
末永く安全にお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正
しくお使いください。
お使いいただいてからもいつでも見られるように、大切に保管してください。

●水素水（陰極水）：飲用して、慢性下痢、消化不良、胃腸内異常発酵、
胃酸過多、制酸に有効です。

●酸性水（陽極水）：弱酸性のアストリンゼント（化粧水）として美容に
用いられます。

保証書別添付

家庭用

添付文書

取扱説明書
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☆ 本器は医療用物質生成器として承認を受けており、以下の効果が
あります（医療機器承認番号20700BZZ00154000号）

このたびは、『電解水素水生成器ミネラルリッチ』をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。



お客様メモ 電解水素水生成器ミネラルリッチ　MK-1599

お買い上げ日 お買い上げ販売店名

年　月　日 ＴＥＬ．( ) －

保証書貼付用にお使いください。
（封筒ごとテープで貼っておくと紛失しません）
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お使いいただく方への危害や損害が起こらないようにするため、ここに示した注意事項を必ずお読みい
ただき正しく安全にお使いください。
お読みになったあとも、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示を使っています。

表示の内容は次のように「警告」と「注意」に区分しています。

1

安全にお使いいただくために

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が障害を負う可能性また
は物的損害が想定される内容を示しています。

警告

注意

絵表示の意味

表示は、警告・注意を促す内容があることを告げる

ものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれています。

例　　　　　一般的な注意

表示は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。

例　　　　　分解禁止　　　　　　水場での使用禁止

表示は、行為を強制したり指示したりする内容を告げる
ものです。
図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。

例　　　　　電源プラグを抜く
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2

安全にお使いいただくために

●医薬品を電解水素水で併飲しないでください。
●じん不全、カリウム排せつ障害などのじん疾患の人は飲用しないでくだ
さい。
●塩素系消毒剤（ピューラックスなど）と食酢は絶対に混ぜないでください。
塩素ガスが発生し非常に危険です。もし混ぜたときは、すぐに換気扇を回し、
窓を開けるなどして空気の入れ替えを十分に行ってください。
●濡れた手で電源プラグの抜き差しや電源ボタンの操作はしないでください。
また、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜い
てください。感電の原因になります。
●飲用不適な水で水素水、酸性水、浄水を生成しないで
ください。
体調を損なう原因、あるいは本器の故障の原因になります。
（本器は水道法の水質基準に適合する飲用可能な水を対象としております。）
●カートリッジや、カートリッジ押さえ、カルシウム添加筒、カルシウム
添加キャップをはずしたままで通水しないでください。
本体から水があふれ、感電・故障の原因になります。
●本体に水をかけたり、洗ったりしないでください。
漏電・感電の原因になることがあります。

警告

注意

●本体を誤って水中に落としたときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因になります。
本体を引き上げ、お買い上げの販売店まで連絡してください。

●改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は分解・修理をしない
でください。
火災・感電・けがの原因になります。

●次の方は水素水を飲む前に医師または薬剤師に相談してください。
・無酸症の方や病気治療中の方。
・持病のある方、または身体の弱っている方。
・肝臓・腎臓に障害のある方。
・医師または歯科医師の治療を受けている方。
●次の場合は医師または薬剤師に相談してください。
・水素水を飲用して身体に異常を感じた場合。
・飲用を続けても症状に改善がみられない場合。
●次の方は酸性水（アストリンゼント）を使用する前に医師または薬剤師に
相談してください。
・肌の弱い方。
・アレルギー体質の方。
●酸性水（アストリンゼント）を使用して肌に異常を感じたときは、速やか
に使用を中止して医師に相談してください。
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注意

●交流100Ｖ以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になることがあります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張
ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
また、電源コードの上に重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしな
いでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になることが
あります。

●電源コードをステープルなどで固定しないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になることが
あります。

●タコ足配線はしないでください。
発熱し、火災の原因になることがあります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは
使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になることがあります。

