
取り付け及びカートリッジの交換直後に、浄水の
水切れが悪い場合があります。

●水切れを良くする処置について
浄水を流しながら、カート
リッジを2、3回逆さに
してカートリッジ内の
空気を抜いてください。

ご使用前に必ずお読みください。
このたびは、「アンダーシンクタイプ浄水器」をお買い求めいただきまことにありがとうございました。
ご使用前にこの説明書を必ずお読みいただき、据付説明書とともに大切に保管してください。

Z38450品
番

1. 必ずお守りください

2. ご注意事項

安全上のご注意
※ご使用の前に、この「必ずお守りください」「ご注意事項」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※ここに示した注意事項は、状況により重大な結果に結びつ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。

2日以上使用しなかった時は、浄水
を1分間流してからご使用ください。

・雑菌が繁殖しているおそれがあり、
体調を損なう恐れがあります。

養魚用などには
使用しないでください。

・塩素除去が不十分な場合、
魚が死ぬおそれがあります。

高温になる器具や火気の近くでは
使用しないでください。

・変形・破損し、水漏れの
おそれがあります。

凍結のおそれがある場所に設
置する場合は、内部を凍結させ
ないようにしてください。

水栓の吐水口をふさいだり、
ホースを接続しないでください。

・破損、水漏れのおそれがあります。

水道水の飲用基準に適合した
水をご使用ください。

・体調を損なうおそれがあります。

浄水器（カートリッジ）や水栓を
凍結させないでください。

・破損や水漏れの原因になります。
・窓を閉め、カートリッジを布などで包み、
保温してください。

毎日の使用時は、浄水を15秒以上
流してからご使用ください。

・ため置いた「浄水」はなるべく早く
ご使用ください。

水圧の高い所では、浄水器専用の止
水栓を絞ってご使用ください。

・破損、水漏れのおそれがあります。
水に溶け込んでいる塩分（海水）、金属イオン
類は除去できません。又、この浄水器では、
硬水を軟水にかえることはできません。

カートリッジの取換時期の目安は、使用
水量、水質、水圧などにより異なります。

くみ置きした浄水はなるべく
早くご使用ください。

水栓、カートリッジ、ホースの
お手入れは、クレンザーやシンナー
などは使用しないでください。
・キズ、変色の　　　　　　使ってはいけないもの
原因となります。

カートリッジとホースは
正しく接続してください。

・間違って接続した場合、黒い水（活性炭）が出る
おそれがあります。

カートリッジは
分解できません。

※水圧の高い所で使用される場合に、水はねすることがあ
ります。この場合、流し台下の止水栓を調整してご使用
ください。
※水圧の極端に低い所では、カートリッジ交換直後、水が
出にくい場合があります。その場合、通水（約10分間）
してください。水がよく出るようになります。

●カートリッジ部・拡大図

ワンタッチジョイント

カートリッジ

※カートリッジ品番
Z38449の場合

プラグ（出水口）プラグ（入水口）

スライドリング
灰色

スライドリング
緑色

（緑色シール） （灰色シール）

日本水道協会認証品

●図記号の意味は次の通りです。

このような図記号は、「禁止行
為」を告げるものです。絶対に
行わないでください。

このような図記号は、「行為の
指示」を告げるものです。必ず
指示に従い、行ってください。

このような図記号は、「注意・
確認事項」を告げるものです。
注意・確認してください。

禁 止

禁 止

赤水など濁りのひどい時はしばらく原水
を流してから浄水をご使用ください。

・カートリッジを長持ちさせるため。

禁 止

禁 止

火気禁止

放 流

放 流

注意

アンダーシンクタイプ浄水器
取 扱 説 明 書

ホースを極度に
曲げないでください。

（ホースが折れると水量が
少なくなります）

カートリッジは、
必ず定期的に交換してください。

・浄水機能が低下します。1年以内の交換をおすすめします。
・目詰りすると、カートリッジに水圧の負担がかかります。
・いつもおいしく安心な水をご使用いただくために、
早めのカートリッジ交換をおすすめします。

