
● 内容物（本体／付属品）

内蔵浄水カートリッジ組付図

本体上部組付図

浄水シャワーⓇ  

活性炭カートリッジに代わる「次世代浄水カートリッジ」

中面に取り付け方法、ご使用方法、お手入れ方法、メンテナンス方法、裏面に組付図が記載してあります。

コールセンター

0120-067-789 9：00A.M.～5：00P.M.

水を極める、水の中で働く電池の販売

（＋）電極
（ステンレス鋼板プラチナ仕様）

（＋）電極
（ステンレス鋼板プラチナ仕様）

Oリング（ゴム製）

ビスネジ

ビスネジ

ブッシュ

ブッシュ

整流板

ゴムパッキン

シャワーキャップ

金網

（＋）電極
（ステンレスケース）

（－）電極
（亜鉛・マグネシウム合金）

本体上部

本体下部

浄水
カートリッジ

位置は必ず凸部が
キャップの外側

になるようにセット

先端部

底部

★地域によってはまれに内側
に白い膜ができるので取り
除いてください。

★地域によってはまれに内側
に白い膜ができるので取り除い
てください。

★年2回程度酸化膜を取り除い
てください。

★カルシウムの固まり
などがたまったら洗浄
してください。

シャワーマッサージ
切替スイッチ

シャワーキャップ

整流板
ゴムパッキン

金網

Oリング
（ゴム製）

SHW（PRM）  190319

商品仕様・形状、商品価格等は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Oリング（ゴム製）

定流量弁
コアー

マッサージや
浴室・浴槽のお掃除、

タイル目の洗浄、
カビ落しに

シャワーを
浴びる時に

2タイプの水流を
ご使用いただけます

組 付 図

★ブッシュと（－）電極が固く
締まっている場合は無理に取
り外さないでください。

間
隔
保
持
部
材

（
絶
縁
体
）

● 品名：Hybrid浄水シャワー
● 電池の形態（使用材料）：

（＋）電極（ステンレスケース）：ステンレス鋼
（鋼板）：ステンレス鋼（プラチナ仕様）

（－）電極：亜鉛・マグネシウム合金
ビス：合成樹脂（PP、又はPOM）

● 材料の種類：樹脂部：ABS樹脂、ポリアセタール
ゴム：EPDM

● 用途：家庭用浄水器
● メンテナンスの目安：年2回程度

品質表示

スコッチブライト／2枚Hybrid浄水シャワー
ビスネジ／2本（交換用）

割れた場合にご使用ください。

ブッシュ／2本（交換用）
紛失した場合にご使用ください。

アダプター／3種類

※購入時から
　ネジ部に
　Oリング（白）が
　付いています。

購入時、内蔵の
浄水カートリッジ内部に
ビニールのクッション材が
入っています。
ご使用の際は必ず
取り除いてください。

※MYM、ガスター専用は
　ネジ部にOリングが
　付いています。

M GK！

プレミアム

Oリング（黒い輪ゴム）、ビスネジは無償にて交換させていただきます。

保証期間 お買い上げより2年間

（－）電極（亜鉛・マグネシウム合金）はメンテナンスを怠らず、キチンと使用していただければ、10年以
上（常温の水のみご使用の場合）使用できますが、メンテナンスを怠るなど、管理が不充分で、その効果
に不安を感じられたなら、（－）電極のみの取替（有償）もできます。また、紛失部品等の注文も承ってお
ります。（（＋）電極（ステンレス鋼板プラチナ仕様）は有償。）気軽にコールセンターまでお電話ください。

【次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること】
①本人または家族がアレルギー体質の人。
※上記、医師または薬剤師に相談し使用許可を得られた方で特に皮膚に疾患のある方は、（－）電極の酸化膜を取り除く

メンテナンスを2ヶ月に1回程度の目安で行っていただくと、よりHybrid浄水シャワーの効果を感じていただけます。

【次の場合は使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください】
①使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位＝皮ふ　　　症状＝発疹・発赤・かゆみ