●本器の上に物を置かないでください。
故障・事故の原因になることがあります。

●使用中に本体を布やアルミホイルなどで覆わないでください。
本体内部の温度が上昇し、火災の原因になることがあります。

●ホースを曲げたり、ねじったりしないでください。
水漏れの原因になることがあります。

●水の出口をふさがないでください。
水漏れ・故障の原因になることがあります。

●指定のカルシウム製剤（グリセロリン酸カルシウム）
以外のものは使用しないでください。
安全を損なうことがあります。

●次のような水は絶対に飲まないでください。体調を損なうことがあります。
・酸性水（アストリンゼント）
・pＨ測定液の入った水
・食酢・消毒液洗浄中または洗浄後3分間の通水中の水
・排水ホースからでる水
・洗浄中の水
・pH10以上は飲用不可であり、直接飲用しないでください。

●本器に温水（35℃以上）を流さないでください。
ヤケドまたは故障の原因になることがあります。
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安全にお使いいただくために

●ｐＨ測定液は、目に入れたり、飲んだりしないでください。
体調を損なうことがあります。
・もし目に入れたり、飲んだりした場合は、次の処置をして医師に相談してください。
 目に入れた場合→水洗いを十分する。
 飲んだ場合→水を大量に飲む。
・必ずフタをして幼児の手の届かないところ（冷暗所）に保管してください。
・火気には近づけないでください。引火することがあります。
●アルカリに弱いアルミ製容器や、酸に弱い銅製・鉄製容器などは使用しない
でください。
容器が変質・変色することがあります。
●魚の飼育水として使用しないでください。
環境が変わり魚が死ぬことがあります。

注意

●電源プラグをコンセントに抜き差しする場合は、
必ず電源プラグを持って行ってください。

コードを引っ張るとコードが傷み、火災・感電の原因になる

ことがあります。

●電源プラグ部にほこりがついた場合は、電源プラグを
抜いて、乾いた布などで拭いてください。
ほこりがついたままにしておくと、火災の原因になることが

あります。

●本体が水平になる場所に設置してください。
・ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所には

設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

・本体は倒して使用しないでください。水漏れ・故障の原因になることがあります。

●水素水を直接飲用する場合は、適値をｐＨ9.5とし10を超えない範囲で
飲用してください。
・pＨの測定は定期的に行ってください。

・1日の目安として500～1000 を2～3回に分けて飲用してください。

●水素水を初めて飲用される方は、pＨを中性に近い範囲に調整し少量から
飲用してください。
その後、体調に応じてpＨ・量を調節して飲用してください。
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注意
●8時間以上使わなかったときは、分岐栓の切替レバーを「浄水」にして、
1分間水を流してから飲用してください。
●2日以上使わなかったときは、分岐栓の切替レバーを「浄水」にして、
3分間水を流してから飲用してください。
●水素水・酸性水・浄水を保存する場合は、必ず密閉した容器で冷蔵庫に入れ
てください。また保存期間は1日以内にしてください。
●生成中にカビ臭がしたときは、お手入れ方法に従って洗浄してください。

（Ｐ．34参照）
●寒冷地で水道水が凍結する時期は、本体や給水ホースに滞留している水
が凍結し破損することがあるので、水抜きを行ってください。（Ｐ．36参照）
凍結防止の方法
（1）切替レバーを「原水」にします。
（2）給水ホースを分岐栓からはずし、本体より低い位置に置いて水抜きをします。
（3）本体をタオルなどで保温するか、暖かい場所に置きます。
※使用時には、タオルなどは必ずはずしてください。
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使用上のお願い
●原水（水道水）は水道法の水質基準に適合する飲用可能な水道水を使用してください。

●次のような水は通水しないでください。正常に作動しなくなることがあります。
・濁りのひどい水 ・硬度の高い水
・赤サビの多い水 ・塩分の多い水

●次のような場所には設置しないでください。故障の原因になることがあります。
・火気の近くや熱いもの（60℃以上）のそば
・直射日光のあたるところ
・湿気やほこりの多いところ
・浴室・シンクの中・風雨にさらされるところなど、水のかかりやすいところ
設置場所に上記の可能性がある場合もしくは不明な場合は、販売店またはお客様サービスセン
ターまでご連絡ください。

