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熱湯は流さないでください。

元止め式温水器
（瞬間湯沸器）には
接続しないでください。

養魚業などには使用しないで
ください。

本体のお手入れの際には、
柔らかい布で水洗いして
ください。
本体に熱湯は
かけないでください。

火気の近くでは使用しないで
ください。

本体に物をぶつけたり
衝撃を加えないで
ください。

水栓にガタつきがある場合は、
水栓に負荷がかかり取付部や水栓、
水栓の部品を壊す恐れがあります。
また蛇口の先端にプラスチック部品（断
熱キャップ）がついている場合、断熱
キャップに負荷がかかり、取付部より水
漏れが発生したり断熱キャップが破損
する事があります。

変形、故障の原因になる恐れがあります。

変形、変色、故障の原因になる
恐れがあります。

浄水能力が低下している場合は、
魚が死ぬ恐れがあります。

シンナー・ベンジン・漂白剤・
洗剤等は本体の変色・変形・
故障の原因となりますので、
使用しないでください。

故障や水漏れの原因になる
恐れがあります。

本体およびカートリッジは
分解しないで
ください。
故障の原因になる恐れが
あります。

※水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起
因する水漏れにつきましては保証対象外と
させていただきますのであらかじめご了承ください。
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■水道水の飲用基準に適合した水をご使用ください。
■ろ材の取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
■浄水を汲み置きする場合は、冷蔵庫に入れ、なるべく当日中にお使いください。浄水は
消毒用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が繁殖する場合があります。
■毎日の使い始めは、浄水を１０秒以上流してからご使用ください。
■２日以上使用しなかった場合は、浄水を２分以上流してからご使用ください。
■熱湯は流さないでください。
■温水混合栓に取り付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなったり、水温が安定しない
場合があります。
■水に溶け込んでいる塩分、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。また硬水を軟
水に変えることはできません。
■凍結の恐れがある場所で長時間使用しないときは、カートリッジを抜いてください。
■ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。

使用上のご注意
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シャワー
フィルター

原水シャワー

カートリッジカバー

ブラケットカバー

カートリッジ

本体

取付金具メス

ブラケット

疑似蛇口

専用アダプターレンチ
ナット

※取付時は不要となります。

切替レバー

シャワーカバー

浄水切替ユニット

パッキン（大）
パッキン（小）

切替表示窓

ネジ

ハンガー
蛇口パッキンパッキンが付いていることを

必ずご確認ください。

〔ご注意〕

※「取付金具メス」を締める時
　に使用します。

お使いになる前に内容をお確かめください。

セット内容と各部の名称

本体…………………………１個
カートリッジ………………１個
取付金具メス………………１個
取扱説明書…………………１冊
ブラケットカバー…………１個
専用アダプターレンチ……１個
シャワーフィルター
（原水側セット済）……………１枚
シャワーフィルター（予備）１枚

注意
ご要望により、無料にてお届け
する浄水器には、カートリッジ、
取付金具メス、専用アダプターレ
ンチは同梱されておりません。



6

取り付ける前に

アダプターは取付金具メスのみ同梱されております。サイズが合わない場合には、お問い合わせください。

これらの水栓でも、パイプの交換により、取り付け
られる場合もあります。

取り付け可能な水栓
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取付完成図

蛇口本体や台座の部分、ハンドルなどに蛇口のメーカーが刻印などで表示してあります。
泡沫キャップのネジのサイズがメーカーや品番で異なりますので確認しておくと便利です。

「疑似蛇口」は、実際の蛇口に取
り付けられた状態を表すために取
り付けられています。

ブラケット

ブラケット
カバー

疑似蛇口

疑似蛇口
※取付時は不要となります。
疑似蛇口はブラケットから
取り外したら処分してくだ
さい。

水栓蛇口のメーカーを確認

「疑似蛇口」を外すことにより取り
付けの構造がわかり、スムーズに
取り付け作業が行なえます。
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丸型蛇口の場合は10Pをご覧ください。

蛇口の先端に付いている泡沫キャップを回して外
してください。
断熱キャップがプラスチック製の場合、ひび割れがな
いか確認してください。ひび割れしている場合は、断熱
キャップを取り替えてから浄水器を取付けてください。

