ゼンケンお風呂用浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容により無償修理を行う
ことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。
お客さまにご記入いただいた保証書の写し情報は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検
活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

１年

保証期間

お買い上げ日より

品名／型式

アクアセンチュリー・レインボー／ CCF-151S

お買上げ日

年

CCF-151S

アクアセンチュリー・レインボー

（カートリッジ・ホースを除く）

月

取 扱 説 明 書

日

〒
ご住所

お客様

フリガナ

電話

お名前

お買い上げ店

この度は本製品をお買上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、お読みいただいたあとは。大切に保管してください。

●住所
●店名
●電話

※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください

交換用カートリッジ型式
C-CCF-151S

保証規定
①保証期間内に取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と
本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容に基づき、無料修理いた
します。
②ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合は、下記へご相
談ください。
③保証期間内でも、次の場合には有償修理となります。
イ．消耗品であるカートリッジの交換
ロ．使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
ハ．火災、地震、水害、落雷その他の天変地異、公害による故障および損傷
二．本書の提示がない場合
ホ．本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
④本書は、日本国内においてのみ有効です。
⑤お客様のご事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する実費を申し受けます。
※本書の内容ならびにご不明の点は、お買上げの販売店またはゼンケンサービス係までご相談ください。

株式会社 ゼンケン

東京
大阪
福岡

〒112-0002
〒532-0011
〒810-0074

http://www.zenken-net.co.jp

東京都文京区小石川 1-28-1
大阪市淀川区西中島 3-23-15
福岡市中央区大手門 2-5-10-101

ゼンケンサービス係

修理メモ欄

CCF-151S

TEL.(03)5840-8270
TEL.(06)6304-9535
TEL.(092)738-8668

0120-135232

※C-CCF-150S は旧型式品です。
お間違いの無いようにご注意
ください。
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各部の名称

取り付けイメージ

［本体］

ステンレスカバー

ステンレス本体

樹脂台上部カバー
給水ノズル
（水栓側に接続、G1/2 ネジ）

シャワーホース及び
シャワーヘッドは現在
お客様がご使用中の
ものをご使用ください。

［8 ページ］

ロック

樹脂台下部カバー

シャワーホース

［給水ホース］

水栓側シャワー
ホース接続部

（ゴムパッキン付）

固定ナット [G1/2]

A

給水ノズル
固定ナット [G1/2]（給水ホースにつなぐ）

ご使用になる前に

ご使用になる前に

吐水ノズル（中央）
（シャワー側に接続、G1/2 ネジ）

ネジが合わない場合、
ここに別売の混合水
栓用アダプターを
取り付けます

A

滑り止め
底フタ

［ステンレスカバー固定］

［ステンレス本体内部］
カートリッジ

ネジが合わない場合、
ここに別売のシャワー
ホース用アダプター
を取り付けます

［8 ページ］

■パッケージの内容

金属バンド
ストッパー

［本体］

固定ナット
吐水ノズル （中央）
( シャワーホース側）
（シャワーホースにつなぐ）

ネジ

本体用パッキン

・本体

・・・１個（カートリッジ装着済み）

・補助吸盤

・・・２個

・給水ホース
・取扱説明書

・・・１本（ゴムパッキン２個付き）
・・・１部（保証書付）

・カートリッジ交換ラベル・・・１枚
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ご注意ください
ご使用になる前にこのページの注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる人や、他の
人々への危険や財産への損害を未然に防止するためのものです。
●注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いによって「警告」「注意」の２つに
区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

［図記号の意味］

それ以外は取り付けないでください。また、吐水側をふさがないでください。
・浴槽への給湯とシャワーの目的以外には使用しないでください。
特に、飲料水用や養魚用などには使用しないでください。

この記号は、警告・禁止を促す内容があることを告げるものです。
この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
この記号は、行為を強制したり、指示する内容を示すものです。

