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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

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。
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ステンレス
ケース

★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。

（＋）電極（ステンレスケースゴールド仕様）

★地域によってはまれに白い膜ができるので
取り除いてください。

（＋）電極（ステンレスパイプ）

（穴の位置は
必ず上向きにセット）

★地域によってはまれに白い膜ができるので
取り除いてください。

（＋）電極（ステンレス鋼板ゴールド仕様）

★地域によってはまれに白い膜ができるので
取り除いてください。

（＋）電極（ステンレス鋼板ゴールド仕様）

（－）電極（亜鉛・マグネシウム合金）
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ゴムパッキン

ゴムパッキン

Oリング

● 品名：洗濯機用浄水器（ゴールド仕様）
● 電池の形態：（＋）電極：ステンレス鋼（ゴールド仕様）

　（使用材料）  （－）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：ステンレス鋼（SUS304）（ゴールド仕様）
樹脂部：ABS樹脂、ポリアセタール
白パッキン・透明パッキン：シリコンゴム
Oリング：NBR-70-1

● 用途：一般家庭用浄水器

品質表示

シリーズ

洗濯機用浄水器（ゴールド仕様）TM

使用上のご注意！
【ご購入時にご確認ください】
●洗濯機用浄水器は、洗濯機の形状によっては取り付けできない場合がありま
す。万一ご購入された商品がご使用中の洗濯機に取り付けできなかった場合
は返品対応させていただきます。コールセンターへご連絡いただき、現品を
包装ごと弊社までお送りください。（必ず事前にご連絡お願いします。）

●製品の箱に座金（直径46㎜、直径57㎜ 各1枚）、接続部パッキン（直径46㎜、
直径57㎜ 各1枚）、透明パッキン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】
●洗濯機の給水ホース接続口や、ホース先端のユニオンナットに浄水器を取り
付ける際は、ねじ山を正しく合わせてから注意深く慎重に回してください。
無理にねじこむと洗濯機・ホース側のねじ山が破損する恐れがありますので
十分注意して取り付けてください。お客さまの取り付け作業によってねじ山
が破損しても弊社は一切責任を負うことができませんのでご了承ください。
★洗濯機用浄水器の取り付けは、水道工事業者にご依頼されることをおすす
めします。
●給水ホース接続口に浄水器を取り付けたら、撤去時を除き下部アダプターの
取り外しは行わないでください。取り外す回数が増す分だけ、給水ホース接
続口のねじ山を破損するリスクが高まります。
●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。）
●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ので、落とさないよ
うにお取り扱いください。
●給湯温度は50℃以上でのご使用は避けてください。

●表面に施したゴールドは柔らかく傷がつきやすいので、硬いブラシやタワシ
などでこすらないでください。

●汚れたときは柔らかいタオル等を使い水洗いしてください。汚れが落ちない
場合は液体中性洗剤をご使用ください。
●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1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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● 内容物
 （本体／付属品）

洗濯機用
浄水器

座　金

接続部パッキン

※座金と接続部パッキンは必ず同じサイズを重ねて使用して
　ください。

直径46㎜

透明パッキン

直径57㎜

直径46㎜ 直径57㎜

保証期間

（－）電極（亜鉛・マグネシウム合金）
交換のご案内

交換用部品、紛失部品等の注文も承っております。（＋）電
極、（－）電極は有償、Oリング、ビスネジは無償にて交
換させていただきます。お気軽にコールセンターまでお
電話ください。

洗濯機用浄水器に内蔵されている水環境電池は恒久利
用していただけますが、（－）電極（亜鉛・マグネシウム
合金）のみ電池作用で水に溶出して消耗するため5～6
年でお取り替えください。
交換費用5,800円（税抜）
お求めはコールセンターまでお電話ください。

お買い上げより2年間

上部
キャップ

下部
アダプター
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水道水中に含まれる炭酸カルシウム（石灰）が多い地域ではまれに（＋）電極
に白い膜（炭酸カルシウム等）が形成され、そのまま放置すると電池反応が
弱くなり効果が半減します。洗濯機用浄水器の効果を正しく永くご使用いた
だくために、白い膜は必要に応じて取り除いてください。

※ヤカンの底や水まわり、加湿器などが白くなるご家庭は水道水中に含まれる炭酸
カルシウム（石灰）が多い地域です。

取り付け方法

座金と接続部パッキ
ンの直径サイズは、
給水接続口のくぼみ
にセットできる最大
直径サイズをご使用
ください。

くぼみが丸みがかっ
た形状の場合は、底
の平らな面にぴった
りセットできる直径
サイズを選びましょ
う。

接続部
パッキン

（白いゴム）

透明
パッキン

ホース

ユニオン
ナット

底につき空洞がない 底まで入らず空洞底の平らな面

ホース先端ユニオンナッ
トの内ネジ部平パッキン
は紛失していませんか？
水漏れ防止のため必ず付
けてください。また、劣
化していたら新しいもの
に交換してください。