●本器を給湯器やお湯専用の蛇口、あるいは製氷器に接続しないでください。
故障の原因になることがあります。

●本器を初めて使用されるとき、または長期間使用されなかったときは、電源ボタンや切替ボタ
ンなどが、正常かつ安全に作動することを確認してください。（Ｐ.24参照）

●水道工事などで水の濁りのひどいときは本器を使用しないでください。
分岐栓内の金属ネットなどが目づまりを起こします。
万一、目づまりを起こしたときは、洗浄してください。（Ｐ.31参照）
カートリッジが目づまりしたときは、カートリッジを交換してください。（Ｐ.28参照）

●カートリッジ交換（Ｐ.28参照）・グリセロリン酸カルシウム（Ｐ.22参照）の添加は
定期的に行ってください。

●リセットボタンは、カートリッジの交換時以外は押さないでください。
交換時期が正しく表示されなくなります。

●水素水をポットやヤカンで使用する場合、内部壁に
炭酸カルシウムなどが付着することがあります。
その場合、食酢または市販の洗浄用クエン酸を使って洗浄して
ください。

●定期的にお手入れ開始ボタンを押して反応槽を洗浄して
ください。（Ｐ.30参照）

●分岐栓や本体表面のお手入れの際は、柔らかい布または
石けん水を浸した布で、汚れを拭き取ってください。
ベンジン・シンナー・クレンザー・台所用洗剤などは使用しないで
ください。
変色や傷、ひび割れの原因になることがあります。
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こんなときはこのページをご覧ください

●安全に使うための注意事項を
知りたいとき
安全にお使いいただくために P1～5

使用上のお願い P6

●分岐栓の取り付け方を
知りたいとき
〈お使いになる前に〉
取り付けをしてください

分岐栓の取り付け
P14～18

●各部の名前とはたらきを
知りたいとき
〈お使いになる前に〉
各部の名前とはたらき P12～13

●電解水の出し方を
知りたいとき
〈お使いになれます〉
電解水をご利用できます

P24～25
正しくお使いいただくために必ず

お読みください P26～27

●製品の特長を知りたいとき

〈お使いになる前に〉
電解水素水生成器ミネラルリッチ
（MK-1599）の特長…P10

●本体の取り付け方を
知りたいとき
〈お使いになる前に〉

取り付けをしてください

本体の取り付け P20～21

●セット内容を確認したいとき

〈お使いになる前に〉
セット内容を確認してください

P11

●ご使用前の準備について
知りたいとき
〈お使いになる前に〉
ご使用前の準備をします

P22～23

酸性水酸性水酸性水酸性水
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●停電時や断水時の対応を
知りたいとき
〈お使いになってから〉
停電や断水が起ったとき P36

●製品の仕様について知りたいとき
〈その他〉

04P様仕

●保証とアフターサービスについて
知りたいとき
〈その他〉

保証とアフターサービス P41

●長期間使用しない場合の
対応について知りたいとき
〈お使いになってから〉
長期間使用しないとき P37

●故障かなと思ったとき

〈お使いになってから〉
故障とお考えになる前に

P38～39

●カートリッジ交換について
知りたいとき
〈お使いになってから〉
カートリッジ交換サインが
点灯したら P28～29

●凍結を防止したいとき

〈お使いになってから〉
凍結防止が必要なとき P36

●お手入れの仕方を知りたいとき

〈お使いになってから〉
お手入れ P30～35
反応槽の洗浄 P30
分岐栓内の洗浄と分岐栓や

本体の表面のお手入れ P31
カルシウム固形分の洗浄

P32～33
水アカやカビが発生したとき

P34～35
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電解水素水生成器 MK-1599の特長

お
使
い
に
な
る
前
に

●ボタンひとつで出したい水が選べます。（Ｐ.24参照）
●お手入れが楽な内部洗浄機能。（Ｐ.30参照）
●1年間の長寿命カートリッジ〈20ℓ/日として〉。（Ｐ.28参照）
●カートリッジ交換時期をランプでお知らせします。（Ｐ.28参照）
●出したい水を覚えているメモリー機能つき。（Ｐ.25参照）