カートリッジの水切れについて注意

クリンスイ

（カートリッジ品番 Z38449）

禁 止

禁 止

禁 止

35℃以上の湯は
通さないでください。禁 止

3. アンダーシンクタイプ浄水器の特長
注意 水道水の飲用基準に適合した水で、ご使用ください。

4. 各部のなまえ

■取付例
●シャワー付混合水栓

●混合水栓 ●専用水栓

●浄水使用例

日本茶　　 水割り コーヒー　紅茶　　　　　　　　 スープ、味噌汁、その他の料理に

※食器洗いなどは、水道水をご使用ください。

（流し台）

湯　　　　　　水

ホース

取付台

カートリッジ

③カートリッジ
（品番Z38449）

ワンタッチジョイント
（ホースとカートリッジの接続部品）

止水栓
（別売）

止水栓
（別売）

止水栓
（別売）

フレキ管

①IN・OUTホース

②取付台

※各水栓の使用方法は、各水栓に付属の取扱説明書をお読みください。

野菜サラダ、
生野菜の水洗いに

赤ちゃんの
ミルクに

炊　飯

※CATは2－クロロ－4,6－ビスエチルアミノ－
1,3,5－トリアジンの略称です。この物質は
農薬などに使用されている成分です。

●

●

●

水

止水栓
（別売）

湯
ホース

取付台

専用水栓

（水栓）水栓

（流し台） レバー

カートリッジ

1. アンダーシンクタイプ浄水器は独自の3重ろ過システムで、
おいしくクリーンな水を作ります。

2. 大容量カートリッジで、浄水をたっぷり使えます。
カートリッジは約1年間使用できます。（1日20L使用した場合）
※カートリッジの寿命は、水質、水圧、及びご使用になる水量によって異なります。

3. ワンタッチジョイント方式により、カートリッジ交換が簡単です。

分岐
チーズ

・半径6cmが
限度です。

不織布 

活性炭 
イオン交換繊維 

 中空糸膜 
（ポリエチレン） 

粗いゴミを取り除きます。 
 
カルキ臭、2-MIB（カビ臭）、有機物（JISの項目）、トリハロメ
タン、CAT*（農薬）水に溶け込んでいる鉛などを除去します。  
中空糸膜の壁面にある0.1マイクロメートルの孔で雑菌、赤サ
ビ、固形鉛などを高度除去します。 

 

ク
リ
ン
ス
イ
独
自
の
ろ
過
シ
ス
テ
ム 

ミネラル  
粗いゴミ 
カルキ臭  

2-MIB（カビ臭） 
トリハロメタン 
クロロホルム 

ブロモジクロロメタン  
ジブロモクロロメタン  
ブロモホルム  
有機物（JISの項目） 

CAT（農薬） 
溶解鉛  
赤サビ 
雑菌  

微粒子状の鉛  

第1フィルター 
不織布 

 

第2フィルター 
イオン交換繊維・活性炭 

第3フィルター 
中空糸膜（ポリエチレン） 

除去 

除
　
　
　
　
　
　
去 

除  

去 

　第1 
フィルター 

　第2 
フィルター 

　第3 
フィルター 



スライドリング 
緑色 

（灰色シール） （緑色シール） 

ワンタッチジョイント 

ホース 

スライドリング 
灰色 

（灰色シール） （緑色シール） 

② ① 
IN

5. カートリッジの交換について

カートリッジの取換時期

●「浄水」の水量が減少した。

●いやなにおいや味がする。

●長時間使用していない。

取換時期は使用
水量、水質、水圧
などによって
異なります。

カートリッジの取換時期の目安
（1日20L使用した場合12ヶ月）
以内で新しいカートリッジに
交換してください。

1.浄水レバーあるいは、
浄水器接続専用水栓の
レバーを閉じます。

4.新しい交換用カートリッジの
プラグ先端の保護キャップを
外します。（2個）

注意
※スライドリングを上に引き上げたままワンタッチジョイントを
垂直に、プラグに合わせてしっかり押し込みます。いちばん奥
まで差し込まれているか、正しく接続されているか、ワンタッ
チジョイントが容易に外れないか、再度確認してください。

