎抗酸化水で給水管・排水管のサビ・スケールが剥離
エルセ活水装置を付けると、給水管・排水管へ常に
抗酸化水が流れるようになり、付着したサビやスケー
ルが徐々に減り、給排水管が保全されます。

水漏れ事故を起こした方のリスク

支払い 300 万円

支払い 200 万円

支払い 300 万円

支払い 200 万円

・自室修繕費用　　　 0円
・保険会社からの求償権による出費　
　　　　　　　　　0円

水漏れも補償
経年劣化による

製 造 元 日本治水株式会社
エイ・ワン少額短期保険株式会社引受保険会社

請求書

500万円

・自室修繕費用 　５０万円
・保険会社からの求償権による出費　
　　　　　　　５００万円

水漏れ事故を起こした方の出費額の例
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水漏れ事故を起こした方の出費額

受水槽

高架水槽

台所、洗面所、トイレ、浴槽

エルセ
1台設置

① ②
③

①給水管
共有部

④排水管

④

共有部
②給水管
③排水管

専有部

水道メーター

近畿財務局長（少額短期保険）第２号

配管

設置前 設置後（13ヵ月後） 設置前 設置後（3ヵ月後）



※支払対象とならない事故もございます

エルセ保険にはエルセ活水装置の設置と共に加入いただけます

湧き水の原理を応用したエルセ活水装置 従来コストの1/3以下
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特許認定
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エルセ活水装置の
詳細はこちら
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