
使いかた

※シャワーを上部から見た時に中心にあたる表示の水流になります。
※「ストップ」は完全に止水しませんが故障ではありません。水栓側での止水
忘れ防止のため0.3L/minの水が出ます。

※使用後は、必ず水栓側で水を止めてください。

《水流の切替方法と一時止水について》

《 水道水 ・ 除塩素 の切替方法》

水道水 ・ 除塩素  切替部を回す。

●	シャワーの湯水が目や口に入っても無害ですが、飲料用として使用し
ないでください。
●	水道工事中などで赤水が出ているときは使用しないでください。
　カートリッジの目詰まりの原因になります。
●	水圧の高い所での使用は、吐水量を絞って使ってください。
　故障や破損の原因になります。
　また、カートリッジ寿命を短くする原因になります。
●	水圧の低いところでは、湯温が安定せず使えないことがあります。
●	ストップは完全に止水しませんが、故障ではありません。
●	シャワーからの水タレはシャワーヘッド内部の残留水が水栓側での止
水忘れ防止のため約0.3L/minの水が出ます。シャワーを使い終わっ
たら水栓側で必ず止水してください。故障ではありません。
●本品を廃棄する時は「不燃ごみ」としてお取扱いください。

① 現在お使いのシャワーヘッドを
ホースから外す。
シャワーヘッドがゆるまない場合は、ゴ
ム手袋などを使ってゆるめてください。

JOWER取扱説明書
■このたびはJOWERをお求めいただきまして、
誠にありがとうございます。この説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
■この説明書は、大切に保存しておいてください。

　ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に
必ず保存してください。
●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほ
かの人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろ
いろな表示をしています。その表示と意味は次のようになってい
ます。

表　示 意　　味

警告
この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症
を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、損害または、物的損
害が発生する可能性があることを示しています。

安全上の注意

使用上の注意 シャワーヘッドの取付方法

各部のなまえ警　告

禁止

シャワーヘッドには熱湯（60℃以上）を通さない
シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。
シャワーを浴びる場合は、安全のため、45℃以下の適温でご使用ください。
2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで使用する場合、給湯機の給湯温
度は42℃より高温で使用しない
やけどをするおそれがあります。

必ず実行

吐水状態を切り替えた場合、必ず手で適温であることを確かめる
やけどをするおそれがあります。吐水状態の切り替えを行ったときに、温度が
高くなることがありますのでご注意ください。
台所用瞬間湯沸器には取付けない
湯温が安定せずやけどをしたり、シャワーヘッドの故障の原因になります。

注　意

禁止

顔には、マッサージ吐水をしない
直接、目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。
金魚や熱帯魚など、魚類の飼育水としては使用しない
魚に影響を及ぼすおそれがあります。
シャワーヘッドを乱暴に床に置いたり、落としたりしない
破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
凍結させない
破損や変形により、水漏れの原因となります。
使用済みのカートリッジは他の用途に使用したり、分解しない
小さな部品がありますので、お子様が誤って飲み込むなどのおそれがあります。

必ず実行

給水圧が高い地域でマッサージ吐水を使用するときは、確実に手などで支持し
て使用する
床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがを
する場合があります。

「ストップ」機能の使用後は、必ず水栓側で水を止める
シャワーの「ストップ」機能にて、長時間水を止めた場合、シャワー散水板か
ら水漏れや、シャワーホースが破裂する可能性があります。
水圧の高いところでは使用開始時、水栓はゆっくり開ける
シャワーヘッドがシャワーハンガーからはずれ、けがをするおそれがあります。
1週間以上使用しないときは、カートリッジを抜きホース内の水を捨てる
雑菌が繁殖するおそれがあります。
シャワー使用中、肌にかゆみなどを感じた場合は使用を中止し、医師に相談す
る
逆流防止機構（逆止弁）の付いていない混合栓には使用できません
湯水の逆流により湯水混合栓と給湯設備が破損する恐れがあります。

JOWER　保証書
本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合、下記記載
内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

無償修理規定
1.	 保証期間（お買い上げ後1年間）内に、取扱説明書等の注意
書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料で修理
致します。ただし、正規販売店以外の店舗で購入された場合
には、無償修理に応じられない場合がございますので、ご留意
ください。

2.	 お手数ですが、お客様ご本人が所定事項の記入、及び記載内容
をご確認いただき、大切に保管してください。

3.	 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品
と本保証書を裏面住所まで郵送してください。

4.	 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変による故障及び損傷。
④本書のご提示がない場合。
⑤一般家庭用品以外にご使用の場合の故障及び損傷。
⑥消耗品（パッキン等）の交換。

5.	 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に
保管してください。

6.	 本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理
をお約束するものです。従って、この本保証書によって、お客様
の法律上の権利を制限するものではありません。

7.	 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
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切替レバーを回す。

ストップ

中心

シャワー マッサージ

切替レバー

ストップ

シャワー水流

マッサージ水流

「ストップ」・「シャワー
水流」・「マッサージ水
流」の3つを切替えるこ
とができます。

「・」と使いたい水の印刷表示をしっかりと合わせてください。
浴槽などの清掃時には「水道水」に切替えて使用すると、濾材の無
駄使いがなくなり効率よく使用できます。
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交換時期表示ダイヤル