使用上のご注意！
【ご購入時にご確認ください】
●Hybrid浄水シャワーは、ほとんどのメーカーの水栓に取り付け可能です。シャワーホース接続部のネジタイプに

よっては一部取り付けられない場合もあります。取り付けできない場合はコールセンターまでご連絡ください。
●商品の箱にスコッチブライト（茶色のナイロン不織布たわし）、アダプター（3種類）、交換用ビスネジ、ブッシュが

入っているかご確認ください。

【ご使用時にご注意ください】
●購入時、Hybrid浄水シャワーに内蔵されている浄水カートリッジのステンレスケース内部にはビニールのクッ

ション材が入っています。ご使用前に必ず取り除いてください。
●3日から1週間で徐々に酸化膜が取り除かれることで効果が得られます。（水質、水温により時間差があります。）
●シャワーヘッドを取り換え直後、水流・水圧の変化で蛇口や配管などの部材の片隅に沈殿していた固形物が流れ

出ることがあります。ご使用中のシャワーヘッドを外し、Hybrid浄水シャワーを取り付ける前に、蛇口を全開に
したり止めたりを2～3回繰り返してください。（中面参照）

●Hybrid浄水シャワーは従来のシャワーヘッドと比べて重いので、落下させると樹脂製のネジを損傷させる恐れ
があります。Hybrid浄水シャワーがしっかり取り付けられるまで、落さないように両手で取り付けてください。

●給湯温度は50℃以上でのご使用は避けてください。
●井戸水にご使用の場合は、水質が変化する恐れもあることから、使用前の水質検査及び年1～2回一般細菌・大腸

菌の検査をおすすめします。
●長期間（おおむね1ヶ月以上）蛇口をお使いにならない場合、カートリッジを取り外し、水を切って乾燥させて

保管いただきますようお願いいたします。
●日のあたるところに置かないでください。変形・変色するおそれがあります。
●Hybrid浄水シャワーの交換・取り付けは、現在ご使用のシャワーと同じ仕様で取り付けてください。（中面参照）
●シャワーヘッドから浄水カートリッジを取り出すとき、まれに浄水カートリッジの先端部がシャワーヘッドに残っ

て取れなくなることがあります。浄水カートリッジを組み付けるときは先端部がゆるまないようにしっかり締め付
けてください。先端部がシャワーヘッドに残って取れなくなったときは洗剤等を付けて取り外してください。

●電池のメンテナンスは年2回程度、必ず行ってください。（中面参照）
●電池のメンテナンス時に、ブッシュと（－）電極が固く締まっている場合は無理に取り外さないでください。
●飲用に用いる場合は吐水量を1/3程度にしぼってご使用ください。

●水道水中の炭酸カルシウム（石灰）が地域によっては多く含まれているため、（＋）電極の鋼板やステンレスケー
スの内側に、まれに白い膜が形成されることがあります。この白い膜を取り除かずそのまま放置すると固形化
して取り除きにくくなり電池作用が劣り効果が半減しますので、年2回程度ご確認いただき取り除いてくださ
い。白い膜は、水5：クエン酸1～2の割合で作った溶液に10～15分程度浸漬することで取り除くことができ
ます。（中面参照）
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ネジタイプが合わない
場合はアダプターを使
用してください。

戻す

洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等のご使用はプラスチックを傷め、製品の破損や故障の原因となることがあります。
製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。

年2回程度、（－）電極の酸化膜を取り除いてください。

（－）電極を濡れたままの状態で組み付けてステンレスケース内に戻し、先端部をゆ
るまないようにしっかり締め付けてください。

21

シャワーヘッドを回し
ながら締めてください。
※工具を使用して強く

締めすぎると破損の
恐れがありますので、
締めすぎないでくだ
さい。

5

6

上記のメンテナンスを定期的に行い酸化膜を取り除くことで、新品時の効果が得られます。
（※酸化膜を取り除かずに長期使用をしますと効果の半減、電池作用の劣化を招きますのでメンテナンスは必ず行ってください。）

