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安全上のご注意
各部の名称
●本体正面
●本体背面
●水栓
付属品一覧
設置についてのご注意
ご使用上のお願い
タッチパネルの名称と働き
本体スイッチの名称と働き
取水の前に次のことを確認してください
湯水レバーの可動範囲について
水道水（湯水）の取水について
電解水素水の取水
酸性水の取水
浄水の取水
電解水素水pH濃度の測定方法
電解水素水pH濃度の調整方法
クロスラインについて
水栓ウォッシュシャワーヘッドの使用方法
浄水カートリッジの交換
お手入れの方法
故障かな？と思った時は
よくあるご質問（Q&A）
主な仕様
別売品・消耗品について
アフターサービスについて
浄水カートリッジのリサイクルについて
廃棄について
チェックリスト



本器は医療用物質生成器として認証（医療機器製造販売認
証番号：224AGBZX00024000）を受けております。
［使用目的、又は効果］は以下の通りです。

 ［使用目的、又は効果］
  胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水の生成。
  一般家庭で使用すること。
  胃腸症状の改善とは
   ● 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
   ● 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。



１日使用しなかったとき 約1分間

飲用にはpH9.5前後（pH9.0～pH10.0未満）をおすすめしますが、初めて飲用する方は電

解水素水の水素水pHレベル1で少量からお飲みください。



水の出口をふさがないでください。

ウォッシュシャワーヘッドを引き出し過ぎないでください。ホースが戻りにくくなったり損傷

し水漏れの原因となります。

ウォッシュシャワーヘッドやパイプ小の先端を水面に触れさせた状態で使用しないでくだ

さい。

ウォッシュシャワーホースをご使用の際、使い方によってはホースに水滴が大量に付着す

ることがあります。そのままシャワーホースを収納しますとシンクの下側に水滴が落ちる

ことがあります。定期的にシンクの下側に水滴が落ちていないかご確認ください。

当社指定の浄水カートリッジ以外は使用しないでください。（P.30）

ウォッシュシャワーヘッドに食器の残り物や洗剤などの汚れを付けないでください。ウォッ

シュシャワーヘッドの目詰まりや雑菌発生の原因となります。汚れが付いた場合は、速やか

に汚れを取り除き水を流してウォッシュシャワーヘッド内部を通水洗浄してください。
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●

●

●

●

●





タッチパネル

パイプ小

湯水レバー

整水ハンドル

取水パイプ

シャワーホース

ウォッシュ
シャワーヘッド

切替ツマミ

※ウォッシュシャワーヘッドは吐水口が下側に向くように取り付けます。

入水ホース
（黄テープ）

出水ホース
（青テープ）

電磁弁

締付け
ナット

水栓本体

シャワーホース

接続ユニット

クイックファスナー
保護キャップ付

パッキン
逆止弁付ジョイント

（2個）

専用カップ pH測定液 PH比色紙表

pH測定キット

クイックファスナー
保護キャップ付（2個）

工事説明書

添付文書

取扱説明書

保証書

取水パイプ
ウォッシュ
シャワーヘッド おもりストッパー

クイックファスナー
電磁弁用



 

■通水時間の目安

本器は、飲用に適した水（水道水など）をカートリッジで浄水化し、更に電気分解にて電解水を生成します。
電解水は、JIS T 2004（家庭用電解水生成器）に規定される性状となります。
本体内に滞留した電解水素水や浄水は、遊離残留塩素（カルキ）が取り除かれているため、一般細菌が増え
やすくなる場合があります。
ご使用の際には、下記の通り酸性水を通水してください。

毎日の使い始めや就寝前、６時間以上使用しない場合は、本体内部に残った水を入れ替え、およびカルシウ
ムの付着を抑制するため取水モードを酸性水に切り替え、通水してください。（タッチパネルの酸性水にタッ
チし、切り替えてください。）
通水時間の目安は以下の通りです。

●

●

●

生成水は、生成後なるべく早くご使用ください。また、電解水素水／浄水を保存する場合は、清潔なペットボ
トルなどの密閉容器に入れ冷蔵庫で保存し、2日以内に飲用してください。