注意

・本体の吐水側ノズルにはご使用のホースとシャワーヘッドを取り付けてください。

この表示を無視して誤った取扱をすると、
人が障害を負う可能性、また物的損害が
想定される内容を示しています。

・同梱の部品及び指定の部品以外は使用しないでください。
・水道本管に直接本製品を取り付けないでください。
（水圧の為に本体が破損するおそれがあります）

・海外での取り付けおよび使用はしないでください。
（海外用として設計していません。）

・本体は床など安定したところに置いてください。
・ホースの接続は手で締め付けるか、スパナやプライヤーなどの工具を
用いてください。水が漏れる可能性があります。

ご使用になる前に

ご使用になる前に
A

■お取り付けに際して

A

・補助吸盤は取り付けられる面に、正しく取り付けてください。
（補助的なものですので、正しく安定して取り付けているかよくご確認ください。）

■お取り付けの前にご確認ください
・水道水などの水質基準に適合した水を用いる給湯器の
水栓に取り付けてください。

※水圧の低い所では、湯温が熱くなったり冷たくなったり安定せず、
使用できない場合があります。

・「シャワーで浴槽への給湯をしないでください」などの表示のある
給湯器には取り付けないでください。

・元止式の瞬間湯沸器には接続しないでください。
（元止式の瞬間湯沸器とは、湯沸器本体のノズル（パイプ）からお湯が出る
タイプで、シンクの上などに設置される簡易型の湯沸器です。）

●吸盤の取り付けができる面・できない面
●吸盤の取り付けができる面

光沢のあるすべすべした面
・タイル（吸盤より大きいサイズ）
・プラスチック（ユニットバス等）
・ホーロー・ステンレス・金属装飾面
・鏡・ガラス等

●吸盤の取り付けができない面

・木・砂壁・クロス壁・コンクリート壁
・しっくい・モルタル
・スリガラス等凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある所
・ピンホール（目に見えない極小の穴）のあるタイル等

・洗面化粧台には使用しないでください。

・電気温水器などの貯湯式給湯器やバランス釜には使用しないでください。
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ご注意ください
■ご利用に際して
・使い始め及び長期間使用しない場合は、以下の操作を行ってください。
・使い始め

・約 30 秒以上通水してからお使いください。

・３日以上お使いにならなかった場合

・約３分以上通水してからお使いください。

・カートリッジを外して冷蔵庫に保管してください。
・保管後、再びご使用になる際は、約３分程度通水してからお使いください。

・本製品は５０℃以下の温水でご使用ください。
※５０℃以下のお湯でも直接肌に触れているとヤケドするおそれがあります。

・半日以上たった浴槽の水は使用せず、すべて捨てて洗い流し、
その後浴槽内をよく洗い流してください。

・元止式の電気温水器についている水栓に接続してご使用の場合で、

・酸・アルカリ性の洗剤、漂白剤、シンナー、ベンジンがかからない
ようにしてください。

（本体の破損・変形・性能の劣化の原因になります。）

・火気に近づけないでください。
（熱により本体が変形し、故障の原因になります。）

・お湯を通水している時は、本体ステンレス部に触らないでください。
（お湯の温度によってはヤケドするおそれがあります。）

・本体を転がしたり、引きずったりしないでください。
また、使用中には本体を移動しないでください。

（特にお子様にはご注意お願いいたします。）

・水道工事などで赤水が出ているときには使用しないでください。
（カートリッジの早期目詰まりの原因になります。）

・使用後のカートリッジは速やかに廃棄処分し、幼児・子供が分解したり、

ご使用になる前に

ご使用になる前に
A

・２〜３週間以上お使いにならない場合

・使用中、肌にかゆみなど刺激を感じた場合は使用を中止してください。

A

口に入れたり、遊び道具としないようにしてください。

カートリッジの目詰まりで流量が少なくなった場合は、交換時期
の目安より前でも、早めにカートリッジを交換してください。

（元止式の電気温水器が破損するおそれがあります。）

・凍結に注意してください。

（凍結しそうな時は、カートリッジを取りはずすか、ステンレスカバー
を外して本体やカートリッジ内の水を抜いてください。）

・本体内に約 1.1 リットルの水（湯）が入っているので、温水が設定の
温度になるのに３０秒〜１分程度かかります。温水によるヤケドや
冷水にご注意ください。また、冬場は温水が出てくるまで時間がか
かりますので、シャワー温度に注意しながらご使用ください。
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■メンテナンスについて
・酸・アルカリ性の洗剤、漂白剤、シンナー、ベンジンを使わないでください。
汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤等を薄めた液を布にかけて、
かたく絞って拭いてください。

・ご自分で分解・修理・改造をしないでください。
・カートリッジは使用期限１年以内で交換してください。
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取り付け方
１．取り付け前の確認、準備