5

1

※落さないように両手で取り付けてください。
※ネジ部にOリングが付いているか確認してください。
※シャワーホース接続部のネジのタイプによっては一部

取り付けられないものがあります。

Hybrid浄水シャワーを取り付けます。
（適合表参照）

4

今ご使用中のシャワー
ヘッドを取り外します。
※シャワーヘッドが緩み

にくい場合は、ゴム手
袋や滑り止め付き軍手
を付けると緩めやすく
なります。

●KVK
●MYM
●ガスター

取り付け方法

メンテナンス方法

お手入れ方法

適合表

シャワー
ホース

KVK

タカギ
TOTO

LIXIL（INAX）
SAN-EI
KAKUDAI

G1/2
（呼び13）
管用ネジ

W23山14
オネジ

Oリング★ Oリング★

MYM

G1/2
（呼び13）
管用ネジ

M22×1.5
オネジ

ガスター

G1/2
（呼び13）
管用ネジ

M22×2
オネジ

★MYM、ガスター専用アダプ
ターは水漏れする場合があるの
で、ネジ部にOリングを付けて
ご使用ください。（Oリングは購
入時からアダプターのネジ部に
取り付けてありますので、取ら
ないでご使用ください。）

※KVK専用アダプターはOリング
をご使用いただく必要はありま
せん。

※一部シャワーホースで取り付け
できない場合があります。取り
付けできない場合はコールセン
ターまでご連絡ください。

Hybrid浄水シャワー

ネジ部

Oリング

Oリング

浄水カートリッジを
Hybrid浄水シャワー
の本体に戻して完了
です。

シャワーヘッド本体上部の中心にある
金網にカルシウムの固まりなどがたま
りますので、（＋）（－）電極、ステンレ
スケースと一緒に洗浄してください。
※Hybrid浄水カートリッジは、カルシ

ウムの固形物が形成されることはあ
りませんが、温水器やボイラーの配
管内に付着したカルシウムが欠けて
流れ出た固形物がたまります。

K
アダプター不要

適合アダプター
（MYM、ガスター）

スコッチブライト

（－）電極は表面に
残 っ た 酸 化 膜 を ス
コッチブライトで軽
く取り除き水で洗い
流してください。

（＋）電極の鋼板とス
テンレスケースはす
すぐように水で洗い
流してください。
※内側に白い膜が

残っていないか
必ず確認してく
ださい。

★Hybrid浄水シャワーは流水を止めてもすぐに水が止まらないことがあります。これは先端部に装着されている定
流量弁コアーの関係でシャワーホース内に圧力がかかり、ホースが膨張して容積が大きくなることで起きる現象
で故障ではありません。しばらくするとおさまります。

M G

Hybr id浄水シャワー本体上部を取り外し、
シャワーヘッドに付いている浄水カートリッジ
を左回り（時計回り）に回しながら取り出してく
ださい。

ご使用中の
シャワーホース

Hybrid
浄水シャワー

Oリング
※Oリングは
　購入時から
　ネジ部に
　付いています。

各メーカー専用
仕様アダプター
※MYM、ガスター
　専用アダプター
　はネジ部に
　Oリングが
　付いています。

※取り換え直後は水流・水圧が変化
することで蛇口や配管などの部材
の片隅に沈殿していた固形物が流
れ出ることがよくありますので、
Hybrid浄水シャワーを取り付け
る前に必ず取り除いてください。