1

3 4

5 6

泡沫キャップの代わりに取付金具を付けます。
付属の取付金具メスが合わない場合は、P15のフリー
ダイヤルにお問い合わせください。

カートリッジカバーと
カートリッジ、原水シャワーを外してください。 ブラケットカバーを疑似蛇口から外してください。

取付金具にブラケットカバーを通し裏返します。
シャワーカバーを「ゆるむ」方向に回してブラケット
を外してください。

断熱キャップ

泡沫キャップ

パッキンの
有無を確認

取付方法（泡沫水栓の場合）

カートリッジ

カートリッジ
カバー

原水シャワー

ブラケット
カバー

ブラケット

疑似蛇口

「ゆるむ」方向に回すと
ハンガー部が上がって
ブラケットが外れます。

シャワー
カバー

ブラケット

疑似蛇口

ハンガー

2
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ゴ
ミ
箱

ブラケット

ネジ
裏返しの
ブラケット
カバー

7 8

9 10

11 12

外した疑似蛇口は処分してください。

本体のハンガー部をブラケットのツメに引っ掛けて
ください。
先に奥側のハンガーを、次に手前のハンガーをブラケッ
トに引っ掛けるとセットしやすいです。

引っ掛けたハンガーを押さえながらシャワーカバー
を「しまる」方向に回してください。
「しまる」方向に回すとハンガー部が下がり、蛇口と固定
されます。

ブラケットカバーをか
ぶせ（裏返しを戻し）、
カートリッジをビニー
ルから出して、色がつ
いている方を上にして
セットし、カートリッジ
カバーと原水シャワー
を締めて完成です。

ブラケットのネジを指でゆるめて疑似蛇口を外し
てください。
注意　完全にネジを抜き取らないでください。

ネジをゆるめたブラケット

疑似蛇口

ネジをゆるめたブラケットを取付金具にはさみ込
み、ネジを指で締めてください。
ブラケットの向きに注意！
ブラケットは図のような向きでセットし、ネジを締めてく
ださい。※ツメの向きに注意

完成

ブラケット

疑似蛇口

奥の
ハンガーを先に

掛ける

奥のハンガー

シャワーカバー

指で
押さえる

しまる

ツメ

ツメ

浄水器の取付方法は動画でもご覧いただけます。
スマートフォンまたはタブレットで左のQRコードからアクセスしてください。
泡沫水栓の場合 ※お客様の通信環境によっては通信料が発生する場合がございます。

※端末の機種によってはご覧いただけない場合もございます。ご了承ください。
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ブラケットを蛇口の先にはさみ込み、ネジを指で締
めてください。
ブラケットの向きに注意！
ブラケットは図のような向きでセットし、ネジを締めてくだ
さい。※ツメの向きに注意

「ゆるむ」方向に回すと
ハンガー部が上がって
ブラケットが外れます。

シャワー
カバー

ブラケット

疑似蛇口

ハンガー

カートリッジカバーと
カートリッジ、原水シャワーを外してください。

カートリッジ

カートリッジ
カバー

原水シャワー

1

3 4

5 6

泡沫水栓の場合は8Pをご覧ください。

取付方法（丸型蛇口の場合）

2

ブラケットカバーを疑似蛇口から外し、
蛇口にブラケットカバーを通してください。

ブラケット
カバー ブラケット

カバー

疑似蛇口

ブラケットのネジを指でゆるめて疑似蛇口を外し
てください。
注意　完全にネジを抜き取らないでください。

ブラケット

疑似蛇口

蛇口

蛇口とブラケットの
位置関係

奥の
ハンガーを先に

掛ける

奥のハンガー

ツメ

ツメ

本体のハンガー部をブラケットのツメに引っ掛けて
ください。
先に奥側のハンガーを、次に手前のハンガーをブラケッ
トに引っ掛けるとセットしやすいです。

ネジ
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引っ掛けたハンガーを押さえながらシャワーカバー
を「しまる」方向に回してください。
「しまる」方向に回すとハンガー部が下がり、蛇口と固定
されます。

