
R2.8.21 R3.2.12 R3.3.12

アルキル水銀 R-Hg mg/ℓ <0.0005 検出されないこと。

総水銀 T-Hg mg/ℓ <0.0005 0.0005mg/ℓ 以下

カドミウム Cd mg/ℓ <0.003 0.01mg/ℓ 以下

鉛 Pb mg/ℓ <0.001 0.01mg/ℓ 以下

六価クロム Cr(Ⅵ) mg/ℓ <0.02 0.05mg/ℓ 以下

砒素 As mg/ℓ 0.002 0.01mg/ℓ 以下

全シアン CN mg/ℓ <0.1 検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル PCB mg/ℓ <0.0005 検出されないこと。

トリクロロエチレン mg/ℓ <0.001 0.03mg/ℓ 以下

テトラクロロエチレン mg/ℓ <0.001 0.01mg/ℓ 以下

ジクロロメタン mg/ℓ <0.002 0.02mg/ℓ 以下

四塩化炭素 mg/ℓ <0.0002 0.002mg/ℓ 以下

1,2-ジクロロエタン mg/ℓ <0.0004 0.004mg/ℓ 以下

1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ <0.01 0.1mg/ℓ 以下

1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ <0.004 0.04mg/ℓ 以下

1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ <0.1 1mg/ℓ 以下

1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ <0.0006 0.006mg/ℓ 以下

1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ <0.0002 0.002mg/ℓ 以下

チウラム mg/ℓ <0.0006 0.006mg/ℓ 以下

シマジン mg/ℓ <0.0003 0.003mg/ℓ 以下

チオベンカルブ mg/ℓ <0.002 0.02mg/ℓ 以下

ベンゼン mg/ℓ <0.001 0.01mg/ℓ 以下

セレン Se mg/ℓ <0.001 0.01mg/ℓ 以下

1,4-ジオキサン mg/ℓ <0.005 0.05mg/ℓ 以下

塩化ビニルモノマー mg/ℓ <0.0002 0.002mg/ℓ 以下

電気伝導率 Cond mS/m 92.2 87.8 84.3
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2020/821 R3.2.12 R3.3.12
アルキル水銀 R-Hg mg/ℓ ＜0.0005 検出されないこと。
総水銀 T-Hg mg/ℓ ＜0.0005 0.0005mg/ℓ 以下
カドミウム Cd mg/ℓ ＜0.0003 0.01mg/ℓ 以下
鉛 Pb mg/ℓ ＜0.001 0.01mg/ℓ 以下
六価クロム Cr(Ⅵ) mg/ℓ ＜0.02 0.05mg/ℓ 以下
砒素 As mg/ℓ ＜0.001 0.01mg/ℓ 以下
全シアン CN mg/ℓ ＜0.1 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル PCB mg/ℓ ＜0.0005 検出されないこと。
トリクロロエチレン mg/ℓ ＜0.001 0.03mg/ℓ 以下
テトラクロロエチレン mg/ℓ ＜0.001 0.01mg/ℓ 以下
ジクロロメタン mg/ℓ ＜0.002 0.02mg/ℓ 以下
四塩化炭素 mg/ℓ ＜0.0002 0.002mg/ℓ 以下
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ ＜0.0004 0.004mg/ℓ 以下
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ ＜0.01 0.1mg/ℓ 以下
1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ ＜0.004 0.04mg/ℓ 以下
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ ＜0.1 1mg/ℓ 以下
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ ＜0.0006 0.006mg/ℓ 以下
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ ＜0.0002 0.002mg/ℓ 以下
チウラム mg/ℓ ＜0.0006 0.006mg/ℓ 以下
シマジン mg/ℓ ＜0.0003 0.003mg/ℓ 以下
チオベンカルブ mg/ℓ ＜0.002 0.02mg/ℓ 以下
ベンゼン mg/ℓ ＜0.001 0.01mg/ℓ 以下
セレン Se mg/ℓ 0.002 0.01mg/ℓ 以下
1,4-ジオキサン mg/ℓ ＜0.005 0.05mg/ℓ 以下
塩化ビニルモノマー mg/ℓ ＜0.0002 0.002mg/ℓ 以下

電気伝導率 Cond mS/m 81.6 72.7 55.0

株式会社 東部開発　
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