蛇口を全開にし
たり止めたりを
2～3回繰り返
し、ホースの中
の沈殿した固形
物を取り除いて
ください。

2

3

③で溶液に浸け置きした（－）電極と、（＋）電極の鋼板、ステンレスケースを水で洗
い流してください。

4

ネジ式になっています
本体

（ステンレスケース）
（－）電極

（亜鉛・マグネシウム合金）

取り出す

（＋）電極
（ステンレス鋼板 　
　 プラチナ仕様）

（＋）電極
（ステンレス鋼板 　
　 プラチナ仕様）

先端部

ブッシュ

（＋）（－）電極のビスネジを外される
時は、ネジの凹部にドライバーの凸部
を正確に合わせて回さないと、ネジの
凹部がカケて壊れる恐れがありますの
で、慎重に合わせて回してください。

Hybrid浄水カートリッジを分解し、中にある（－）
電極を取り出してください。
※先の部分がネジ式になっており、回すと取り外せます。
※取り出した部品は無くさないようにご注意ください。
※（＋）電極は落下すると変形する恐れがあるのでご注意

ください。
※ブッシュと（－）電極が固く締まっ

ている場合は無理に取り外さない
でください。

3

Hybrid浄水シャワーに内蔵され
ている浄水カートリッジの先端
部を外し、ステンレスケースの
中からビニールのクッション材
を取り除いてください。

取り出す

白い膜は（－）電極
周りに発生します。

地域によっては（＋）電極の鋼
板やステンレスケースの内側に、
まれに白い膜が形成されること
があります。この白い膜は水
5：クエン酸1～2の割合で作っ
た溶液に浸漬することで取り除
くことができます。そのまま放
置すると固形化して取り除きに
くくなるので、浸け置き後ステ
ンレスケース内側を覗き、白い
膜が全て取れているか必ずご確
認ください。

（－）電極と、（＋）電極の鋼板、ステンレスケースを、水5：クエン酸1～2の割合で
作った溶液に10～15分程度浸け置きしてください。

※（－）電極と、（＋）電極の鋼板は溶液
に全てひたるようにしてください。

※ステンレスケースに溶液を入れる時
は、ネジ部の下あたりまで入れてくだ
さい。（白い膜が発生している時、白
い膜が全てがひたるように溶液を入れ
てください。）

※ブッシュと（－）電極が取り外せな
かった場合、ブッシュが付いたままの
状態で溶液に浸け置きしてください。

※ガラス製の容器は破損する恐れがあ
るので絶対に使用しないでください。 水5：クエン酸1～2溶液

ネジ部の下
まで入れる

全てひたる
まで入れる

目安

目安

上記の作業をしていただいても改善されないときや、ご自分で作業することが難しい場合は、
水道工事業者に点検・修理をご依頼ください。

水の出が悪くなったとき、詰まったときは

水がなかなか止まらないときは

蛇口のフィルターを
掃除しましょう。

蛇口のフィルターにゴミがた
まっていたら掃除してくださ
い。蛇口の種類で掃除方法が
違いますので、蛇口の説明書
を確認して掃除してください。

蛇口元ネジ（クランク）の止水弁を調整しましょう。
蛇口の止水弁（水の勢いを調整するバルブ）をマイナス
ドライバーで半回転して水の勢いを計ってください。

※止水弁を半回転させても勢いが変わらなければ、
それ以上は危険ですので絶対に回さないでくだ
さい。それ以上回すとシャワー使用中に外れて
熱湯が噴き出す恐れがあり大変危険です。

※止水栓がない蛇口もありますので、蛇口の説明
書をご確認ください。

※水圧は地域によって違います。

手順❷ 手順❸直らなければ直らなければ

フィルター掃除は3～5年に
1回程度行いましょう

閉まる

開ける

右に回すと閉まり、
左に回すと開きます。
開ける方向に回らなければ
全開の状態です。

シャワーヘッドの
金網を
掃除しましょう。

シャワーヘッド上部の
中心にある金網にカル
シウムの固まりなどが
たまっていたら金網を
掃除して取り除いてく
ださい。（メンテナン
ス方法④参照）

手順❶
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