電解水生成の原理

本器は水を連続して電気分解することによって、水素水と酸性水を生成する装置です。
電気分解により、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、カリウムイオンなどが陽極側から陰極側へ
イオン交換膜を通して移動します。
このとき陰極では水素ガス（Ｈ2）が発生し、水酸化物イオン（ＯＨ－）が普通の水より多く含まれたもの
となり、pＨが高い水素水が得られます。
一方、陽極では酸素ガス（O2）が発生するので、水素イオン（Ｈ＋）が多くなり、pＨが低い酸性水が得
られます。
●水素水（陰極水）
慢性下痢、消化不良、胃腸内異常発酵、制酸、胃酸過多に有効です。飲用です。
●酸性水（陽極水）
弱酸性のアストリンゼントとして美容に用いられます。飲用できません。
※電解水とは、水素水・酸性水の両方を指します。
※「水素水」とは、電気分解により発生した水素を含んだ水で、「アルカリ性電解水」（アルカリイオン水）
と同じです。本取扱説明書では水素を含んだ水であることをわかりやすくするため「電解水素水」又は
「水素水」と記載しています。

●浄水
本器を通して、水道水からカルキ臭、不純物などを取り除いた水です。飲用です。
●原水（水道水）
水道法の水質基準に適合する飲用可能な水道水を使用してください。

※電気分解を促進するためにグリセロリン酸カルシウムを添加します。

酸性水

浄　水

水素イオン 水酸化物イオン

水素水

カルシウムイオン

マグネシウムイオン

カリウムイオン

浄　水

（酸素） （水素）
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お知らせ
●本器は通水検査をしたあと、水抜きをし
て出荷していますが、本体に一部水が残
っていることがあります。本体を取り出
すときにホースから水が出てくる場合が
ありますので、取り出す場所に注意して
ください。

セット内容を確認してください

11

お
使
い
に
な
る
前
に

万一、不足のものがあれば、お買い求めの販売店へご連絡ください。

カートリッジ（1本）

グリセロリン酸カルシウム
（20g入り）

排水ホース固定用吸盤（1個）

pＨ測定液セット
（ｐＨ測定液、pＨ比色表1枚）

pＨ測定液 pＨ比色表

■付属品
分岐栓（1個）

分岐栓用アダプターセット
（8種類1セット）

ノズル（1本）

洗浄ビン（1個） 洗浄用アタッチメント（1本）

■その他
・取扱説明書（1冊）
・保証書（1枚）

本体（1台）
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各部の名前とはたらき

お
使
い
に
な
る
前
に

本体

ノズル 操作部

ホースバンド

給水ホース

安全弁

熱水防止弁

分岐栓（P.14参照）

切替レバー
手前側：浄水（電解水）
中間側：シャワー（原水）
上　側：原水

排水ホース

電源コード

電源プラグ

フタ
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お
使
い
に
な
る
前
に

操作部

浄水ランプ（緑）
浄水を使用するとき、点灯します。

酸性水ランプ（橙）
酸性水を使用するとき点滅し、
同時にブザーが鳴りつづけます。

生成中ランプ（緑）
電解水を生成中に
点灯します。

生成停止ランプ（赤）
安全装置が作動したとき点
灯し、生成が自動的に停止
します。
安全装置は次の場合に作動
します。
①電解水を連続して約6分
 間生成したとき
②本体内部の温度が異常に
 上昇したとき
③カルシウム濃度が高くな
 りすぎた場合

お手入ランプ（黄）
洗浄中に点滅します。

水素水濃度ランプ（緑）
水素水の濃度を3段階で
表示します。

切替ボタン
水素水（強・中・弱）、
浄水、酸性水の切り
替えをします。

リセットボタン
カートリッジ交換後1秒以上
押してリセットします。
（ブザーが鳴り、カートリッジ
交換ランプが消えます）

カートリッジ交換ランプ（赤）
カートリッジの交換時期を
お知らせします。

お手入ボタン

お手入れのとき、水を流しながら
このボタンを5秒以上押して洗浄
します。

MK-1599取説2022 22.8.5 ページ13

電源ボタン

※お手入れ洗浄は必要に応じて
実施します。（Ｐ.30参照）
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取り付けをしてください

お
使
い
に
な
る
前
に

分岐栓の取り付け
蛇口の形状に合った分岐栓用アダプターを選んでください。
蛇口の形状によって取り付け方が異なります。

注意
●蛇口部分がプラスチック製のものは、取
り付け部分から水漏れする場合があり
ます。その場合は、蛇口の交換をおす
すめします。
●分岐栓を蛇口に取り付けたとき、蛇口
のパッキン部分より水漏れする場合は、
水道工事店へご相談ください。