●

通水後は、整水ハンドルを閉じ電解水素水、または
浄水に切り替え、飲用してください。（P.12）

※水の硬度が高い地域では、左表の通水の他に、
　就寝前に酸性水で30秒～1分間通水してください。
　カルシウムの目詰まりによる故障の防止になります。

※1ヶ月以上使用しなかったときは、カートリッジの
　交換をお勧めします。

毎日の使い始め

１日使用しなかったとき

２日以上使用しなかったとき

１週間使用しなかったとき

約20秒間

約１分間

約3分間

約５分間

約5秒間ご就寝前や６時間以上使用
しないとき

初めてご使用のとき、
またはカートリッジ交換時 約５分間





  

可動範囲65°

水側

湯側

全ての配管・ホース及び電源コードが正しく確実に

接続されているか確認してください。

全てのスイッチが正常に動作するか確認してください。

カートリッジが正しくセットされロックされているか

確認してください。

  可動範囲100°
湯側

水側

節湯C1タイプ

ノーマルタイプ



１日使用しなかったとき 約1分間

ご就寝前や６時間以上使用
しないとき 約5秒間

整水ハンドルを奥に回して開くと、本体に通水されます。

メロディが鳴り始めると安定した電解水素水が取水
できますので、水栓ウォッシュシャワーヘッドより取
水してください。

pH値はあくまでも目安であり、水質（地域・季節・水
温）や本器への通水量により変動があります。

ブザー音が鳴り始めると安定した酸性水が取水で
きますので、水栓ウォッシュシャワーヘッドより取水
してください。



水栓ウォッシュシャワーヘッドから水が出始めてか

ら2～3秒後から安定した浄水が取水できますので、

水栓ウォッシュシャワーヘッドより取水してください。

１日使用しなかったとき 約1分間

ご就寝前や６時間以上使用
しないとき 約5秒間

変色した電解水素水をPH比色紙表と比較し
てください｡PH比色紙表9.0～10.0の間の範囲
であることを確認してください。範囲外の場合
は、右の手順でpH濃度の調整をしてください。
測定に使用した水は､飲まないでください。

●

●

●

●

●

飲用範囲は電解水素水pH濃度がpH10未満のレ
ベルと浄水です。
pHは、水質（地域・季節・水温）や本器への通水
量により変動があります。電解水素水を飲用す
る時は、使用開始時および1ヵ月に1回以上､pH
の測定を行い、測定結果がpHの目安の範囲に
入っているか確認をしてください。
（pHの目安：P.16）
初めて飲用する方は、水素水レベル1で少量か
ら飲用してください。
pH測定液を目に入れたり、飲んだりしないでく
ださい。pH測定液は必ずふたをして、乳幼児の
手の届かない所に保管してください。また、火気
には近づけないでください。
カートリッジが新しいとき、一時的にpH濃度が
高くなることがありますが、異常ではありませ
ん。１週間前後でpHの確認をしてください。

