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●特徴

①ストレート ②シャワー ③溜め水 〈切り替え部分上面図〉

●約 40％節 水。特許の減圧流量調整弁付（PAT No.3059989）。

●業界初！３モード切替。

①ストレート・・・ 泡のある水 流 で、肌にやさしいです。

　　　　　　　  泡沫部品は抗菌加工で清潔です。

②シャワー・・・・・お皿 洗いやシンクを洗いやすいです。

③溜め水・・・・・・水を早く溜めたい時に便利です。

●約 2 7度の首振り角度（ 業 界 No.１）。

●切替え部分が 360 度回転するので使いやすいです。

●切替しやすく、更に、凹凸が少なく汚れがつきにくい形状です。

●主に取付け可能な水栓例

シングルレバー混合栓 湯水混合栓

●取付け可能な水栓メーカー

●商品概要

MIZSEI    （HVS）　TOTO　KVK　SAN-EI　LIXIL（INAX）　KAKUDAI　TBC　ミズタニ　スギヤマ

※蛇口先端の泡沫金具を外すと蛇口の外側にねじが現われるタイプには、ほぼ取付けできます。

M22×P1.25
W22 山 20

（ねじの大きさ）

外ねじ

キッチン
kitchen

ふりふりキッチンシャワー（ライム）
SV212-L　6/60
包装サイズ：105×145×55（BP）
重量：70g
JAN コード：4997543123630
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン

ふりふりキッチンシャワー（ミルク）
SV212-M　6/60
包装サイズ：105×145×55（BP）
重量：70g
JAN コード：4997543123593
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン

ふりふりキッチンシャワー（グレープ）
SV212-G　6/60
包装サイズ：105×145×55（BP）
重量：70g
JAN コード：4997543123609
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン

ふりふりキッチンシャワー（オレンジ）
SV212-O　6/60
包装サイズ：105×145×55（BP）
重量：70g
JAN コード：4997543123616
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン

ふりふりキッチンシャワー（ピーチ）
SV212-P　6/60
包装サイズ：105×145×55（BP）
重量：70g
JAN コード：4997543123623
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

●節水効果

1 年間で

20,500L の節水

1 年間で

お風呂 100 杯分

1 年間で

5,400 円のお得

1 年間で

CO2 4.71kg 削減

4 997543 123593 4 997543 123609

4 997543 123630

4 997543 123616 4 997543 123623

左右どちらにも回せます。
どのモードへも一操作で、
切替えできます。27度27度27度27度

溜め水

溜め水シャワー

シャワー

ストレートストレート
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●特徴

①ストレート ②シャワー HV-203SV HV-206SV

●約 40～50％節水。

　特許の減圧流量調整弁付（PAT No.3059989）。

●シャワーが使える、2 モード切替。

①ストレート・・・ 泡のある水流が肌にやさしいです。

　　　　　　　  泡沫部品は抗菌加工で清潔です。

②シャワー・・・・・お皿洗いやシンクを洗いやすいです。

●吐水範囲が大きく広がる首振り機能付きです。（HV-203SV）

●吐水範囲を大幅に広げるホース付きで、

　シンクの端にも届きます。（HV-206SV）

●主に取付け可能な水栓例

シングルレバー混合栓 湯水混合栓

●取付け可能な水栓メーカー

●節水効果

●商品概要

MIZSEI    （HVS）　TOTO　KVK　SAN-EI　LIXIL（INAX）　KAKUDAI　TBC　ミズタニ　スギヤマ

※蛇口先端の泡沫金具を外すと蛇口の外側にねじが現われるタイプには、ほぼ取付けできます。

M22×P1.25
W22 山 20

（ねじの大きさ）

外ねじ

キッチン
kitchen

節水キッチンシャワーⅡ
SV209　6/60
包装サイズ：105×145×45（BP）
重量：60g
JAN コード：4997543092844
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン

首振り節水キッチンシャワー
HV-203SV　6/60
包装サイズ：105×145×45（BP）
重量：70g
JAN コード：4997543030839
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン

首振り節水キッチンシャワー（ホース付き）
HV-206SV　6/60
包装サイズ：105×240×50（BP）
重量：130g
JAN コード：4997543062243
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・
　　　シリコン・黄銅