シャワー吐水口

マッサージ吐水口

切替レバー

カートリッジ

水道水・除塩素 切替部

シャワーホース取付部（Ｇ½ねじ）

シャワーグリップ

次回交換月に表示ダイヤルを合わせます。

ソフトな水流でヘアケア・スキ
ンケアに最適です。

強い水流で肌に刺激を与え、マッ
サージします。

マッサージ水流、シャワー水流とストップ
機能の切替えを行います。

「水道水」と「除塩素水」の切替機能が付いていま
すので、浴槽などの清掃時には「水道水」に切替
えて使用すると、濾材の無駄使いがなくなり効
率よく使用できます。

取付部のネジサイズはＧ½です。ネジが合わない
場合は左記のアダプターを使用することにより
既設シャワーホースに対応できます。

60℃までの高温にもお使い頂けます。

ホース金具

G½ねじ

② JOWERを取付ける。
今お使いの水栓メーカー名から下図より
アダプターの選択をしてください。

アダプター
不要

TOTO
INAX
SAN-EI
KAKUDAI
MIZSEI（HVS）　他

MYM KVKメ
ー
カ
ー
名

KVK用
アダプター

MYM用
アダプター

G１／２ W23山14 M22×P2.0

※その他特殊なネジサイズのものには
お取付けできません。

本製品の取付けネジサイズはG½です。
取付け可能なメーカー品でも一部特殊なネジサイ
ズもあります。ご購入前にシャワーホースのネジ
サイズをご確認ください。

水道水 除塩素



品　　番

保証期間 本体お買い上げ日より1年間

お買い上げ日 　　　　　年　　　月　　　日

お 客 様

ご住所

お名前

電話　　　（　　　）

販 売 店

住所・氏名

電話　　　（　　　）

仕　様

いつまでも美しさを保つために柔らかい布で水拭きをしてください。
※酸性洗剤・アルカリ性洗剤を使用しないでください。本体の割れ・
変色のほかカートリッジの性能劣化の原因になります。

お客様窓口　〒501-2104  岐阜県山県市東深瀬94-2
　　　　　　TEL 0581-23-4132　受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日は除く）

URL　https://www.mizsei.co.jp/

商　品　名：JOWER
形　　　態：シャワーヘッド型
シャワーヘッド材質：ABS樹脂
カートリッジ材質：ABS樹脂　他
濾材の種類：繊維状活性炭+ヤシガラ活性炭

◎	シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。
◎	凍結のおそれがある場合は、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、次の処置
を実施してください。
1.シャワーの切替レバーが“ストップ”のところにないことを確認
して、ホースの水を抜く。
2.シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る。
3.床に置く。（シャワーヘッドやホース内の水が全て抜けるようにする
ため）

※『お買い上げ日』につきましては、領収証等、
それを証する書面を添付してください。

②プラスドライバーを用いて内部の
ビスと白いナットを外します。
※部品を紛失しないよう注意して
ください。

①ビスキャップの溝にマイナス
ドライバーを差し、手前に引き上
げ、ビスキャップを外します。

⑤散水板の周りにある水垢や汚れた
部分をブラシで掃除をしてくだ
さい。汚れがひどい場合等、必要
に応じて重曹を用いて洗浄して
ください。

⑧丸枠内の切替えレバーが中心に
くるように合わせ、②で外した
ビスを白いナットに通してから
中央の穴に取付けてください。

③散水板セットを取外します。
　※左図矢印A、B、C、Dの4
箇所の部品の紛失や、部品が外れ
てしまわない様に気をつけて
ください。水漏れの原因になり
ます。

⑥切替レバーを散水板に取付け
ます。
　※散水板のEの穴と切替レバー
のFのレバーが垂直になる様に合
わせ、切替レバーのGとHの穴
に散水板の爪がくるように押し
はめてください。

⑨ビスキャップを中央の穴にはめ
込み、取付けてください。

④散水板セットを図のように矢印
の方向へ力を入れて引き上げ、
散水板セットから切替レバーを
外します。

⑦散水板セットを本体にはめ合わせ
ます。
　※③の図のA、B、C、Dの4部品
が外れていないことを確認して
ください。
　※この時点で、取付けは完了しま
せん。

ビス
キャップ

ビスを通した
ナット

A

CB

●カートリッジの寿命は1年間です。
1人でご使用の場合　約12ヶ月
4人でご使用の場合　約3ヶ月
が交換時期の目安となります。
●カートリッジの寿命は使用量および地域ごとの水圧・水温・水質に
よっても異なります。
●ダイヤルで表示する次回交換月はあくまで目安です。目詰まりし、
流量が著しく低下した場合や、カルキ臭がしてきた場合はカート
リッジをお取替えください。

① シャワーヘッドを
矢印の方向に回し
て外します。

② 使用済みのカートリッジを引
き抜いて外し、新しいカート
リッジを差し込みます。

シャワーヘッド

グリップ

使用済み
カートリッジ

新カートリッジ

位置合わせ目印

③ シャワーヘッドを矢印の方向に回して
締め付けて下さい。

　 その際、ヘッド部にある「位置合わせ
目印」を揃えるようにして下さい。

※それ以上強く締めすぎるとヘッドやグリップ
が割れたり、外れなくなる場合があります。

カートリッジ交換方法

シャワー散水板のお手入れ方法

お手入れのしかた

凍結予防のしかた

警　告

必ず実行

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う
部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

（凍結が予想される場所でご使用になる場合）

カートリッジ交換の目安
使い始めに、シャワー上部
にある「交換時期表示ダイヤ
ル」をコインなどで回転さ
せ、「▼」のマークに次回交換
月を合わせます。
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「▼」とダイヤル上の
数字を次回交換月に
合わせます。

マイナス
ドライバー

散水板

ビスと白い
ナット

ビスキャップ

散水板セット切替レバー

散水板セット

本体

散水板

ブラシ

本体

散水板セット

A白色の樹脂部品
　（内部にバネが入っています）
B黒色の部品
　（内部にバネが入っています）
C黒色のOリング
　（内部にバネが入っています）
D黒色のOリング

D

E

HG

F


