
取り扱い説明書

株式会社 フジヤマ リファイン

軟水器　PL200
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（ボール切替弁）
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この度は弊社軟水器（浴室シャワー、洗濯用）をお

買い上げ頂きまして誠に有難うございます。下記の

取り扱い説明を良くお読みいただき末永くご愛用く

ださい。

尚、お届け時の包装具は破棄することなく面倒でも

保存してください。使用済みの本体を返送する際、

お使いください。

取り付け方法

1） 浴室の適当な場所へフックを上下取り付けま
す。そのフックに本体を掛けます。

 本体は必ず立ててご使用ください。（図 1）
 ユニットバスのようにフックが取り付けられな

い浴室については軟水器本体を浴室フロアーの
コーナーに滑り止めベースを敷き、その上に立
てます。吸盤を浴室壁面に取り付け本体を固定
します。（図 2）

2） 既にシャワーが付いている場合はカランからシ
ャワーホースを外し、軟水器専用給湯ホースを
取り付けてください。

 又、カランやシャワー取り付け口に分岐栓（別
売り）を取り付け、その分岐栓へ軟水器専用給
湯ホースを取り付けてください。（図 3）

 超軟水（リファイン・ウオーター）を無駄なく
お使いになるには分岐栓のお取り付けをお勧め
いたします。

3） 専用給湯ホースの取り付けが終わりましたら、
ホース内のエヤーを抜いて下さい。ホース先端
のソケットにシャワーホースのプラグを差し込
みます。次に湯水を通します。その後、シャワ
ーホースのプラグを外しますと専用給湯ホース
内のエヤ−が抜け、本体に接続できます。（図 4）

4） 軟水器本体の上部にチエーンの付いた黄色のソ
ケットが付いています。このソケット（ソケッ
トの外し方 図 7 参照）を外しますとプラグが
現れます。そこへ専用給湯ホースのソケットを
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アンロック ロック

図 5.上から“カチッ”と音がするまで押し込みます。
（図 5）

 又、このチエーンの付いているソケットは使用
済みの本体をご返送頂く際に使う為、本体から
外さないで下さい。

5） 次にシャワーヘッドの取り付けです、ホース先
端のプラグを本体上部のソケットに“カチッ”
と音がするまで押し込みます。

＊ 軟水器本体を 2 本据えつけられるスペースがあ
れば 1 本を予備として据付けることをお勧めい
ます。

ご使用方法

1） 温水シャワーをお使いになる際、ミキシングの
温度設定をします。蛇口より湯水を出し、温度
を確かめてください。その後軟水シャワーへの
切り替えを行ってください。

 この場合、軟水器による流水の抵抗があるため、
湯水の温度が変化する場合がありますのでご注
意ください。（図 6）

2） 赤ちゃん、病人、寝たきりの老人等の入浴には
バスタブに湯をはり、湯の中に泡が立つ程度に
石鹸を溶かします。その中に体を沈め撫で洗い
をしてください。

 石鹸と超軟水（リファイン・ウオーター）の働
きで体の汚れが湯に溶け出します。

 上がり湯をかけて終了です。
 皮膚の表面が清潔で、あせもやかぶれの予防に

大変効果的です。

3） 浴室の清掃は処理しない普通の湯水で洗い、最
後に超軟水をかけて下さい。例えばカビの生え
やすい所やタイルの目地にはさっと洗い流す
だけでカビの発生を抑えます。超軟水に殺菌力
はありませんが雑菌やカビの菌の繁殖を抑え
ます。

図 6.

図 7.
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4） この超軟水に処理された湯水を上手にお使い頂
く為に、下記の点についてご注意ください。

ィ． 湯水が超軟水（リファイン・ウオーター）
であるため石鹸（化粧用固形石鹸）と化
合する物がありません。石鹸は汚れを分
解し良く落とします。手や顔を洗う要領
で全身に直に石鹸を付けます。ゴシゴシ
洗う必要はありません。さっと流して終
了です。従来よりも石鹸の使用量を少な
くしてください。又、石鹸の脂肪分（植
物性脂肪）が皮膚の表面に残りいつまで
もぬるぬるしますが、なんら問題ありま
せん。毛穴を塞ぐことなく、乾いたら全
身つるつるです。湯水の使い過ぎにご注
意ください。

ロ． 男性大人一人のシャワーの使用量は 1 回
に付き約 30 リットル前後です。

 個人差はありますが一つの目安にしてく
ださい。標準的な硬度（50ppm）でご使用
になる場合は 1 本の使用回数が約 60 数回
になりますが、地域により硬度の高低が
あり、そのために使用回数が増減します。

ハ． 超軟水は小さな器具の中でイオン交換が
行われています。そのために湯水の硬度
成分や流量、流速が関係します。新規取
り付け時や交換時には毎分 8 リットル程
の流量でご使用できますが、しばらくご
使用になりますと交換能力が落ちてまい
ります。その場合は流量、流速を少なく
してお使いください。