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

●節水効果

SV209

HV-203SV HV-206SV

4 997543 092844

4 997543 030839

4 997543 062243

1 年間で

20,500L の節水

1 年間で

お風呂 100 杯分

1 年間で

5,400 円のお得

1 年間で

CO2 4.71kg 削減
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●特徴

●約 40～50％節水。

　特許の減圧流量調整弁付（PAT No.3059989）。

●コンパクトな泡沫金具サイズです。

　洗い物にも邪魔になりません。

●抗菌泡沫使用で、いつでも清潔です。

●商品概要

取付け可能な
水栓メーカー

適合サイズ

Ｍ22×Ｐ1.25 及び
Ｗ22 山 20

キッチン
kitchen

節水アダプター (M22×P1.25)
SV-AD225　10/100
包装サイズ：85×115×30（BP）
重量：50g
JAN コード：4997543990188
材質：黄銅・POM 樹脂・EPDM

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

節水アダプターセット
SV-AD-FS　10/100
包装サイズ：95×150×30（BP）
重量：115g
JAN コード：4997543990232
材質：黄銅・POM 樹脂・EPDM

節水アダプター (M22×P1.0)
SV-AD210　10/100
包装サイズ：85×115×30（BP）
重量：50g
JAN コード：4997543990195
材質：黄銅・POM 樹脂・EPDM

節水アダプター付自在パイプ
RP17S　10/50
包装サイズ：120×275×30（BP）
重量：180g
JAN コード：4997543041811
材質：黄銅・POM 樹脂・EPDM・シリコン・NBR

節水アダプター (M24×P1.0)
SV-AD410　10/100
包装サイズ：85×115×30（BP）
重量：65g
JAN コード：4997543990218
材質：黄銅・POM 樹脂・EPDM

節水アダプター付横自在パイプ
HP17S　10/50
包装サイズ：120×275×30（BP）
重量：180g
JAN コード：4997543041828
材質：黄銅・POM 樹脂・EPDM・シリコン・NBR

節水アダプター丸型蛇口用
SV-AD-UV　10/100
包装サイズ：85×115×35（BP）
重量：75g
JAN コード：4997543990225
材質：黄銅・POM 樹脂・EPDM

●節水アダプター ●万能型アダプター

●アダプターA ●アダプターB

●節水効果●節水効果

1 年間で

20,500L の節水

1 年間で

お風呂 100 杯分

1 年間で

5,400 円のお得

1 年間で

CO2 4.71kg 削減

4 997543 990188

4 997543 990195

4 997543 990218

4 997543 990225

4 997543 990232

4 997543 041811

4 997543 041828

蛇口先端の泡沫金具を外

すと蛇口にねじが現れる

タイプに取付けできます。
MIZSEI    （HVS）　TOTO　
KVK　SAN-EI　TBC　
LIXIL（INAX）　KAKUDAI　
ミズタニ　スギヤマ

取付け可能な
水栓メーカー

適合サイズ

Ｍ22×Ｐ1.0

蛇口先端の泡沫金具を外

すと蛇口にねじが現れる

タイプに取付けできます。
GROHE　MOEN
ヤンマー　他国外メーカー

取付け可能な
水栓メーカー

適合サイズ

Ｍ24×Ｐ1.0

蛇口先端の泡沫金具を外

すと蛇口の内側にねじが

現れるタイプに取付けで

きます。

TOTO　KVK　SAN-EI　
KAKUDAI　ミズタニ
他国内メーカー　GROHE
MOEN　他国外メーカー

取付け可能な
水栓メーカー

適合サイズ

W26 山 20

パイプごと交換するタイ

プです。
TOTO　KVK　SAN-EI　
LIXIL（INAX）　KAKUDAI
TBC　ミズタニ　スギヤマ
他国内・国外メーカー

取付け可能な水栓例

取付け可能な水栓例

取付け可能な水栓例

取付け可能な
水栓メーカー

適合サイズ
パイプ先端にねじがなく、

パイプ外 径 が 16 m m 以

上、20mm未満のもの
MIZSEI    （HVS） TOTO　
KVK　SAN-EI
LIXIL（INAX）　KAKUDAI
他国内・国外メーカー

取付け可能な
水栓メーカー

適合サイズ
Ｍ22×Ｐ1.25 及び
Ｗ22 山 20
Ｍ22×Ｐ1.0
Ｍ24×Ｐ1.0

パイプ先端にねじがなく、

パイプ外 径 が 16 m m 以

上、20mm未満のもの

MIZSEI    （HVS）　TOTO
KVK　LIXIL（INAX）　
SAN-EI　KAKUDAI　
TBC　ミズタニ
スギヤマ　GROHE　
MOEN　ヤンマー
他国内・国外メーカー
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●特徴

●ワンタッチでシャワーを ON・OFF。

　お使いのシャワーを一時ストップ機能付きにできます。

●約 50％節水率。特許の減圧流量調整弁 (PAT No.3059989)