シャワーカバー

指で
押さえる

しまる

７ ８

ブラケットカバーをか
ぶせ、カートリッジを
ビニールから出して、
色がついている方を
上にしてセットし、カー
トリッジカバーと原水
シャワーを締めて完
成です。

完成

浄水切替ユニットの利用方法
各部の名称

取外し方法 取付方法

ストレートと
シャワーの切替方法
切替ツマミを前から見て
右方向に動かすとストレート、
左方向に動かすとシャワーに
切替られます。

浄水器を軽くおさえ
①原水シャワーを
　取り外してから
②浄水切替ユニットを
　浄水口に差し込み
　右方向に回して取り付けます。

浄水器を軽くおさえ
①原水シャワーを
　取り外してから
②浄水切替ユニットを
　左方向に回すと
　取り外すことができます。

ネジ部
パッキン

本体

シャワー部切替ツマミ
切替ツマミ

原水シャワー

浄水口

シャワー

ストレート※パッキンは紛失しやすいのでご注意ください。

しまる
①

②

原水シャワー
ゆるむ

①

②

※パッキンは紛失しやすいので
　ご注意ください。

浄水器の取付方法は動画でもご覧いただけます。
スマートフォンまたはタブレットで左のQRコードからアクセスしてください。
丸型蛇口の場合 ※お客様の通信環境によっては通信料が発生する場合がございます。

※端末の機種によってはご覧いただけない場合もございます。ご了承ください。
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原水側はシャワー
のみです。
切替レバーを立て
ます。

切替ツマミ

浄水は、切替ツマミを動かすとストレート水流とシャワー水流に切り替えできます。
用途に合わせてお使いください。

切替ツマミ
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ゆるむ
ゆるむ

しまる

原水シャワー

シャワーフィルター
リングパッキン

しまる

原水シャワー
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（P5参照）

カートリッジを交換してください。

カートリッジを交換してください。

シャワーカバーをしまるの方向に
回してください。

蛇口と浄水器の接続部に蛇口パッ
キンがしっかり付いていますか？

蛇口パッキンをしっかりセットして
ください。

蛇口パッキンの表裏を入れ替えて
ください。両面傷がある場合は交
換する必要があります。

※水圧が低い場合、使い始めより水量が
　少ないことがあります。

※水圧が低い場合、使い始めより水量が
　少ないことがあります。

シャワーフィルターが汚れて
いませんか？

シャワーフィルターを取り出し、
洗ってください。

蛇口パッキンが傷ついていませんか？

シャワーカバーがゆるんで
いませんか？

本体がグラグラして
いませんか？

原水側シャワーを
外し、片手で本体を押
さえ、シャワーカバー
のみ回してください。
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材料の種類 ABS 樹脂、ポリプロピレン

ろ材の種類 活性炭、不織布

ろ過流量 2.0L ／分

使用可能な最小動水圧 0.1Mpa

ろ材の交換時期の目安

約１ヵ月（66L/ 日 使用した場合）

約２ヵ月（33L/ 日 使用した場合）

約３ヵ月（22L/ 日 使用した場合）

浄水能力

遊離残留塩素 総ろ過水量　2,000L （除去率 80％、JIS S 3201試験結果）

溶解性鉛 総ろ過水量　2,000L （除去率 80％、JIS S 3201試験結果）

CAT（農薬） 総ろ過水量　2,000L （除去率 80％、JIS S 3201試験結果）

2-MIB（カビ臭） 総ろ過水量　2,000L （除去率 80％、JIS S 3201試験結果）

テトラクロロエチレン 総ろ過水量　2,000L （除去率 80％、JIS S 3201試験結果）

トリクロロエチレン 総ろ過水量　2,000L （除去率 80％、JIS S 3201試験結果）

仕様・能力

〒380-0901 長野県長野市居町43-1

☎026-259-3101

仕様

浄水器の取付方法は動画でもご覧いただけます。
スマートフォンまたはタブレットで下のQRコードからアクセスしてください。
泡沫水栓の場合 丸型蛇口の場合

※お客様の通信環境によっては通信料が発生する場合がございます。
※端末の機種によってはご覧いただけない場合もございます。ご了承ください。
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