４．給水ホースの接続

●水質について

１．給水ホースの固定ナットを、水栓のシャワー
ホース接続口に取り付けてください。

・水道水など、水質基準に適合した水をご使用ください

●給湯器、混合水栓について

・元止式の瞬間湯沸器、電気温水器などの貯湯式給湯器やバランス釜には接続しないでください。
・「シャワーで浴槽への給湯をしないでください」などの表示のある給湯器には取り付けないでください。
・一部メーカーの温水混合水栓のシャワー吐出口に接続の場合、ご使用の水栓に合う市販のアダプ
ターをご利用ください。
※そのまま取り付けられる混合水栓のメーカー名については、次ページをご覧下さい。

・平らで、本体を横または縦置きできる場所に設置してください。
・縦置きの場合は、吸盤をしっかり取り付けできる壁が横に来る場所に設置してください。
・給水ホースの長さ（１m）で問題ない場所に設置してください。

※取り外しにくいときは、スパナ、プライヤーなどの工具をご使用ください。

エルボ
シャワーホース

●製品本体を所定の位置に、所定の形

（横置き、縦置き）で設置してください。
・床など安定した場所に設置してください。
・横置きの場合、樹脂の台が置かれる床の部分を
掃除してきれいにしてにして置いてください。
・縦置きの場合、補助吸盤を取り付ける壁を掃除
してきれいにし、補助吸盤で本体と壁を
固定してください。
また、イラストに示すように本体底部の樹脂の
台が置かれる床の部分を掃除してきれいにして
ください。
・給水ホースの長さは１m ですので、給水ホース
が届く範囲に設置してください。
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給水ノズル

A

５．シャワーホースの取り付け

後ろから見た図

３．製品本体の設置

※ゴムパッキンを忘れない
ようご注意ください
給水ホース

・SANEI…三栄水栓製作所
・LIXIL（INAX）
・KAKUDAI…カクダイ
・MYM
・YUKO（一部）
本製品は、管用平行ネジ（G1/2）に対応しています。
その他の規格のネジに取り付ける際には、ご使用の水栓に合う
市販のアダプターをご利用ください。

●既設のシャワーホースを水栓から取り外してください。
右図のように水栓のシャワーホース接続口の
エルボは外さないでください。

固定ナット

★そのまま取り付けられる混合水栓のメーカー名

２．既設シャワーホースの取り外し

注意！

２．給水ホースのもう片方の固定ナットを
給水ノズルに取り付けてください。

水栓側シャワー
ホース接続部

ご使用になる前に

ご使用になる前に
A

・固定ナットは手で締め付けるか、スパナ、
プライヤーなどの工具をご使用ください。
・ネジが合わない場合は、混合水栓用アダプター
をご利用ください。

・固定ナットは手で締め付けるか、スパナ、
プライヤーなどの工具をご使用ください。

●本体の設置場所について

ネジが合わない場合、
ここに別売りの混合
水栓用アダプターを
取り付けます

ネジが合わない場合、
ここに別売りのシャ
ワーホース用アダプ
ターを取り付けます

●シャワーホースの水栓接続側の固定ナットを
本体の吐水ノズルに接続します。

■縦置きの場合

■横置きの場合
補助吸盤
壁

壁

・本体の吐水ノズルにはシャワーホース
以外は接続しないでください。
・固定ナットは手で締め付けるか、スパナ、
プライヤーなどの工具をご使用ください。
・ネジが合わない場合は、シャワーホース用アダプター
をご利用ください。

６．確認
床

補助吸盤

床

補助吸盤取り付け位置
（樹脂台の底面部）

固定ナット
（水栓接続側）

※ゴムパッキンを忘れない
ようご注意ください

吐水ノズル（中央）

●通水して水漏れが無いか確認してください。

・漏れがある場合はパッキンの付け忘れが無いか確認し、

手で閉め直すか、スパナ、プライヤーなどの工具をご使用ください。
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使い方
１．湯水混合水栓の切替を「シャワー」にセットして
湯温を調節してください。
２．使い始めの水を捨ててください。