保護キャップ

プラグ

5.ワンタッチ
ジョイントの接続
新しいカートリッジ
の緑色、灰色のシー
ルとスライドリング
の色を合わせて接続
してください。
※接続は緑色（③）→灰色（④）の
順番をお守りください。

3.スライドリング（灰色）
に指をかけ引き上げる。
そしてワンタッチジョ
イントをカートリッジより
取り外します。
同様に、スライドリング
（緑色）のワンタッチジョ
イントも取り外します。

※取り外しは灰色（①）→緑色（②）の
順番をお守りください。

6.専用水栓のレバーを
開き、通水します。
接続部からの水漏れ
がないことを確認
します。

7.ホースが折れ曲
がったり、ねじれ
ないように取付台に
戻します。

8.浄水レバーを「開」にして
通水し、1～2分程度浄水
を流してから使用を開始し
ます。

新しいカートリッジは、
浄水器をお買い上げの代理店、
販売店でご購入ください。

品番：Z38449

カートリッジの交換方法
2.カートリッジを取付台より外し、

手前に引き出します。

※わずかに水漏れする場合が
ありますので、事前に洗面
器もしくはタオルを置いて
ください。

③　　　　　　 ④

注意 必ず水栓レバーで、
水を止めてから交換してください。

注意
保護キャップが飛び出
すことがあります。キ
ャップは確実につまん
で上から取るようにし
てください。

注意
必ず確認をしてください。

〈こんな時、カートリッジの目詰まりが早くなります。〉
1.給水設備が汚れて
いる時

2.古い家屋で配管が
老朽化している時

3.水道工事などの一時
的な水道水の汚れ

4.新しい配管でクリー
ニング不足の時

5.水圧がいちじるしく
低い場合
集合住宅の
上層階など

6.井戸水や簡易水道
の場合
保健所等で原水の水質検

査を定期的に受けてください。

7.浄水の使用量が
多い場合

8.水源の水質の悪化
河川、湖の汚染、雨量が
極端に多い、
又は少ない時

着脱時は
このリングを
引き上げる

半径が6cm限度です

※目詰りを起こした場合、水栓をさらに
開けても、ろ過流量は増えません。

6. 異常と思われたときは

水量が非常に
少なくなった　

におい、味が異常

水切れが悪くなってきた　

使い始めから
水切れが悪い

水が出ない

水栓からの水量が
多く水はねする

水栓とホース接続部
より水が漏れる

カートリッジを
交換してください

浄水を流しながら
カートリッジを2、3回
逆さにしてカートリッジ内
の空気を抜いてください

止水栓を開いてください

止水栓を絞ってください

販売店、施工業者に連絡し、
部品を交換してください

※元止め方式のため機構上水切れが悪
くなることがあります。

※パッキンは消耗品です。

現　象　　　　　　　　　　　　　　　 原　因　　　　　　　　　　　　　　　　 対　応

カートリッジが
目詰まりしてきた

カートリッジ内に
空気が残っている

浄水器専用の止水栓が
閉まりぎみになっているか、

閉まっている

水圧が高く水量が多い

パッキンがもろくなった
パッキンがズレている

カートリッジの寿命がきた

7. アフターサービスについて

浄水カートリッジのご購入方法

■サービス（点検・修理）を依頼される前に
1.上記の「異常と思われたときは」を参照し、もう一
度ご確認ください。

2.ご確認の上、それでも不具合な場合や不明な点は、
浄水器をお買い上げの販売店、代理店又は弊社へ
ご連絡ください。

3.アフターサービスをお申し付けの場合は、次の内
容をお知らせください。
①品　名……株式会社KVK アンダーシンクタイプ浄水器
②品　番……Z38450
③現　象……出来るだけ詳しくご説明ください。