　の働きと一時ストップ機能で節水効果は抜群です。

●取付け簡単。工具不要で取付けられます。

●取付け可能な水栓メーカー

●節湯効果

●商品概要

MIZSEI    （HVS）　TOTO　 LIXIL（INAX） 　SAN-EI　KAKUDAI

●取付けできない水栓メーカー
MYM　　KVK　　ガスター等　上記以外のメーカー

1 年間で 30,000L の節水 1 年間でお風呂 150 杯分

水道光熱費 1 年間で

25,000 円のお得
1 年間で CO2 210kg 削減

キッチン
kitchen

ストリームストップアダプター
HV-99SAD　20/100
包装サイズ：95×120×30（BP）
重量：55g
JAN コード：4997543990171
材質：黄銅・ABS 樹脂・EPDM・シリコン

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

ご使用の
シャワーヘッドに

取付け簡単

4 997543 990171

※一時ストップさせても、完全には止水しま
せん。水栓側での止水忘れ防止のため、
約0.2L/minの水が出ます。

ストリームストップアダプター　裏　4ｃ/4ｃ　15111905　Outline　PDF advance　処理2　サイズ：197Ｘ280
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●特徴

●手元で簡単にシャワーを ON・OFF。

　お使いのシャワーを「ストップ機能付き」にできます。

●約 20％の節水率。ストップ機能で節水効果さらに UP。

●ボタン位置を自分好みに配置可能。

　（シャワーヘッドを 360 度回転させることができます）

●取付け簡単。工具不要で取付けられます。

●取付け可能な水栓メーカー

●節湯効果

●商品概要

 （HVS）　TOTO　LIXIL（INAX）　SAN-EI　KAKUDAI

●取付けできない水栓メーカー
MYM　　KVK　　ガスター等　上記以外のメーカー

1 年間で 12,000L の節水 1 年間でお風呂 60 杯分

水道光熱費 1 年間で

10,000 円のお得
1 年間で CO2 87kg 削減

キッチン
kitchen

ストップアダプター
SH214-AD　20/100
包装サイズ：95×150×25（BP）
重量：50g
JAN コード：4997543140019
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

ご使用の
シャワーヘッドに
そのまま取付け

できます。
360度
回転

4 997543 140019
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●特徴

シャワー

マッサージ

シャワー・
マッサージ

ミスト

一時ストップ機能

●直径約 12 センチのデカヘッド。

●メタル調でスマート。

●「シャワー」・「マッサージ」・「シャワー・マッサージ」

　「ミスト」・「一時ストップ機能」付きです。

●ヘッド構造と一時ストップ機能で節湯 30％。

●勢い 40％UP（数値は当社従来品との比較値）。

　低水圧でも勢いしっかり。

キッチン
kitchen

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

●取付け可能な水栓メーカー

《そのまま取付けできるメーカー》

●節湯効果

●商品概要

MIZSEI    （HVS）　TOTO 　SAN-EI　LIXIL（INAX）　KAKUDAI　TBC　ミズタニ　スギヤマ

《付属のアダプターで取付けできるメーカー》 KVK　MYM

5way デカヘッドメタルシャワー
SH208-5T　1/20
包装サイズ：150×295×70（BP）
重量：300g
JAN コード：4997543082531
材質：ABS 樹脂・EPDM・シリコン

1 年間で

26,000L の節水

1 年間で

お風呂 130 杯分

水道光熱費 1 年間で

21,000 円のお得

1 年間で

CO2 186kg 削減

4 997543 082531

5Wayデカヘッドメタルシャワー　裏　4ｃ/4ｃ　15111905　Outline　PDF advance　処理2　サイズ：197Ｘ280
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●特徴

マッサージ 一時ストップ機能

●メタル調でスマート。

●「シャワー」・「マッサージ」・「シャワー・マッサージ」

　「一時ストップ機能」付きです。

●ヘッド構造と一時ストップ機能で節湯 30％。

●低水圧でも勢いしっかり。

　勢い 40％UP（数値は当社従来品との比較値）。

キッチン
kitchen

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

●商品概要

MIZSEI    （HVS）　TOTO 　SAN-EI　LIXIL（INAX）　KAKUDAI　TBC　ミズタニ　スギヤマ

KVK　MYM

4way メタルシャワー
SH208-4T　1/20
包装サイズ：120×295×70（BP）
重量：190g
JAN コード：4997543082524
材質：ABS 樹脂・EPDM・シリコン

