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19-01  ZB10010860

浄水シャワーヘッド
取扱説明書・取り付け説明書TCJCSW1

■	取り付け前・ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しく取り付け・ご使用ください。
	 この説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

安全上のご注意
●ここに示した	 警告 	は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。

●ここに示した	 注意 	は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。

	 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、して
はいけない｢禁止｣の
内容です

この絵表示は、
｢分解禁止｣の内容で
す

この絵表示は、必ず
実行していただく
｢強制｣の内容です

やけど、漏水を
した場合の処置

やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてくだ
さい。そして専門の医師の診察を受けてください。

漏　水 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。
ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。
そして専門の業者に修理を依頼してください。

警
告

分解や改造をしないでく
ださい。

分解禁止

器具が破損し、やけど・けが
をしたり、漏水で家財などを
濡らす財産損害発生のおそれ
があります。

シャワーには45℃以上
のお湯を通水させないで
ください。

禁止
45℃
以上

器具が破損し、やけどをする
おそれがあります。

台所用瞬間湯沸器には取
り付けないでください。

禁止

湯温が安定せずシャワーヘッ
ドの故障の原因になります。

注
意

カートリッジを落とした
り、強い力や衝撃を与え
ないでください。

禁止

カートリッジが破損・変形し、
活性炭が出る場合があります。

浄水は金魚や熱帯魚等、
飼育水としては使用し
ないでください。

禁止

環境が変化して、魚が死ぬお
それがあります。

湯水を使うときは、低温
から少しずつ吐水させて
適温にし、手で適温かど
うかを確かめてから吐水
してください。

確認

必ず守る
高温の湯が出てやけどをする
おそれがあります。

注
意

カートリッジは他の用途
に使用したり、分解しな
いでください。

分解禁止

カートリッジが破損・変形し、
浄水効果が発揮されないおそ
れがあります。

ヘッドをホースに取り付ける
際はホースナットを回して、
まっすぐ取り付けてください。

ホースナッ
トを回して
まっすぐ

必ず守る

ヘッドのねじ部は樹脂製のた
め、斜めに取り付けると、ねじ
がつぶれ、ホースに取り付けで
きなくなる場合があります。

シャワーヘッドは髪から
離してお使いください。

必ず守る

髪に付けて使用するとシャ
ワーヘッドのすき間に髪が絡
まるおそれがあります。

１週間以上使用しない時は、
カートリッジを抜き、ホー
ス内の水を捨て、カートリッ
ジをよく乾燥させてくださ
い。

抜く必ず守る

一般細菌が増えやすくなりま
す。

カートリッジ交換は清潔
な手で行ってください。

必ず守る

カートリッジ本来の性能が得
られなかったり、一般細菌が
増えやすくなります。

交換するカートリッジは
必ずJCSW1をご使用
ください。

必ず守る

専用品

他のカートリッジを使用すると、
本来の性能が得られなかったり、
漏水で家財などを濡らす財産損
害発生のおそれがあります。

カートリッジは定期的または、
十分な流量を得られなくなっ
た場合に交換してください。

交換時期の
目安は
6か月以内必ず守る

適切な交換時期を過ぎると、カー
トリッジの性能が低下します。
水質・使用水量・使用水圧によっ
て異なりますが、６か月以内を
目安に交換してください。

カートリッジ交換直後は、
１分以上浄水を流してから
お使いください。

浄水必ず守る

１分以上

カートリッジ内に水が十分浸透しな
いと浄水効果が発揮されません。こ
の時、黒い粉が出ることがあります
が無害です。なお、流量が安定する
まで2～3分かかる場合があります。

凍結が予想される場所で
使用する場合は、凍結予
防を確実に行ってくださ
い。

バリ
ッ

必ず守る

凍結予防をしないと部品が破
損し、漏水し家財などを濡ら
す財産損害発生のおそれがあ
ります。

使用上のご注意
①	水圧が低い場合、現在お使いのシャワーヘッドよりもシャワーの勢いが弱くなる場合があり
ます。動水圧0.2MPa程度を確保することをおすすめします。

②	シャワーヘッド部の水圧が0.35MPaを超える時は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧して
ください。

③	シャワーを使用中、肌にかゆみ等を感じた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けてくだ
さい。

