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開発にあたって

「水素が身体に有益である」そう言われて数年が経ちました。
あらゆる場面で（医療機関含む）水素が使用されているにも関わ
らず、粗悪な製品が乱造されたため水素自体が否定され始めまし
た。

しかし、水素関連商品愛用者の方々から、しっかり水素を身体
に取り込める製品が欲しいという要望は後を絶ちません。

医療関連・健康関連の仕事に従事されて

いる皆様と相談し、あらゆる方法を吟味した

結果たどり着いたのが水素を吸引すること

でした。
2



水素の必要性・吸引のメリット

肺から血液で運ばれた酸素は、食物の消化・

吸収された糖や脂肪と結合して燃焼しエネルギーを

作り出します。しかし、その時使用された酸素の

約２％が身体の組織に損傷を与え、害をもたらす

活性酸素に変わります。

この活性酸素は体外から侵入したウィルスや

菌を殺すという大事な役割がありますが、

ストレスや環境などで過剰に発生した場合は

人体を損傷してしまいます。

酸化力の強い活性酸素は細胞に損傷を与え、

老化や病気の９０％もの原因となっています。

細胞組織が傷つけられると、遺伝子に異常を

起こし動脈や脳にも影響を与えます。

また、血管が詰まりやすくなり、栄養を細胞に

届けられなくなってくると代謝機能が低下し

老化や糖尿病など引き起こすことが最近の

研究で分かってきました。
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水素ガス活用事例

●水素ガス吸入療法（慶應義塾大学水素ガス治療開発センター）

水素吸入療法を行うのは、心停止後症候群と言われる状態で病院外で突然に
心停止になり、救急蘇生術によって心臓の鼓動が再開したけれども、脳をは
じめとした臓器の機能が損なわれた状態です。

水素ガス吸入療法は2％水素を18時間、酸素とともに吸っていただく画期的な
治療法です。水素ガスは体内で様々な有害物質を無毒化できるのではないか
と期待されています。
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Ｓutte(ｽｯﾃ）の特長

①水素発生量、水素濃度、吸引摂取量が大幅アップ！※当社比

●豊富な水素発生量（公的機関：一般社団法人 科学物質評価機構）

●豊富な水素濃度（第三者機関：（株）ﾕｰﾋﾟｰ水素水研究所）

●呼気にも十分な水素量（第三者機関：（株）ﾒﾃﾞｨｺｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ）

②特許技術を応用した水素発生方式（交換式）

③いつでもどこでも手軽に水素吸引

●バッテリー内蔵で場所を選ばず

●週に1度の充電で手間いらず

●蒸気の出ない吸い方も可能（公の場でもOK!）

④吸い味爽やかなビタミンフレーバー

⑤タバコをやめたい方にも最適
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①水素発生量、水素濃度、吸引摂取量が大幅アップ！
※当社比
豊富な水素発生量
Sutteは小さなボディからは想像できないほど豊富な水素発生量を誇ります。
２分間（約10～15吸引目安）の水素発生量は、平均4.16ml。（※１）
その量は、水素水に換算すると、1.0ppm水素水を約340ml飲むことに相当し
ます。
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「Sutte」1日の水素発生量
2分間（約10～15吸引目安4.16㎖）×3回

＝

（※1）公的機関：一般社団法人 科学物質評価機構
での計測データ/水上置換法にて

4.16㎖（水素ガス）×0.0818㎎（水素1㎖）=0.340㎎
水素水1ppm=1ℓ中に1㎎の水素ガス
0.340㎎はおよそ340㎖分に相当



豊富な水素濃度
水素発生促進剤を滴下後、１分後の水素濃度の計測では、32,380ppmを検
出します。（※1）
水素濃度は、時間の経過とともに減少します。
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（※1）第三者機関：（株）ユーピー水素水研究所/水素ガス測定器UPX4にて



呼気にも十分な水素量
体を還元し終わった水素は呼気と共に排出されます。

吐いた息に水素が残っていれば、十分な量が供給されていることになります。
（※1）
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（※1）第三者機関：（株）メディコスパートナーズ/
水素検出器ハイドライザーにて
（呼気データには個人差があります）