使い始め及び長期間使用しない場合は、以下の操作を行ってください。

●使い始め
・約 30 秒以上通水してからお使いください

●３日以上お使いにならなかった場合

・約３分以上通水してからお使いください。

●２〜３週間以上お使いにならない場合

・カートリッジを外して冷蔵庫に保管してください。
・保管後、再びご使用になる際は、約３分以上通水してからお使いください。

３．各使用方法にてご使用ください。
・シャワーの水温を確認してからお使いください。
※本体内に約 1.1 リットルの水（湯）が入っているので、温水が設定の温度になるの
に３０秒〜１分程度かかります。温水によるヤケドや冷水にご注意ください。

また、冬場は温水が出てくるまで時間がかかりますので、シャワー温度に注意しな
がらご使用ください。

●浴槽に給湯する場合
・浴槽のシャワーフックに取り付けて給湯したり、市販の吸盤式
シャワーフックを用いる等、工夫してご利用ください。

※お湯の飛び散りには気をつけてください。
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１．取り付け前の確認、準備
■お手入れの仕方
本製品を洗う場合、すべての部材に対して酸・アルカリ性の洗剤、漂白剤、
シンナー、ベンジンを使用しないでください。汚れがひどい場合は、中性
洗剤などを薄めた液を布にかけて、固く絞って拭いてください。また、タ
ワシなどの硬いもので磨いたり、傷つけたりしないでください。

■上手な使い方
●凍結に注意してください。

・凍結しそうな時は、カートリッジを取り外すか、本体やカートリッジ内の水を
すべて抜いてください。

●原水が汚れている場合には・・・

・原水が赤水などで一時的に汚れている場合は、カランでしばらく流水し、
原水がきれいになってからご使用ください。

●衛生的にお風呂をご利用いただくために・・・

・浴槽に入る前には、お尻をよく洗ってください。
※浴槽の大腸菌汚染のほとんどが、肛門部の洗浄不足によるものです。
・半日以上たった浴槽の湯は、すべて捨てて洗い流して、その後浴槽内をよく
荒い流してください。
※本製品を通過した水道水は残留塩素が減りますので、殺菌能力が低下します。
浴槽水はこまめに取り替えてご利用ください。

ご使用方法

ご使用方法
B

●シャワーをお使いの場合

お手入れの仕方、上手な使い方

B

★カートリッジ交換の目安

●カートリッジは、１年以内に交換してください。 （１日に 400L 使用した場合）
●カートリッジを使用し続けると、除去性能が低下していきます。
本製品の遊離残留塩素低減能力は 150,000L ですが、使用期間、ご使用の水質、
毎日のご使用状況により遊離残留塩素が浄水に少し残ることがあります。
●以下の場合はカートリッジの寿命が著しく短くなることがあります。
・集合住宅などで給水設備や配管が汚れている場合
・新しい給湯器、新しい配管の場合
・水道工事などで原水が汚れている場合
・水道配管が古い場合
・地域の水質が非常に悪い場合
※１年以内でも目詰まりで流量が少なくなってきた場合はカートリッジを交換してください。
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カートリッジの交換方法
１．前準備

５．新しいカートリッジを取り付けます
１．ステンレスカバーに新しいカートリッジ
を取り付けます

１．ホースナットを回してホースを取り外します
給水ホース

シャワーホース
ホースを取り外します

※手で取り外せない場合は、スパナ、プライヤー
などの工具をご使用ください

２．樹脂台を取り外します
１．ロックを取り外します
底側

２．樹脂台を取り外します

ノズル側

ネジ穴

取り付けネジ
パッキン

カートリッジを反時計回り
に回して取り外します

６．金属バンドを取り付けます
１．金属バンドを取り付けます

上

２．ステンレスカバーを取り付けます

本体用パッキンの入れ忘れに
ご注意ください

２．ストッパーを取り付け、ネジが
締まらなくなるまで締めてください

下
下の部分を指で取り外します
ノズル側の左右のロックを取り外します

※カートリッジ交換の際には底側を分解する必要はありません

上部、下部カバーを取り外します

１．金属バンドのネジを手で緩めます

２．ストッパーを取り外します

３．金属バンドを取り外します

金属バンドは下部カバーに隠れるよう、
上図の位置にセットしてください

７．樹脂台を取り付けます
１．樹脂台を取り付けます

樹脂台の上部カバーは、突起が
ある部分を内側にしてください

B

２．ロックを取り付けます

上

金属バンド

ネジ

４．カートリッジを取り外します
１．ステンレスカバーを取り外します

ストッパー

２．ステンレスカバーからカートリッジ
を取り外します

ご使用方法

ご使用方法

３．金属バンドを取り外します

ノズルの位置はご使用状況
により調整してください

B

下
上を先に入れ、下をパチンと
音がするまで押し込みます
樹脂台の下部カバーは、突起が
ある部分を外側にしてください

８．ホースを取り付けます
１．ホースを取り付け、終了です

カートリッジ

本体用パッキン
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※給水ホースとシャワーホースを逆に取り付けないようにご注意ください