④	飲用として使用しないでください。飲料用浄水器としては開発しておりませんのでおすすめ
できません。

ご使用方法
吐水切換方法
切替レバーを｢Normal｣に合わせると原水、｢Clean｣に合わせると浄水が吐水します。

浄水原水

切替レバー
｢Normal｣に
合わせる

切替レバー
｢Clean｣に
合わせる

必ず守る

警告
•	湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、	手で適温
かどうかを確かめてから吐水してください
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【止水後の水滴について】
シャワー使用後、シャワーヘッドからしばらく
水が排出されますが、これはシャワーヘッド内
の残留水が排出されるものです。
故障ではありません。
シャワー使用後は、シャワーヘッドを振って水
を切ってください。
(右図参照)

残留水が排出
されます

【お願い】
シャワーヘッドを浴槽に入れて、お湯をためないでください。
シャワーフェイスのノズル穴が詰まりやすくなったり、湯水
が逆流するおそれがあります。

●水道工事などで、赤水が出ている時は使用しないでください。
カートリッジの寿命が短くなります。

凍結予防のしかた
●シャワーヘッドが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
●凍結が予想される場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
	 なお、氷点下になる場合は、下記の手順に従って凍結予防の処置をしてください。
①	カートリッジをシャワーヘッドから抜き取ります。
	 ( ８ページ「浄水(脱塩素)カートリッジの交換方法」参照)
②	シャワーヘッド内の水を捨て、水が出なくなるまで振ります。
③	シャワーヘッドを床に置きます。
④	カートリッジを清潔なビニール袋に入れて冷蔵庫で保管します。

必ず守る

注意
•	カートリッジを強く握ったり、曲げたりしないでください。
破損するおそれがあります。
•	カートリッジの取りはずしは清潔な手で行ってください。
カートリッジ本来の性能が得られなかったり、一般細菌が増えやすくなります。

シャワーヘッド 

カートリッジ

カートリッジ

①
はずす

④
冷蔵庫で保管

②-2 振る
③ 床に置く

シャワーヘッドシャワーヘッド

②-1
水を捨てる

再度カートリッジを取り付ける際は、８ページ「浄水(脱塩素)カートリッジの交換方法」を参照い
ただき、手順に従って行ってください。
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日常のお手入れ点検
お手入れ方法
[軽い汚れの場合]
汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いして
から、乾いた布で拭き取ります。
[ひどい汚れの場合]
中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらか
い布で汚れを拭き取ってから、乾いた布で
から拭きします。

[使ってはいけないもの]
水栓には樹脂部品が多く使用されているた
め、シンナー・アセトン・ベンジン・カビ
トリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤
等は使わないでください。金たわし・みが
き粉等は外観にキズが入るおそれがありま
すので、使わないでください。

やわらかい布スポンジ 

中
性
洗
剤

み
が
き
粉

シ
ン
ナ
ー

ア
セ
ト
ン

カ
ビ
ト
リ
剤

ベ 
ン 
ジ 
ン

酸性系

アルカリ性系

塩素系

洗剤

シャワーフェイスの清掃方法
シャワーフェイスのノズルが詰まると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますの
で清掃してください。
水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふきとってく
ださい。

【お願い】
強い力でノズルの汚れをふき取
ると破損の原因となりますので
ご注意ください。

ノズル

取り付け上のご注意
・最低必要水圧：A＋0.1MPa以上［Ａ=給湯器作動水圧＋配管圧力損失］
・２階へ給湯する場合、シャワーの流量が少なくなる場合がありますのでご注意ください。
・上水道以外のものを通水しないでください。

寸法図
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シャワーヘッド

取り付け方法
①	現在お使いのシャワーヘッドをホースからはずします。
②	[KVK製以外の水栓に取り付ける場合]
	 下記表を参照いただき、アタッチメントを取り付けます。
③	シャワーヘッドを取り付けます。
④	カートリッジを取り付けます。
	 (８ページ「浄水(脱塩素)カートリッジの交換方法」参照)

水栓のメーカー 対応アタッチメントと取り付けについて
TOTO
SANEI
KAKUDAI
TBC
YUKO
LIXIL
(バランス釜以外)

アタッチメントT
※	LIXIL製については、アタッチメン
トＴに今お使いのシャワーヘッド
ねじ部のＯリングをはめて取り付
けてください。

	〈ねじサイズ：G1/2〉

MYM

アタッチメントM
※	アタッチメントＭに今お使いの
シャワーヘッドのＯリングをはめ
て取り付けてください。

	〈ねじサイズ：W23-14〉
ガスター
(東京ガス)
LIXIL
(バランス釜)