呼気中水素濃度（ppm）
A様 1.7（吸引前）→42.1（10吸引後）
B様 0.7（吸引前）→55.7（10吸引後）

伝統的な日本食にビタミン・ミネラルバランスをとった試験食Aを摂取した
場合、近代的な洋風朝食（試験食B、C）を摂取した場合に比べ、呼気中
水素濃度は3〜4倍に達します（表１、約２時間後測定）
Ｓutte（ｽｯﾃ）を吸引した場合の呼気中水素濃度は、吸引する前のおよそ
３倍になり、理想的な食事を摂取した場合と同等になります。



②特許技術を応用した水素発生方式（交換式）
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専用水素カートリッジ内のマグネシウム特殊シート（※1）と、高純度水素発生

剤（マグネシウムボール）に、水素発生促進剤を滴下することで大量の水素が
発生します。

また、こまめに専用水素カートリッジを交換することにより、毎日清潔に吸引で
きます。

水素発生促進剤

専用水素カートリッジ

※1回2滴 滴下してください。 （※1）特許 第5796150号



③いつでもどこでも手軽に水素吸引

Ｓｕｔｔｅ（ｽｯﾃ）
内蔵バッテリー 重量18g
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バッテリー内蔵で場所を選ばず
持ち歩きにも便利な超軽量設計

据え置き形の水素吸引器は値段も
高く（20万〜60万）
吸引場所が限られます。

●AC充電アダプター ●USB充電コネクター

週に1度の充電で手間いらず
本体バッテリーは週に１回の充電（※1）で連続使用ができ、面倒な充電

器を持ち歩く必要がありません。

（※1） 目安です。使用頻度によって異なり

ます。家庭用コンセントの他、パソコンなど

についているUSBからも充電が可能です。



ご使用方法（蒸気が出ます）
吸いごこち満点！高濃度の水素を蒸気とともにゆっくり吸い込み、
しっかり肺まで届けてください。
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●本体（バッテリー付）＋●専用ビタミンカートリッジ＋●専用水素カートリッジ

蒸気が気になる方のご使用方法（蒸気は出ません）
この形でも水素は十分に取り入れることが出来ます。
蒸気（水蒸気を含む）が気になる禁煙エリアに指定
されている路上や飲食店等、公共の場でご使用くだ
さい。

●専用ビタミンカートリッジ＋●専用水素カートリッジ
※本体（バッテリー付）は装着しません

蒸気の出ない吸い方も可能（公の場でもOK!）
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④吸い味爽やかなビタミンフレーバー
専用ビタミンカートリッジは、５種類のビタミン（※１）を含み、代謝アップや風邪予防にも
役立ちます。

●専用ビタミンカートリッジ ●本体（バッテリー付） ●専用水素カートリッジ

【主な成分（※1）】
プロピレングリコール、グリセリン、香料、水、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンB12、
ビタミンC、ビタミンD3



⑤タバコをやめたい方にも最適

「タバコは百害あって一利なし」と言われるよ
うに、健康面では一切の利点がありません。
Ｓutteで水素吸引をすると、タバコを吸う動作

に近い上、今まで失ってきた健康を取り戻す
作用があります。

Ｓutteは水素の持つ優れた抗酸化作用に加え、
ビタミンC補給により免疫力もサポートします。

長年吸ってしまった過去は変えられませんが、
健康面をもサポートするＳutteはストレス無く

禁煙を進められ、タバコをやめたい方にも最適
な選択肢になります。

発ガン性 呼吸器疾患

心筋梗塞 動脈硬化 酸化

抗ガン作用 呼吸器リスクなし

抗炎症作用 血管年齢
低下

酸化還元
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Ｓutte（ｽｯﾃ）を吸引する前と後で脳波を測定しました、
β波がおさまり、肉体的、精神的にリラックスした状態になった事が
検出されました。
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※β波……β波は身体に対して緊張を強いる脳波でもあるため、一説には肩こりや腰痛・
眼精疲労の原因でもあると言われています。
また、精神に対しても緊張を強いるため、精神衛生に対してもよくありません。