●取付け可能な水栓メーカー

●節湯効果

1 年間で

26,000L の節水

1 年間で

お風呂 130 杯分

水道光熱費 1 年間で

21,000 円のお得

1 年間で

CO2 186kg 削減

《そのまま取付けできるメーカー》

《付属のアダプターで取付けできるメーカー》

4 997543 082524

シャワー

シャワー・マッサージ

4Wayメタルシャワー　裏　4ｃ/4ｃ　15111905　Outline　PDF advance　処理2　サイズ：197Ｘ280
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●特徴

●「シャワー」・「ミスト」・「シャワー・ミスト」

　「一時ストップ機能」付きです。

●ヘッド構造と一時ストップ機能で節湯 30％。

●低水圧でも勢いしっかり。

　勢い 40％UP（数値は当社従来品との比較値）。

キッチン
kitchen

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

●商品概要

MIZSEI    （HVS）　TOTO 　SAN-EI　LIXIL（INAX）　KAKUDAI　TBC　ミズタニ　スギヤマ

KVK　MYM

4way ミストップシャワー
SH210-4T　1/20
包装サイズ：120×295×70（BP）
重量：190g
JAN コード：4997543103076
材質：ABS 樹脂・EPDM・シリコン

シャワー

シャワー・ミスト

ミスト 一時ストップ機能

●取付け可能な水栓メーカー

●節湯効果

1 年間で

26,000L の節水

1 年間で

お風呂 130 杯分

水道光熱費 1 年間で

21,000 円のお得

1 年間で

CO2 186kg 削減

《そのまま取付けできるメーカー》

《付属のアダプターで取付けできるメーカー》

4 997543 103076
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●特徴

●直径 10 センチの散水面で、シャワー水流の幅が

　広く気持ちいい！

●「毎分 9L タイプ定流量弁」内蔵で約 20％の節湯。

●水圧が強い場合でも、またハンドルを大きく開いても

　毎分 9L 以上のシャワー流量はカットします。

●シャワー流量が物足りない場合は、定流量弁を取外して

　使用してください。

●メタル調でスマートなのにヘッドがちょっとでかい！

キッチン
kitchen

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

《そのまま取付けできるメーカー》

●商品概要

MIZSEI    （HVS）　TOTO 　SAN-EI　LIXIL（INAX）　KAKUDAI　TBC　ミズタニ　スギヤマ

《付属のアダプターで取付けできるメーカー》 KVK　MYM　ガスター　INAX（バランス釜）

ちょいデカシャワー
SH212M　1/40
包装サイズ：120×295×55（BP）
重量：180g
JAN コード：4997543123586
材質：ABS 樹脂・EPDM・シリコン

定流量弁内蔵

●取付け可能な水栓メーカー

●節湯効果

1 年間で

16,000L の節水

1 年間で

お風呂 80 杯分

水道光熱費 1 年間で

13,000 円のお得

1 年間で

CO2 115kg 削減

4 997543 123586
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●特徴

シャワー 一時ストップ機能

●手元ストップ機能付き。

　水流がピタッと止まる完全止水方式。

●小さくて、細くて、軽くて、使いやすい。

●ヘッド構造と一時ストップ機能で節湯 30％。

●低水圧でも勢いしっかり。

　勢い 40％UP（数値は当社従来品との比較値）。

※低水圧用シャワーです。水圧が 0.3MPa 以上の場合、急閉止によりホースが

　破損することもありますので、調圧弁（別売）をご使用ください。

キッチン
kitchen

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

●商品概要

MIZSEI    （HVS）　TOTO 　SAN-EI　LIXIL（INAX）　KAKUDAI　TBC　ミズタニ　スギヤマ

KVK　MYM

ピタッと節水シャワー
SH214　1/50
包装サイズ：120×295×55（BP）
重量：90g
JAN コード：4997543140552
材質：ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・SUS