アタッチメントG
	 〈ねじサイズ：M22×1.5〉

アタッチメント

Oリング

アタッチメント
識別表示
(アルファベット)

シャワーホース

シャワーヘッド

浄水 (脱塩素 )カートリッジについて
ご使用前に

シャワーヘッドにはカートリッジが取り付いてい
ませんので、このままでは浄水が出ません。
ご使用前にカートリッジを取り付けてください。
(取り付け方法は８ページ「浄水(脱塩素)カート
リッジの交換方法」をご覧ください。)

浄水カートリッジ取り付け時のお願い

カートリッジを取り付ける前に、数分間水を流し、
濁りや汚れを洗い流してください。
水道工事の際に大量のさびやゴミが水道水に混入
することがあるため、これらを洗い流さないと
汚れが付着し、カートリッジの寿命を短くする原
因になります。

浄水カートリッジの交換時期

カートリッジは定期的に交換してください。
適切な交換時期は、
１日８分(68L)使用で６か月 	です。
ただし、カートリッジの交換時期は使用量、
水圧、水質(濁り、赤サビ、井戸水等)や、
給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事
後の汚れなどによって、目安より大幅に早
くなることがあります。

浄水カートリッジのご購入

交換用カートリッジ
品 番 JCSW1
価 格 4000円（税抜）

数 量

2個入り
•	 仕様・品番・価格等は、予告なく変更さ
れる場合があります。

•	 交換用カートリッジを定期的にお届けす
る「定期購入サービス」もございます。詳
しくは同梱のチラシをご確認ください。

＜ご注文方法＞
インターネット
http://shop.toclas.co.jp/

トクラス　オンラインショップ

携帯電話・スマートフォンを
お使いの方は、右のQRコードから
アクセスが可能です。

お電話
み ず    おいしいよ

0120-32-0440
受付時間 	 ●	月曜～金曜 9：00～ 17：30

●	土曜・日曜・祝日
	 夏期休業・年末年始 9：00～ 17：00

※一部IP電話はご利用いただけません。

FAX

053-484-0113
受付時間　●	24時間対応

浄水(脱塩素)カートリッジの仕様

材料の種類 ABS樹脂

STL	1801

ろ材の種類 活性炭・不織布
寿命設定流量 8.5L ／分(動水圧0.1	MPa)
使用時動水圧 0.091	MPa
遊離残留塩素低減能力 12500L
交換時期の目安 ６か月	( １日８分(68L)	使用の場合)
最高使用水温 45℃

浄水 (脱塩素 )カートリッジの交換方法
浄水カートリッジは水道水中の濁りや塩素を除去するため、使用していくうちに流量が少なくな
るとともに、塩素などの除去性能も低下します。以下のような場合は、必ず浄水カートリッジを
交換してください。
●カルキ臭やカビ臭がするようになった。
●汚れた水が出たり、カートリッジ内部が著しく汚れた。
●水量が急激に減少した。
●長期間(約１か月)使用しなかった。
①	グリップを矢印方向に回し、グリップをはずし、ヘッドから使用済みのカートリッジを取りは
ずします。
	※使用済みのカートリッジは、燃えないゴミとして各地域のゴミ収集規定に従って破棄してく
ださい。

②	月表示リングを回転させて次に交換する月の数字と△部を合わせます。（６か月後）
③	新しいカートリッジをＯリング側からヘッドに挿入します。
④	グリップを矢印方向に回し、｢カチッ｣と音がするまでねじ込みます。
	 ヘッドとグリップの背面にある凸部が合っていることを確認してください。

必ず守る

注意
•	ヘッドにグリップを取り付ける時は、凸部が合っていることを確認し、
締め込み過ぎないようにしてください。
シャワーヘッドが破損するおそれがあります。
•	カートリッジを強く握ったり、曲げたりしないでください。
破損するおそれがあります。
•	カートリッジ交換は清潔な手で行ってください。
カートリッジ本来の性能が得られなかったり、一般細菌が増えやすくなります。

グリップ

グリップ

ヘッド

カートリッジ
(使用済み)

①-2
はずす

①-1
はずす

ヘッド 

Ｏリング

新しい
カートリッジ

③ 挿入

④-1 回す

④-2
凸部が合っている
ことを確認

[背面]

△部

ヘッド

② 6か月後に合わせる
月表示リング
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