警告
●飲用以外の蛇口には取り付けないでく
ださい。

取り付けられない蛇口の例

シャワー蛇口
センサー付きの蛇口
泡沫金具がはずれない蛇口

蛇口の先端が角型もしくはだ円型のもの
（例：洗面台に使われているもの）

先のふくらんだ丸型パイプ 泡沫水栓（外ネジ） 泡沫水栓（内ネジ） その他の蛇口

蛇
口
の
形
状

分
岐
栓
用
ア
ダ
プ
タ

セ

ト

Ａ.蛇口リング B.泡沫水栓用アダプター
（外ネジ）

C.泡沫水栓用アダプター
（内ネジ）

D.ビス止め用
固定リング

Ｐ.15をご参照ください Ｐ.16をご参照ください Ｐ.17をご参照ください Ｐ.18をご参照ください

●色白● 白色（パッキン2枚つき） ネジ・パッキンつき

●グレー（パッキン1枚つき）

●白色（0リングつき）

●グレー
（パッキン1枚つき）

MK-1599取説2022 22.8.9 ページ14
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お
使
い
に
な
る
前
に

先のふくらんだ丸型パイプの
蛇口への取り付け方

※うまく取り付けられない場合は、その他の蛇口用のビス止め用固定リングをお使いください。（Ｐ.18参照）

３蛇口のサイズに合った蛇口リングを
取り付けます。

４ナットを締めて、分岐栓を固定
します。

２分岐栓からナットをはずし、
蛇口に通します。

1分岐栓用アダプターセットの台紙を
使用して、パイプの直径を測定します。

MK-1599取説2022 22.8.9 ページ15
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取り付けをしてください

お
使
い
に
な
る
前
に

泡沫水栓（外ネジ）の
蛇口への取り付け方

1 蛇口の泡沫キャップをはずします。

２分岐栓からナットをはずし、泡沫水
栓用アダプターとともに蛇口に取り
付けます。
ＴＯＴＯ水栓などには白色を、ＹＡＮＭＡＲ水
栓などにはグレーをお使いください。
泡沫水栓用アダプターは裏側に溝がありま
すので、コインなどで確実に締め付けてくだ
さい。
白色の泡沫水栓用アダプターを使用の際、
アダプターのネジ山の高さが合わないとき
は、2枚のパッキンのうち1枚を取り除き、
取り付けてください。

３ナットを締めて、分岐栓を固定します。

MK-1599取説2022 22.8.24 ページ16

☆

☆

☆
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お
使
い
に
な
る
前
に

泡沫水栓（内ネジ）の
蛇口への取り付け方

1 蛇口の泡沫キャップをはずします。

２分岐栓からナットをはずし、泡沫水
栓用アダプターとともに蛇口に取り
付けます。

３ナットを締めて、分岐栓を固定します。

KVK水栓などには白色を、GＲOHE水栓な
どにはグレーをお使いください。
ネジの大きさに合ったアダプターをお使い
ください。
泡沫水栓用アダプターは裏側に溝がありま
すので、コインなどで確実に締め付けてく
ださい。

MK-1599取説2022 22.8.31 ページ17

☆

☆

☆
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取り付けをしてください

お
使
い
に
な
る
前
に

その他の
蛇口への取り付け方

1 分岐栓からナットをはずし、ビス止
め用固定リングをナットにセットし
ます。
ナットにビス止め用固定リングを入れ、
ネジ（4本）を仮止めします。

２ナットを分岐栓に軽くセットし、
蛇口に取り付けます。

３ナットを締めて、分岐栓を
固定します。

ネジを締め付けすぎると蛇口に穴があく
おそれがありますので、ご注意ください。

MK-1599取説2022 22.8.24 ページ18

☆ ☆
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お
使
い
に
な
る
前
に

MK-1599取説2022 22.8.9 ページ19
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取り付けをしてください

