T-KBE-2030S-A4 BAF
家庭用

お客様相談窓口

日本国内専用 Use only in Japan

ウルトラファインバブルシャワーヘッド

KBE-2030

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

ナビダイヤル

（全国共通番号）

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

取扱説明書

0570（07）5555

TEL. 06
（6262）
3561 FAX. 06
（6268）
1432

修理に関するお問い合わせ

ご使用前に必ずお読みください。

東日本修理センター

ナビダイヤル

（全国共通番号）

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190

保証書付

西日本修理センター

0570（05）8888

TEL. 048
（718）
3340 FAX. 048
（718）
3350
ナビダイヤル

（全国共通番号）

0570（05）8888

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06
（6613）
3145 FAX. 06
（6613）
3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター
このたびはウルトラファインバブルシャワーヘッドをお買い上げいただき、まこと
にありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱
説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読
みになられたあとも、大切に保管してください。

ナビダイヤル

（全国共通番号）

0570（00）3211

■IP電話などからご利用いただけない場合
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06
（6613）
3211 FAX. 06
（6613）
3299

受付時間：平日9：00〜17：30

（土･日･祝日･夏期休暇･年末年始を除く）
〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06（6262）3561 FAX. 06（6268）1432

2021年7月現在（所在地、電話番号などについては変更
がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

★1H

安全上のご注意
安全上のご注意

各部のなまえ

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い
ください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いに
なる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意
事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱い
をすると生じることが想定される内容を「注意」として区分しています。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意

誤った取り扱いをしたときに、軽傷を負うかまたは
物的損害が発生する可能性があるもの

付属品
アダプター A×1

施工・取扱説明書 ×1

アダプター B×1

シャワー
ヘッド×1

注意
注意

取付条件

・ 使いはじめの時は、必ず温度を確かめてください。
・ 配管設備（給水・給湯圧力の差が大きいなど）によって水圧変動が起こり、 最高使用温度：60℃
使用水圧：0.1MPa( 流動時）〜 0.5MPa( 静止時）
使用中に湯温が急上昇することがあります。やけどのおそれがありますの
で、ご注意ください。
シャワー
水圧が高い場合
エルボ
・ やけどのおそれがありますので、ツーバルブ混合栓では使用
●水圧が 0.3MPa 以上の場合、水圧により
しないでください。
シャワー板がはずれるおそれがあります
・ 家庭用シャワー水栓用です。用途以外は使用しないでください。
ので、SANEI 製調圧弁（PV710F) を
・ 止水後、水滴がしばらく落ちることがありますがシャワー
ご使用ください。
ヘッド内の残留水であり、異常ではありません。
・ バランス釜には使用できません。

取付方法
取付方法

アフターサービスについて
1. 保証書

シャワーヘッドを取り付ける

● この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお
読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

※シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、
ゴム手袋などを使うと、外しやすく
なります。
※LIXIL（INAX) 社製のストップシャワー
ホースなど一部ヘッドが取り外せない製品
がございます。外せることをご確認ください。
※工具を使用したり、斜めにねじ込むとねじ
山が潰れ、接続できないことがあります。

2. 修理を依頼されるとき

● 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、
お客様のご要望により有料修
理いたします。

各メーカーの取り付け方
■そのまま取り付けられるメーカー
オーリング

●SANEI●TOTO
●LIXIL(INAX) バランス釜以外
●KAKUDAI●TBC●YUKO
●ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス
の一部製品
●MYM の一部製品

■別売の SANEI 製アダプター（PT250-9）で
取り付けられるメーカー
●リンナイの一部製品
●ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品

（そのまま取り付けできない場合）
※形状によっては上記にあてはまらない場合があります。

※SANEI 製調圧弁を付ける
空間があるか確認ください。

■付属のアダプターで取り付けられるメーカー
オーリング

3. 補修用性能部品の保有期間

● ウルトラファインバブルシャワーヘッドの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式
会社「修理センター」にお問い合わせください。
お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客
様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者へ
の開示は行ないません。
〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目
的として使用させていただきます。
なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施さ
せるとともに適切な管理・監督をいたします。

使い方

シャワーヘッドからの水滴について
止水後、シャワーヘッドから水滴がしばらく落ちる事があります。
これはシャワーヘッド内の残留水であり、一定時間だけの現象であれば異常では
ありません。下表を参照し、それぞれの現象に合った対処を行ってください。

レバー操作で水流を切り替える

水滴の
位置

対処

考えられる要因

シャワーヘッド
をよく振る

使用後の水がシャワー散水板の
表面張力により滞留しています。
振動や浴室ドアの開閉による気圧
の変化などにより表面張力が弱く
なり、ポタポタと流れ出ることが
あります。
気圧の変化など
快適にお使いいただくために

シャワーヘッドを浴槽や洗面器に浸ける
などすると、シャワーヘッドの隙間から
水が浸入することがあ
ります。この水が外装
部の隙間から流れ出る
ことがあります。

シャワーヘッド
をよく振る

水の浸入

お手入れ
本体外側の汚れ「
①柔らかい布で水拭きして、
よくしぼった布で汚れを拭き取る。
※汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水拭き
して、
よくしぼった布で汚れを拭き取る。
次のものは使用しない
変色や傷みのおそれがあります。

注意

（図は組付けた状態）

オーリング

押えパーツ
（1個）

●酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類
※特に酸性洗剤はメッキを侵します。
●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
●クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
●ナイロンたわし・メラミンフォームなど

シャワー板の汚れ

⑤オーリングがはみ出さないように
部品を組付ける。

③精密ドライバー等で
押えパーツ（1個）
・
噴霧ガイド（6個）
の順にはずす。

噴霧ガイド
（6個）

⑥反時計回りに回してシャワー板を
組付ける。
⑦クリップを取り付ける。

★小さいパーツがあります。紛失・破損には十分
ご注意ください。

⑥

シャワー板の穴が詰まり、水流が乱れたり、出にくくなった場合は、シャワーヘッ
ドをホースから取りはずして歯ブラシなどで掃除してください。
①クリップを引き抜く。
②シャワー板を矢印の
方向へ回してはずす。

⑦

②
①

④汚れを洗い流す。
●使いはじめの時は必ず温度を確かめてください。
●止水後、水滴がしばらく落ちることがありますがシャワーヘッド内の残
留水であり、異常ではありません。

ウルトラファインバブルシャワーヘッド
保証書 持込修理

【保証・無料修理規定】

※ この保証書は、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。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に
対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等に
ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または本書の「修理センター」にお問い合わ
せください。
※ 保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧
ください。

KBE-2030

型番
お買い上げ年月日

年

見

対象部分

無料修理
保証期間

本

お名前
ご住所

販売店

修理メモ

本書は、本書記載内容（裏面）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の
上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

お客様

１．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、
無料修理致します。
２．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買
い上げの販売店にご依頼ください。
３．ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合
には、本書の「修理センター」ヘご相談ください。
４．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ） 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。
（ロ） お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（ハ） 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への塔載）に使用された場合の
故障及び損傷。
（ホ） 本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換
えた場合。
５．保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
６．本書は日本国内においてのみ有効です。Eﬀective only in Japan.
７．本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

体

月

本

日

期間（お買い上げ日より）

1年
様

〒
TEL

店名・住所・電話

★販売店の皆様へのお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町 3 丁目 3 番 7 号 TEL06（6262）3561