●取付け可能な水栓メーカー

●節湯効果

1 年間で

26,000L の節水

1 年間で

お風呂 130 杯分

水道光熱費 1 年間で

21,000 円のお得

1 年間で

CO2 186kg 削減

《そのまま取付けできるメーカー》

《付属のアダプターで取付けできるメーカー》

4 997543 140552
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当社調べ

●特徴

●洗濯機と風呂水吸水ホースの間に取付けるだけで、

　残り湯を除菌します。

●残り湯に溶けた除菌剤が、洗濯槽のカビやバクテリアの

　発生を防ぎます。

●残り湯で洗濯した場合の気になるニオイを抑えます。

●残り湯中のゴミもキャッチします。

●カートリッジ 1 個で約 1 ヶ月使えます。

　（気温、水温、水量などにより使用期間が変動します）。

●取付け可能な洗濯機メーカー

●節水効果

●商品概要

キッチン
kitchen

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

※供試菌：Escherichia coli（大腸菌）
※財団法人岐阜県公衆衛生検査センターにて。

残り湯除菌フィルター
通水前

〈除菌性能〉

【残り湯使用による節約水量（1 年間）】
72L×1 回 / 日 ×365 日＝26,280L
・洗濯一回の平均使用水量：72L
・洗濯回数：1 回 / 日

〈試算条件〉

単位：cfu/ml

360,000
（3.6×105）

成　　分

〈仕　様〉

抗菌剤、オレンジオイル、
有機酸（溶剤調整）、香料

液　　性 弱酸性

カートリッジ内容量 16.5g

残り湯除菌フィルター
通水後

1未満
（1.0×100未満）

残り湯除菌フィルター
SN212　6/60
包装サイズ：95×195×50（BP）
重量：310g
JAN コード：4997543123678
材質：ASA 樹脂・POM 樹脂・
　　　EPDM・シリコン

残り湯除菌フィルターカートリッジ (2 個入 )
SN212-K　10/100
包装サイズ：95×170×40（箱）
重量：35g
JAN コード：4997543123685
材質：抗菌剤・オレンジオイル・
　　　有機酸 ( 溶剤調整 )・香料

●上記ホース品番以外の風呂水吸水ホースを使用する洗濯機には取付けできません。

●上記ホース品番は洗濯機のカタログや取扱説明書に「別途部品」として記載されています。

●シャープ製洗濯機ふろ水ポンプ内蔵タイプは、形状が合わないため取付けできません。

洗濯機メーカー 各社部品名 各 社 ホ ー ス 品 番

三　菱 風呂水ホース ＭＡＷ-ＦＲ1（部品コードNo.Ｍ10000830）

サンヨー 風呂水吸水ホース 617 299 4550　617 271 0488　617 210 5734

パナソニック ふろ水ポンプホース ＡＸＷ2Ｋ-ＶＰ10

日　立 風呂水吸水ホース ＮＷ-9S3 028　ＮＷ-9S3 026　ＮＷ-9S3 029

東　芝
お湯取りホース 42040649　42040648

※東芝の洗濯機の場合は、付属のOリングを付け替える必要があります。

1 年間で 26,280L の節水 1 年間でお風呂 131 杯分

1 年間で 6,900 円のお得 1 年間で CO2 6kg 削減

4 997543 123678 4 997543 123685

バイ菌

バイ菌

バイ菌

除菌！
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●特徴

●気になる音も「流水音」で解消！プライバシーを守ります。

●2 度流しの防止で節水効果抜群です。

●タッチレスでカンタン操作。不要な時には流水音が

　止められる「STOP」ボタン付きです。

●音量の調節も可能。お好みの音の大きさで設定できます。

　（最大 80db）

●電池の盗難防止・音量のいたずら防止もばっちりです。

　電池ケース・音量調整部分とも本体内部に配置しており、

　工具（マイナスドライバー等）がないとフタが開かない構造です。

●取付け方法は「両面シール」と「ビス止め」の 2 通りが

　選べます。

●節水効果

●商品概要

キッチン
kitchen

洗面・トイレ
lavatory

お風呂
bath

流音 (RYUON)
TS210　1/24
包装サイズ：200×87×35（化）
重量：300g
JAN コード：4997543103090
材質：ABS 樹脂

※電池は付属しておりません
　（単 3 乾電池 x3 本）

音量調節ビス

電池ケース

＋

－
volume

1 年間で 68,900L の節水 1 年間でお風呂 345 杯分

1 年間で 18,000 円のお得 1 年間で CO2 15.8kg 削減

手をかざすと流水音が
約30秒間流れます。

不要な時は音を止める
ことができます。

4 997543 103090

〈本体内部〉

【流音設置前使用水量（1 年間）】
2.3 回 × 約 13L/ 回 ×5 回 / 人・日
　　　　×265 日 ×5 人＝198,087.5L

【流音設置後使用水量（1 年間）】
1.5 回 × 約 13L/ 回 ×5 回 / 人・日
　　　　×265 日 ×5 人＝129,187.5L
・5 人の女性が働くオフィスを想定
・使用人数：5 人
・年間稼動日数：265 日
・洗浄回数：女性 2.3 回（流音使用前）　
   女性 1.5 回（流音使用後）

〈試算条件〉当社調べ
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