チェック

洗濯機、洗濯機用浄水器、
ホースの接続部にぐらつ
きやゆるみはありません
か ？ 確 実 に し ま っ た か
ホースの根元を持ち、上
下左右に軽くゆらしてご
確認ください。

同じ直径サイズの接続部パッキン
と座金、透明パッキンを給水ホー

ス接続口にセットします。座金と接
続部パッキンは右図を参照いただき、
46㎜、または57㎜どちらかをご使
用ください。

給水ホース
接続口

1 2

3 給水ホース接続
口に洗濯機用浄

水器を取り付けます。

取り付け方法

給水ホース接続口に取り付けて
あるホース先端のユニオンナッ

トを取り外します。
小さい

良い

良い

大きい

ねじ同士を
  水平に合わせます。

座金（鋼板） 

断
面

無理にねじこむと洗
濯機側のねじ山が破
損する恐れがありま
すので十分ご注意く
ださい。

4 浄水器にホース先端の
ユニオンナットを取り

付けて完成です。

③と同様に、正しいかみ合
わせ位置を当ててから、慎
重に取り付けてください。

無理にねじこむとユニオ
ンナットのねじ山が破損
する恐れがありますので
十分ご注意ください。

左右に軽く回し
はめ合わせる位置

  を当てます。

慎重に、力を
入れすぎないように
  回してください。

内ネジ部に
平パッキンが
付いているか

ご確認
ください。

同じ
サイズ

洗濯機の給水ホース接続口やホース先端のユニオンナットに浄水器
を取り付ける際、ねじ山を合わせず無理にねじこむと、洗濯機・ホー
ス側のねじ山が破損する恐れがあります。ねじ山の破損は修理がで
きませんので十分注意して取り付けてください。ねじ山が破損して
も弊社は一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。
★取り付けは、水道工事業者へご依頼されることをおすすめします。

洗濯機用浄水器を取り付ける際、上部キャップ、下
部アダプター（黒いプラスチック部分）を絶対に外さ
ないでください。異類金属接触不良（サビ）発生の原
因となります。

ねじ山を
破損させない

ために…
取り付けた浄水器の本体下部は、
撤去時を除き取り外さないでください。

取り付け方法の手順を必ず守ってください。

給水ホース接続口に浄水器を取り付ける回数が増す分だけ、ねじ山を破
損するリスクが高くなります。白い膜を取り除くため取り外しが必要な
場合は、本体上部のみを取り外して作業してください。

取り付け厳守

白い膜は
（－）電極と隣り合う

（＋）電極に発生
します。

～ 洗濯機用浄水器を永くご使用いただくために ～

（＋）電極
（ステンレス鋼板ゴールド仕様）

（＋）電極
（ステンレス鋼板ゴールド仕様）

（＋）電極（ステンレスパイプ）

（＋）電極
（ステンレスケースゴールド仕様）

（－）電極
（亜鉛・マグネシウム合金）

（＋）電極を、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。

※万一（－）電極にも白い膜
の付着が見られるようでし
たら、一緒に溶液の中に入
れてください。

※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。

浄水器を組み付けます。
まず、（＋）電極のステンレ
スケースにステンレスパイ
プをさしこみ、電極を順番
に収容して組み付けてから、
上部キャップをゆるまないよ
うにしっかり締め付けてくだ
さい。

浄水器を分解して、電極
を取り出してください。

中の部品を取り出すた
めステンレスケースを
裏返す時は、中に入っ
ている各パーツが飛び
散らないように手でさ
さえてください。

※取り出した部品を無
くさないようにご注
意ください。

④で溶液に浸け置
きした（＋）電極を

水ですすぐように洗い
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。

白い膜の取り除き方

3

上部キャップ

溶液は、酸化膜の
付着している箇所が
全てひたるまで
入れてください。

水5：クエン酸1～2溶液

4

6

5

穴の位置は必ず
上向きにセット
してください。

ステンレスパイプは
底部までしっかり

さしこんでください。

1 浄水器キャップに取り付
けてあるホース先端のユ

ニオンナットを取り外しま
す。

ユニオン
ナット

2 洗濯機の給水栓ホース接
続口に取り付けてある浄

水器の下部アダプターから上
を取り外します。（下部アダプ
タ ー の 取 り 外 し は 不 要 で
す。）

給水ホース接続口

8 浄水器上部キャップにホー
ス先端のユニオンナットを

取り付けて完成です。

ユニオン
ナット

7 洗濯機の給水栓ホース接
続口に付いている下部ア

ダプターに、組み付けた浄水
器を取り付けてください。

給水ホース接続口
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