ステンレスカバー

カートリッジを反時計回り
に回して取り外します
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異常かなと思ったら
症状

考えられる原因
ネジ締めが緩んでいる

ホースの接続部から
水が漏れる

本体と蓋の間から
水が漏れる

水のキレが悪い

水の出が悪い

ゴムパッキンがいたんでいる
（変形している）

処理方法
締め直してください
異物を取り除き、
締め直してください
ゴムパッキンを
交換してください

ゴムパッキンが無い

ゴムパッキンをホースナット
にはめてください

カートリッジが確実に
セットされていない

取扱説明書（P.１１〜１２）
に従ってカートリッジを
確実にセットしてください

本体用パッキンがねじれている

本体用パッキンのねじれを
取り除いて付け直してください

本体用パッキンがいたんでいる
（変形している）

本体用パッキンを
交換してください

金属バンドがゆるい

金属バンドのネジを
しっかり締めてください

カートリッジの寿命

カートリッジを交換して
ください

本体内に空気が溜まっていると、水のキレが悪いことが
あります。そのままのご使用で数日のうちに直ります。
シャワーヘッドにゴミが
たまっている

シャワーヘッドをお手入れ
してください

カートリッジ表面に
ゴミ（赤錆など）が付着している

カートリッジを交換して
ください。

カートリッジの寿命

カートリッジを交換して
ください

水圧や給湯圧が低い場合、水の出が悪いことがあります。
なお、上記以外の場合は、分解せずにお買上げの販売店もしくはゼンケンサービス係にご連絡ください。
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■仕様・性能
名称／型式

アクアセンチュリー・レインボー／ CCF-151S

材料の種類

■本体：ステンレス ■樹脂台：ポリプロピレン ■カートリッジ：ABS 樹脂 、ポリプロピレン、シリコーンゴム

遊離残留塩素低減能力

150,000L （濃度 1ppm、除去率 50% 以上：JWPAS J.210 2010 に基づく）

カートリッジ交換時期の目安

1 年（1 日 400L 使用の場合）

ろ材の種類

寿命設定流量
サイズ

本体質量

活性炭

不織布

10 L / 分

幅 142 mm× 奥行き 165 mm× 高さ 271 mm
約 1.7 kg（ 満水時約 3.0kg ）

常用使用温度

50℃以下 （凍結させないこと）

常用使用圧力

0.1MPa~0.35MPa

同梱部品

給水ホース・補助吸盤（２個）・カートリッジ交換ラベル

■アフターサービス・お問い合わせ
カートリッジや交換部品の入手及び、修理等のアフターサービスについては、お求めの
販売店または、ゼンケンサービス係にお問い合わせください。
※交換用カートリッジをお買い求めの際は、「アクアセンチュリー・レインボー交換用
カートリッジ／ C-CCF-151S」とご指定ください。

★注意！

以下の製品の交換用カートリッジはご使用できません。

・アクアセンチュリー・レインボー /CCF-150S
・バスシャワーレインボー /CCF-150

お問い合わせ ゼンケンサービス係
受付時間

（旧仕様製品なので、お間違えの無いよう、ご注意ください）

0120-135232

午前 9:00~ 午後 5:00（土・日・祝日年末・年始を除く）

■保証書・修理依頼
●保証書について

その他

その他
C

異物が挟まっている

仕様・性能・アフターサービス

C

・本製品は、裏表紙に保証書がついております。保証内容は保証書をご覧ください。
・必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、
大切に保管してください。
・保証期間はお買上げ日より１年です。

●修理を依頼されるとき

・保証期間中に商品が不調の場合は、お買上げの販売店またはゼンケンサービス係にお問い合わせください。
・保証対象外や保証期間を過ぎている場合でもお問い合わせください。
・補修商品は、製造打ち切り後６年間保有されます。
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