■カートリッジの交換について
1.カートリッジの交換や部品がお入り用の場合
は、お買い上げの販売店、代理店にご連絡くださ
い。

2.カートリッジをお求めの場合は、

［品番Z38449］とご指定ください。
3.連絡先が不明な場合は最寄りの、弊社各営業所
までお問い合わせください。

8. 仕 様

11.A

※ろ過流量は組み合わせる水栓によって異なります。

●アフターサービス
1. 保証書（浄水カートリッジのみ）
保証書は、必ず「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確
かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管して
ください。
保証書は、本書に明示されている、期間・条件のもと、無料
修理をお約束するものです（但し、消耗品であるカートリッ
ジの交換は除きます）。従ってこの保証書は、お客様の法律
上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理
など、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、又は次
ページお客様窓口へお問い合わせください。

●保証期間〈お買上げから1年間です〉
2. 保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。
保証書の記載内容により販売店で修理を承ります。

3. 保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の
機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理させ
ていただきます。

4. 保証期間中に修理とアフターサービスについてのご不明の
点がございましたら、お求めの販売店又は次ページのお客
様窓口へお問い合わせください。

5. 部品（カートリッジを含む）の最低保有期間は、本体の製
造打切り後、最低10年間です。

●浄水カートリッジについて

カートリッジの寿命は、1日20L
ご使用の場合、約12ヶ月です。
浄水カートリッジのお取換えは使
用量や水量によって異なりますが、
約12ヶ月に1度のお取換えが
理想的です。
交換カートリッジは
Z38449とご用命ください。

※水栓金具に関するアフターサービスにつきましては、右記 株式会社KVK営業推進部までお問合せください。

●仕　様

カートリッジ品番
品　　　　　　番

Z38449
Z38450

ろ 材 の 種 類 中空糸膜（ポリエチレン）、活性炭、不織布、イオン交換繊維
ろ 　 過 　 流 　 量 3L／分

浄　　水　　能　　力

遊離残留塩素
濁　　　　り
総トリハロメタン
クロロホルム
ブロモジクロロメタン
ジブロモクロロメタン
ブロモホルム
溶 解 性 鉛
C A T（ 農 薬 ）
2-MIB（カビ臭）
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン

（総ろ過水量 40,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 20,000L、ろ過流量50％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 8,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 8,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 10,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 10,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 10,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 10,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 20,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 20,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 20,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 20,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）
（総ろ過水量 10,000L、除去率80％、JIS S 3201試験結果）

除去できない成分 水に溶けこんでいる塩分（海水）、金属イオン類（鉛は除く）

使用可能な最小動水圧 0.07MPa（常用使用圧力0.07～0.35MPa）

カートリッジサイズ 最大径105 mm×高さ217mm
カートリッジ質量（満水時） 0.8kg（1.4kg）

材料の
種類

カートリッジ

接続ホース

ABS樹脂
ポリエチレン

ろ材の取換時期の目安 12ヶ月（1日20L使用した場合）
総トリハロメタン、クロロホルムを基準としています

株式会社KVK

カートリッジのご購入については

株式会社KVK 浄水器カスタマーサポートセンター
0120－277－995

受付時間／平日9：00～17：00（夏期休暇、年末年始を除く）

http://www.kvk.co.jp/
販売元：株式会社KVK／製造元：三菱レイヨン・クリンスイ株式会社

修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

KVK修理受付センター 0120－474－161

水栓の品番をご確認ください
水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。シールの左下が品番です。

修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています

…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用

…修理に使用した部品代 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用出張料部品代

技術料

上記フリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。
携帯電話からは058－234－8946をご利用ください。
受付時間／平日 ９：００～１８：００ 土・日・祝日 ９：００～１７：００

本社・工場／〒501-1195 岐阜市黒野308
TEL 058－239－3111（代表）

インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/