お
使
い
に
な
る
前
に

本体の取り付け
設置場所について
●平たんで安定な場所に置いてください。
●蛇口より下には置かないでください。

下図の範囲内に設置してください。

設置範囲内でも水圧の関係で電解水が
生成しない場合があります。その場合は、
生成ランプが点灯する位置まで本体を下
げてください。

お願い
●次のような場所には設置しないでくだ
さい。

・火気の近くや、熱いもの（60℃以上）のそば。
特に温水蛇口付近には注意してください。
・直射日光のあたるところ。
・湿気やほこりの多いところ。
・浴室・シンクの中・風雨にさらされるところな
ど、水のかかりやすいところ。
●本体は給水ホースの届く範囲に設置し
てください。給水ホース、排水ホース
は延長しないでください。
流量低下や水漏れの原因になります。

お知らせ
●本体うしろ側の
水抜き穴から水
が出ることがあ
りますので、設
置場所には十分
ご注意ください。

1ノズルを取り付けます
ノズルを奥まで確実に差し込んで
ください。
ノズルナットをまわし、確実に締めて
ください。

２給水ホースを分岐栓に接続します
分岐栓についているホースキャップをはずし、ホース
にホースキャップを通し、ホースを分岐栓に確実に差
し込んでください。
ホースキャップをまわし、確実に締めてください。

MK-1599取説2022 22.8.24 ページ20

設置例

①

②

①

②

☆
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お
使
い
に
な
る
前
に

注意
●ホースが折れ曲ったり、ねじれたりしな
いようにしてください。
●給水ホース、排水ホースは熱いものの
そばに設置しないでください。
水漏れの原因になります。

３排水ホースを吸盤で固定します
シンクなどに下向きに固定
してください。

４電源プラグをコンセントに
しっかり差し込みます

注意
●電源プラグをコンセントに抜き差しす
る場合は、必ずプラグを持って行って
ください。
コードを引っ張るとコードが傷み、火
災・感電の原因になることがあります。

警告
●濡れた手で電源プラグの
抜き差しをしないでくだ
さい。
感電の原因になります。

５通水確認

注意
●本体に35℃以上の温水を流さないでく
ださい。故障の原因になります。
●水の出口をふさがないでください。
水漏れ・故障の原因になります。

給水ホース・排水ホー
ス・電源コードは本体
底部から3方向に引き
出せます。

MK-1599取説2022 22.8.30 ページ21

電源ボタンを「切」にし、切替レバーを
「浄水」にしてください。
蛇口をあけて約3分間水を流して
ください。
最初、小さな気泡が出ます。

②

①

☆
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ご使用前の準備をします

お
使
い
に
な
る
前
に

グリセロリン酸カルシウムを入れてください

お願い
●グリセロリン酸カルシウムは蛇口を閉め
てから入れてください。
●グリセロリン酸カルシウムはときどき
点検し、なくなっているときは補充して
ください。
●補充するとき、長期間使用しないとき
は、添加筒に残っているグリセロリン酸
カルシウムを洗い流してください。

※添加筒をはずすとき台座と、スプリング
が押し出される場合があります。
図のようにセットしてください。

1 フタをはずします
２キャップをゆるめて本体から
はずします

３カルシウム添加筒にグリセロリン
酸カルシウムを入れます
カルシウム添加筒を取り出し、付属のスプー
ンで5杯くらい入れ、本体に戻してください。

注意
●指定のグリセロリン酸カルシウム以外
は使用しないでください。
安全を損なうことがあります。

お知らせ
●しっかり閉まっていないと、水が漏れ
ることがあります。

４キャップをはめて、フタを取り
付けます
キャップは「はずす」のマークに合わせて
押し込み、そのまま「しめる」マークまで
まわしてください。

MK-1599取説2022 22.8.5 ページ22
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お
使
い
に
な
る
前
に

電解水の生成を確認してください
pＨ測定液セットを用いて、電解水の
生成を確認することができます。

1 透明なコップに付属のpH測定液を2～3滴入れます。

そのうえに生成した水素水または、酸性水を注ぎpH比色表と
比較しpH値の確認をしてください。
ただしpHは水温や地域によって異なります。

注意
●ｐH測定液は、目に入れたり、飲んだり
しないでください。
体調を損なうことがあります。
・もし目に入ったり、飲んだりした場合は、次
の処置をして医師に相談してください。
目に入れた場合→水洗いを十分する
飲んだ場合→水を大量に飲む
・必ずフタをして幼児の手の届かないところ
（冷暗所）に保管してください。
・火気には近づけないでください。引火する
ことがあります。