pHが低いとき

測定結果がpH9.0～pH10.0未満の範囲内にならな
い場合、下記の手順で調整をしてください。但し、
pH10以上の水は直接飲用しないでください。

①タッチパネルの水素水をタッチし、水素水レベ
　ルを上げる。

水素水レベルは、

の順に切り替わります。

②整水ハンドルを閉じて
　いき、通水量を少なく
　すると、pH濃度が高く
　なりますので通水量を
　少なくしてください。

水素水レベル２

水素水レベル３

pHが高いとき

①水素水レベルをさげる。

水素水レベル２

水素水レベル１

（まだ低い）

整水ハンドル

閉

開



●ストレート

●シャワー

水栓ウォッシュシャワーヘッドの切替ツマミを回すこと

でストレートとシャワーに切り替えられます。切替ツマ

ミの凸形状を下側でストレート、左側でシャワー状態

になります。

※切替はカチッと音が鳴るまで回します。水量に関係

　なく、ストレートまたはシャワーに切り替わります。

※シャワーをご使用の際、水はねが多いと感じましたら、

　水量をしぼって使用してください。

水栓ウォッシュシャワーヘッドは引き出して使用できま

す。ウォッシュシャワーヘッド部を持ち、そのまま前方

向へゆっくりと引き出してください。約30cm程度まで引

き出せます。強く引き出すと戻らなくなりますので、ご

注意ください。戻らなくなった場合は、流し台の下から

シャワーホースを軽く下方向に引っ張ってください。

水栓ウォッシュシャワーヘッドの使用方法

●シャワーへの切替え

使用後はウォッシュシャワーヘッドの突起部をパイプ

上の溝にはめ込んでください。ウォッシュシャワー

ヘッドは吐水口を下に向けてパイプ側に押し込むと

『カチッ』と音がし収納完了です。

※『カチッ』と音がしても、パイプとウォッシュシャワー

　ヘッドに隙間がある場合は、締め付けが緩くなって

　いるか、または、差し込み不足が考えられますので、

　ご確認ください。（下図※印）

　締め付けが緩い場合は、袋ナットを締め付けてくださ

　い。差し込み不足の場合は、ホースの元までしっかり

　と差し込み、袋ナットを締め付けてください。

●シャワーホースの収納

●シャワーホースの引き出し

突起部ウォッシュ
シャワーヘッド

※隙間が無いか
　確認ください。

※袋ナットに緩み
　が無いか確認
　ください。

指示

●

●

●

●

●
　

ウォッシュシャワーヘッドを引き出し
すぎないでください。シャワーホース
が戻りにくくなったりホースの損傷に
より水漏れする可能性があります。
水栓取水パイプの開口部へ直接水
をかけないでください。シンク下へ水
漏れする可能性があります。
ウォッシュシャワーヘッドやホースを
水に浸けたまま放置しないでくださ
い。水が逆流する可能性があります。
水栓のタッチパネル部に直接、水ま
たはお湯をかけないでください。
シャワーホースをご使用の際は、使い
方によってはシャワーホースに水滴
が大量に付着することがあります。
そのまま収納されるとシンク下に水
滴が落ちることがあります。シンク下
に水滴が落ちていないか、定期的に
ご確認ください。

※ウォッシュシャワーヘッドは吐水口が下を向くように
　突起部を溝に合わせて収納します。

ウォッシュ
シャワーヘッド

溝

突起部

ホース

※ホース長さ約30cm程度
　まで引き出せます。

切替ツマミ
切替ツマミを時計回りに
カチッと音が鳴るまで回す
とシャワーに切り替わる。



●カートリッジ交換後、pH濃度の測定をしてからご
使用ください。（測定方法：P.19）
浄水カートリッジが新しいとき、一時的にpH濃度
が高くなることがありますが、異常ではありません。
１週間前後で、再度pHの確認をしてください。



シャワーホースを引き出し、ホース袋ナットをゆるめ
ウォッシュシャワーヘッドを前方向に引き、取り外
してください。

取り外したウォッシュシャワーヘッドのキャップを
図の矢印方向に回して取り外し、ストレーナーなど
をブラシで水洗いしゴミや水あかを取り除いてく
ださい。

食器等についた汚れや洗剤などがウォッシュシャワー

ヘッドの先端についた場合は外側の汚れを取り除き、

約2～3分通水して内部の洗浄をしてください。この

時、シャワーにも切替えて通水してください。

ウォッシュシャワーヘッドはキャップを取り外した
状態のまま両側からぬるま湯ですすぎ洗いし、ゴ
ミや水あかを取り除いてください。また、シャワー
の出が悪い場合は、シャワー部のゴム状になって
いる突起部を指でなぞって掃除してください。