　
5） 軟水器の交換時期と交換方法について

 水の硬度（地域により高低あり）及び使用量に
より交換時期が異なります。毎日のご使用の中
で石鹸の泡立ちが悪くなったとお感じになりま
したら交換の時期です。予備の軟水器と交換し
てください。

 又、予備の軟水器を据え付けている場合は使用
中の軟水器と予備の軟水器とを接続（ジョイン
トカプラ、別売り）してご使用ください。しば

らくご使用になりましたら最初の軟水器を外
し、再び予備の軟水器を補充してください。

 交換する場合は軟水器の上部にある給湯ホース
ソケット及びシャワーホースプラグを外してく
ださい。

 使用済みの軟水器は別途ご案内のとおり処理を
お願い致します。

6） 普通のシャワーの使い方

 軟水器を通さないでシャワーを使う場合は本体
よりシャワーホース、給湯ホースの両方を外し、
カプラを接続して使用下さい。勿論、ワンタッ
チで接続できます。

注意事項

1） 小さなお子さんだけで入浴させる場合は軟水器
を使用させないで下さい。転んだり、石鹸水が
目にしみたりのトラブルのもとです。シャワー
ホースのプラグを抜く等の処置をお願いしま
す。

2） 浴室のフロアーがとても滑り易くなりますので
ご注意ください。超軟水そのものが滑るわけで
はないのですが石鹸分が少しでもあると良く滑
ります。

 そのために滑り止めのマット（高性能の滑り止
めマット、別売り）を用意しております。

3） 寝たきりの老人や病人を入浴させる場合はバス
タブの湯を少なく（浅く）することを勧めます。
とても滑りやすいのでご注意ください。

4） 新規取り付け時、軟水器本体の交換時及び長期
間ご使用にならなかった場合、通水した際に着
色した湯水が出る場合があります。無味、無臭、
無害ではありますが 1 − 2 リットル程度流した
後ご使用ください。
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使用済み軟水器の処理方法

使用済みの軟水器はゴミとして処分せずに面倒でも
弊社へお戻し下さる様お願い致します。送料は弊社
が負担致します。「ご返送頂きました軟水器は消耗
品及び除去剤の交換、清掃、修理を施し、リサイク
ル商品として廉価にて販売させて頂きます」
まず、軟水器上部の給湯ホースソケットを外し、本
体を逆さにし、中の水を出して下さい。その後シャ
ワーホースプラグを外します。最後は本体プラグに
必ず黄色のソケットをカチッと音がするまで押し込
み、指定運送業者にお渡しください。台所用、洗面
用も同様です。

リファイン クラブへの入会案内

弊社ではリサイクルを積極的に勧めるためにリファ
インクラブを発足させました。
弊社の製品をお買い上げ頂きましたお客様はどなた
でも入会できます。入会費、年会費無料です。是非
ご入会、ご登録をお勧めいたします。
又、超軟水の使い方、アイデア等をお寄せ頂き、採
用させて頂きました会員様には謝礼を用意しており
ます。
ご入会、ご登録の手続きは簡単です。ご返送伝票の
入会欄に○印をご記入下さい。

登録会員様には特典として

1. 弊社製品を会員価格でお求め頂けます。
2. 知人、友人をご紹介頂きました場合は会員及び

紹介された方双方にすてきなプレゼントを用意
しております。

3. 超軟水を使ったアイデア集を差し上げます。
4. ご返送頂きました器具の交換樹脂、除去剤、フ

イルター等に異常が見られる場合はご連絡をさ
せて頂きます。尚、製品の管理については細心
の注意と検査を行なっております。常に最良の
状態でご使用頂けますよう努めてまいります。

付属品明細

＊　ヘッド付きシャワーホース 1

＊　軟水器専用給湯ホース 1

＊　吸盤及びフック　 1

＊　滑り止めベース　 1

＊　ジョイントセット 1

＊　分岐栓　 1

＊　取扱説明書　 1

弊社製品についてご要望、ご意見がございましたら下記、
お客様係までお聞かせ頂ければ幸いです。

株式会社 フジヤマリファイン　お客様係
TEL　東京 03 － 5983 － 3388

FAX　03 － 3952 － 2114
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限られたスペース内のイオン交換樹脂を 100％稼働させるには本体を 2 本接続してお使いください。

下図のようにイオン交換が消耗してまいりますと、流量 , 流速を少なくしなければなりません。それではシャ
ワーとして用を足せなくなり、又、交換能力が有りながら本体を交換しなければなりません。そこで 2 本接続
することで残った交換能力をフルに使うことが出来ます。

PL200 型、PL140 型の上手な使い方

イメージ図

使用済み樹脂

未使用樹脂

未使用樹脂
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オプション

滑り止めマット

￥8,930

ジョイントセット

￥2,000

再生セット

￥5.040

ボール切替弁

￥3,150

　　ボール切替弁　＋　アダプター2個

￥3,150　＋　￥3,150

混合栓パイプが16mm（小）の場合

混合栓パイプが19mm（大）の場合



〒 171-0052  東京都豊島区南長崎 1 丁目 1 番 22 号

TEL 03 － 5952 － 2391

株式会社 フジヤマ リファイン


