
安全上のご注意 製品の特長 製品仕様
必ずお守りください

正しくお使いください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお
守りいただくことを説明しています。 遊離残留塩素を低減し、健やかな髪と素肌づくりを

応援。手元で簡単に浄水と原水を切り替えられ、ま
た、水温を LEDの色でお知らせするので安心して
お使いいただけます。

目的の温度になるとLEDの色でお知らせします。

●本品は浴室専用です。他の用途には使用しな
いでください。
●熱湯（50℃以上）は通さないでください。

変形・変色・水漏れの原因になる場合があります。
●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。
●本体を落下させたり物をぶつけたり、衝撃を
加えないでください。
故障や水漏れの原因になる恐れがあります。
●養魚用、飲用としては使用しないでください。

塩素除去が不充分な場合は、魚が死ぬ恐れがあり
ます。
●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。
シンナー・ベンジン・漂白剤・洗剤等は本体の変形・
故障の原因になりますので使用しないでください。
●凍結させないでください。

本体及びカートリッジが破損する恐れがあります。
●使用中、肌に刺激を感じた場合は使用を中止
してください。

●はじめて使用するとき、カートリッジを交換したと
きは、浄水を1分以上流してからご使用ください。

●毎日使いはじめは、浄水を１０秒以上流してからご
使用ください。

●カートリッジは必ず定期的に交換してください。
使用限界月数を過ぎると浄水能力が低下します。

●シャワーをご使用になる場合は、温水温度をご確
認の上お使いください。

●浄水または原水に切替えた直後は、水量、温水温
度が変化する場合があります。

●水圧の高い場合は、水栓を絞ってお使いください。
水がきれいに出ない場合があります。

●水圧の低いところでは、温水温度が不安定になる
場合があります。

●水圧が低過ぎるとLEDが点灯しない場合があります。

繊維状活性炭
水道中に殺菌のため溶け込んでいる
遊離残留塩素を低減し、健やかな髪と
素肌づくりを応援。

LED発電ユニット
水流で発電、LEDが発光します。

原水・浄水切替レバー
手元で簡単に浄水と原水を切り替え
られます。
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材料の種類

ろ材・媒体の種類

遊離残留塩素低減能力

寿命設定流量

カートリッジ交換の目安

使用可能な最低動水圧

ABS樹脂、ポリアセタール、
ポリカーボネイト
活性炭
15,000L

（遊離残留塩素1ppmの場合0.5ppmまで）

8L/分
２ヶ月（約250L/日）
３ヶ月（約150L/日）

（水道の水質や地域によって異なります。）

0.085MPa

品 　 名
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10120-041432

本書はお買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合には本書
記載の無料修理を行うことをお約束するものです。

無料修理規定
１.取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障し
た場合には無料修理させていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合にはお買い上げの販売店に商品と

本書をご提示いただきお申し付けください。
②お買い上げの販売店に修理依頼出来ない場合は、直接下記の製

造販売元にご連絡ください。
２.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

①使用上の誤り及び不当な修理や改善による故障及び損傷
②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障

及び損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変などによる故障及び損傷
④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
⑤本書のご提示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あ

るいは字句を書き換えられた場合
３.本書は日本国内においてのみ有効です。
４.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

安心・安全

目的に合わせ水温管理

冷たい！ （約30℃以下）
冷水浴をされる場合等に。
心臓の弱い方・お年寄りの方・冷水浴を意図しない
方には、ご使用を控える合図となります。

お子様の水遊び、スポーツ後に。（約31℃～35℃）
体に負担の少ない温度なのでスポーツの後などに最
適です。

通常のシャワータイムに。（約36℃～41℃）
シャンプー時の頭皮や皮膚に優しい温度です。

熱めのシャワーに。（約42℃～45℃）
冬場など、ちょっと熱めのシャワーを浴びたい時に。
但し、熱めの場合もありますので、やけどにはご注
意ください。

熱い！ （約46℃以上）
赤色の点滅時は水温が非常に熱くなっているので危
険です。
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注意！

危険！
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爽やかミスティー
LED浄水シャワー

取 扱 説 明 書
保証書付き

爽やかミスティー 保証書
LED浄水シャワー

●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、
　正しくお使いください。
●この取扱説明書はいつでも見られるところに
　必ず保管してください。

水

流で
LEDが光る

高効率

発電
設計
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カートリッジの交換方法セット内容と各部名称 取付方法
そのまま取り付けられるタイプ 取り付けの際のご注意

アダプターを使用する場合

お使いになる前にセット内容をお確かめく
ださい。

今お使いのシャワー本体をホース
接合部から取り外してください。
あとは下記の通り簡単にセットで
きます。

浄水シャワーのホース接合部は、本体に対
して角度があります。

ネジが合わない場合は、付属の取付けアダプ
ターの中から、ネジの合うものを選び取付けて
ください。
（水道金具メーカー名を参考にしてください）
必ずネジ部にOリングをセットしてください。
（Oリングは1個のみ付属していますので、付け
替えてご使用ください）

取付けの際、上記のようにホースアダプ
ターの角度を固定しますと接合の際に本体
が振れますのでご注意ください。
ホース接合部とホースアダプターの接合の
際は、無理な力が加わらないよう軽く手で
回してください。
工具等を使用したり、無理な力が加わりま
すと、ネジ部の破損等が生じる場合があり
ます。

シャワー本体を回し
ホースに取り付けます。

カートリッジがお手元に届いたら、下記の手順で
交換してください。

シャワー口

シャワーヘッド

シャワーヘッド

新しいカートリッジ

ホースアダプター

ホース接合部
使用済みカートリッジ

LED発電ユニット

本体

原水・浄水
切替えレバー

ホース接合ネジ部

切替え部

【シャワー本体】

【取扱説明書】
本書です

【取り付けアダプターセット】

【カートリッジ】
シャワー本体に
セットされてます。

ホース接合部のネジが合わない
場合に使います。

シャワーヘッドを矢印の方向に回し取り外してく
ださい。

シャワーヘッドを矢印の方向に回しセットしてく
ださい。

本体にセットされている使用済みカートリッジを
取り外してください。

本体に新しいカートリッジを差し込みます。
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シャワーヘッド

・TOTO
・KAKUDAI
・SAN-EI
・INAX（バランス釜以外）

Ｏリングをセットする

M22×P2
KVK

M22×P1.5
ガスター

W23山14
MYM

M22×P2
KVK

M22×P1.5
ガスター

W23山14
MYM

①ホースに「取り付けアダプター」を取り付け
てから②シャワー本体を取り付けます。

■取り付ける前にシャワーホースに
傷やヒビ割れがないかご確認くだ
さい。
シャワーホースの破損の原因にな
ります。

注意

必ず実施

■シャワーヘッドの接続部分は、樹
脂製ですのでネジが合わない場合
は無理に回さないでください。
破損の原因になります。

注意

禁止

①②
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