※お手入れ後は、外した逆の手順で組み立ててください。

ホース袋ナット
ウォッシュ
シャワーヘッド

パッキン

ストレーナ

キャップ

両方からぬるま湯をくぐらせる

指でなぞる



水（お湯）が出ない、
水の出方が悪い

断水や凍結していませんか？

止水栓が閉じていませんか？

ウォッシュシャワーヘッドが詰まっていませんか？

水圧が低過ぎませんか？

水が出るまでお待ちください。

止水栓を開けてください。

掃除をしてください。（P.24）

当社にご相談ください。

整水ハンドルを止
水しても水がすぐ
に止まらない

本器の構造上、止水後しばらく（水圧が下が
るまで）水栓より水が出ることがあります。

長時間、水が止まらない場合はパッキン等の
劣化が考えられます。

故障ではありません。

止水栓を閉め、当社にご相談ください。

整水が出ない、水の
出方が悪い

断水や凍結していませんか？

止水栓が閉じていませんか？

ウォッシュシャワーヘッドが詰まっていませんか？

トレーに水が溜まっていませんか？

水が出るまでお待ちください。

止水栓を開けてください。

定期的に掃除をしてください。
（P.24）

本体からの水漏れが考えられます。
止水栓を閉め、当社にご相談ください。

高温のお湯しか出
ない

水側の止水栓が閉まっていませんか？ 水側の止水栓を開けてください。

ウォッシュシャワー
ヘッドから出る水が
飛び散る

シャワーの場合は多少飛び散ります。

ウォッシュシャワーヘッドが詰まっていませんか？

故障ではありません。水量調整して
使用してください。　

定期的に掃除をしてください。（P.24）

水栓や配管部から
水漏れする

接続部の緩みやパッキンなどの劣化が考え
られます。

止水栓を閉め、当社にご相談ください。

シャワーホースが引
き出しにくい

シンク下のシャワーホースに物が引っ掛か
っていることが考えられます。

シャワー、ストレート取
水の切替ができない

シンク下のシャワーホースを確認して
ください。

取水した水に異物
が混じる

ウォッシュシャワーヘッドが汚れていませ
んか？

定期的に掃除をしてください。
（P.24）

切替ツマミを確実にカッチと音が鳴るまで
回して切り替えてください。（P.21）

故障ではありません。

低温のお湯しか出
ない

湯側の止水栓が閉まっていませんか？

給湯器から十分なお湯が出来ていません。

湯側の止水栓を開けてください。

給湯器の設定温度、作動を確認し　
てください。

温度調整がうまく
できない

水側、湯側の止水栓が閉まっていませんか？

給湯器から十分なお湯が出来ていません。

ウォッシュシャワーヘッドが詰まっていませんか？

水側、湯側の止水栓で流量を調整　
してください。

給湯器の設定温度、作動を確認し　
てください。

掃除をしてください。（P.24）

湯水レバーを止水し
ても水が止まらな

ウォッシュシャワーヘッドの残水です。

開閉弁の故障が考えられます。

故障ではありません。

止水栓を閉め、当社にご相談ください。



電解水素水pH濃度の調整方法の手順で調整をしてください。
（調整方法 ： P.19）



 

●浄水カートリッジ

●ウォッシュシャワーヘッド

●pH測定キット



□この取扱説明書をきちんと読みましたか。

□アース線を正しく接続しましたか。（別紙「工事説明書」参照）

□本器に通水するのにふさわしい水かどうか確認しましたか。（P.10）

□電源プラグは正しく差し込まれていますか。

□表示された電源電圧（AC100Ｖ）で使用していますか。

□電源コードが折れ曲がったり、傷ついたりしていませんか。

□タコ足配線はしていませんか。

□ガタついたコンセントを使用していませんか。

□電源コードをステープル等で固定していませんか。

□シャワーホースや配管などが、シンク下内部の引き出しや収納物などと干渉していませんか。

□本体の配置にふさわしい場所に設置しましたか。（P.3）

□ホースが折れ曲がったり、ねじれたりしていませんか。

□「取水の前に」の注意事項をきちんと読みましたか。（P.15）

□水栓の使用方法はわかりましたか。（P.21）

□水栓ウォッシュシャワーヘッドを使用するにあたっての注意事項をきちんと読みましたか。（P.21、P.24）

□本体を誤って水中に落としたときの対処方法はわかりましたか。（P.1「安全上のご注意」）

□電解水素水を飲用するにあたっての注意事項をきちんと読みましたか。（P.16）

□酸性水を使用するにあたっての注意事項をきちんと読みましたか。（P.17）

□浄水を飲用するにあたっての注意事項をきちんと読みましたか。（P.18）

□電解水素水の保存方法はわかりましたか。（P.2）

□電解水素水pH濃度調整をきちんとしましたか。（P.19）


	ｸﾞﾗｼｱwash_表1_表4
	ｸﾞﾗｼｱwash_00_01
	ｸﾞﾗｼｱwash_02_03
	ｸﾞﾗｼｱwash_04_05
	ｸﾞﾗｼｱwash_06_07
	ｸﾞﾗｼｱwash_08_09
	ｸﾞﾗｼｱwash_10_11
	ｸﾞﾗｼｱwash_12_13
	ｸﾞﾗｼｱwash_14_15
	ｸﾞﾗｼｱwash_16_17
	ｸﾞﾗｼｱwash_18_19
	ｸﾞﾗｼｱwash_20_21
	ｸﾞﾗｼｱwash_22_23
	ｸﾞﾗｼｱwash_24_25
	ｸﾞﾗｼｱwash_26_27
	ｸﾞﾗｼｱwash_28_29
	ｸﾞﾗｼｱwash_30_31
	ｸﾞﾗｼｱwash_32_33