Sutte吸引後の変化
①脳波が変化



Ｓutte（ｽｯﾃ）を吸引する前と後で肺活量を測定しました
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肺活量の増加は、酸素を身体に取り込みやすくなり、健康と美容
のあらゆる効果が期待できます。

吸引前 約4600cc   →   吸引後 約5800cc

②肺活量が変化



Ｑ＆A
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Ｑ.どのくらいの水素量が出ていますか？
A.2分間（約10～15吸引目安）に水素ガスが平均4.2㎖発
生します。1.0ppmの水素水を340㎖飲んだ水素摂取量に
相当します。

Ｑ.消耗品の交換目安を教えてください。
A.専用水素カートリッジ →１本：２日間（６回相当）

専用ビタミンカートリッジ→１本：300～450吸引相当
水素発生促進剤→１本：１回２滴で約180回相当（２か

月分）
※いずれも吸引の仕方や肺活量などによって（使用頻度
によって）異なります。

Ｑ.フル充電（満充電）でどのくらい吸えますか？
A.約１週間程度です。（個人差があります）

※本体先端部分が赤点滅したら充電してください。

Ｑ.充電はどのくらいでできますか？
A.充電が全くない状態から約2～3時間程度です。

Ｑ.1日の使用目安を教えてください。
A.10～15吸引を1日に3回を目安にご使用ください。
1吸引は1秒間が目安です。あくまでも目安ですので、無
理のないよう、負担にならない程度に毎日継続してご使
用ください。

Ｑ.副流煙はありますか？
A.健康被害を与える副流煙はありません。

Ｑ.専用ビタミンカートリッジにニコチンは入ってい
ますか？
A.専用ビタミンカートリッジにはニコチンは入って
おりません。また、日本の食品衛生法に適合した食
品添加物以外は入っておりません。

Ｑ.吸引していると本体が熱くなるのを感じます。大
丈夫ですか？
A.熱を感じる部分は専用ビタミンカートリッジ側で
す。ニクロム線に電気を通すことによって、蒸気
（水蒸気を含む）を発生させており ます。
使用上、問題ありませんが10分以上の連続使用はお
避けください。

Ｑ.入浴中に使用しても問題ありませんか？
A.商品の特性上、防水加工ではありません。
故障の原因となりますので高温多湿の場所では使用
しないでください。
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〇本体化粧箱（1箱）
サイズ：縦185㎜×横150㎜×高さ60㎜ 重量：520ｇ
■本体ケース
①本体1本 ②専用ビタミンカートリッジ×3本 ※本体に1本装着済（3本で約1ヶ月分）
③USB充電コネクター
■水素発生促進剤1本（21㎖）
■専用水素カートリッジ30本（約2ヶ月分）（特許第5796150号）
専用ビタミンカートリッジ×3本（3本で約1ヶ月分）

■AC電源アダプター
■取扱説明書（保証書付）
■Ｍade in Japan

〇外装輸送段ボール（24箱入り）
サイズ：縦320㎜×横400㎜×高さ430㎜ 重量：約13.5㎏

本体セット

〇本体化粧箱（1箱）
サイズ：縦119㎜×横83㎜×高さ50㎜ 重量：128ｇ
■Sutte(スッテ)専用水素カートリッジ 30本入
■水素発生促進剤 1本入
■専用ビタミンカートリッジ 6本入

〇外装輸送段ボール（24箱入り）
サイズ：縦260㎜×横350㎜×高さ190㎜ 重量：約4.0㎏

セット定価: 18,600円（税別）

セット定価: 57,000円（税別）

交換用カートリッジ

インターネット掲載及び販売を禁止させていただいております 。

弊社、
（株）先進医療
研究所は障害福
祉発展のため、
障害者支援施設
にて一部の作業
を依頼しており
ます