お願い
●水素水のpＨ値は時々確認し、pＨ値が
10以上になる場合は「切替ボタン」で
濃度を下げるか、浄水で薄めて飲用し
てください。
●ｐＨ値の確認に使用した電解水は飲ま
ないでください。

お知らせ
●遊離炭酸（地下水に含まれる）により、まれに
pH測定液の色が変わらないことがあります。

２

MK-1599取説2022 22.8.24 ページ23

水素水
酸性水 を注ぐ｝ 比較する

pH測定液
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電解水をご利用できます

お
使
い
に
な
れ
ま
す

使用方法
１電源ボタンを押します
初めてお使いになるときは、水素水の「弱」
ランプが点灯します。

２切替ボタンを押して、出したい水
を選びます
選んだ水のランプが点灯します。

３分岐栓の切替レバーを「浄水」に
合わせます

MK-1599取説2022 22.8.9 ページ24
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お
使
い
に
な
れ
ま
す

４蛇口を開けます
選んだ水がノズルから出てきます。
「浄水」モードをご使用の場合は生成中
ランプは点灯しません。
「酸性水」をご使用の場合は酸性水ランプが
点滅し、ブザーが鳴りつづけます。

５使用後
蛇口を閉めます。
電源ボタンを押し、電源を「切」にします。
すべてのランプが消灯します。

警告
●濡れた手で電源ボタンの操作をしない
でください。感電の原因になります。

注意
●酸性水および排水ホースから出る水は、
絶対に飲まないでください。
体調を損なうことがあります。

●飲み水としてご利用の際は、「水素水濃
度ランプ（緑）」か「浄水ランプ（緑）」が
点灯していることを確認してください。

お願い
●はじめてお使いになるときは約3分間
水を流してください。
●8時間以上使わなかったときは、分岐
栓の切替レバーを「浄水」にして、1分
間水を流してから飲用してください。
●2日以上使わなかったときは、分岐栓
の切替レバーを「浄水」にして、3分間
水を流してから飲用してください。
●おいしく飲用していただくために、水
素水・浄水生成直後の水はコップ2～3
杯程度捨ててください。
●「酸性水」から「水素水」、「浄水」に切り
替えたときは、コップ1杯程度、捨て水
をしてください。

お知らせ
●水素水が白濁することがありますが、
電解反応による気泡（水素）ですので、
お飲みになっても問題ありません。

排水ホース（飲用できません）
水素水使用時→酸性水が出ます
酸性水使用時→水素水が出ます

再び使う場合の便利な機能
本器はメモリー機能をもっているので、電源を切る前に選んだ水の種類を覚えています。
次の使用のときに同じ水を出したい場合は、電源ボタンを押して「入」にして蛇口を開けるだけです。

例　水素水「中」で使い終わった場合、次回使用時も
水素水「中」の設定になります。

※ただし、「酸性水」で使い終わった場合はこの機能がはたらきません。
次回の設定は水素水「弱」になります。

MK-1599取説2022 22.8.24 ページ25

①
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正しくお使いいただくために必ずお読みください

お
使
い
に
な
れ
ま
す

注意
〈飲用上のご注意〉

●次の方は水素水を飲む前に医師または薬剤師に相談してください。
・無酸症の方や病気治療中の方。

・持病のある方、または身体の弱っている方。

・肝臓・腎臓に障害のある方。

・医師または歯科医師の治療を受けている方。

●次の場合は医師または薬剤師に相談してください。
・水素水を飲用して身体に異常を感じた場合。

・飲用を続けても症状に改善がみられない場合。

●次の方は酸性水（アストリンゼント）を使用する前に医師または薬剤師に
相談してください。
・肌の弱い方。

・アレルギー体質の方。

●酸性水（アストリンゼント）を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに
使用を中止して医師に相談してください。

●水素水を直接飲用する場合は、適値をｐＨ9.5とし10を超えない範囲で飲
用してください。
・pＨの測定は定期的に行ってください。

・1日の目安として500～1000 を2～3回に分けて飲用してください。

●水素水を初めて飲用される方は、pＨを中性に近い範囲に調整し少量から飲
用してください。
その後、体調に応じてpＨ・量を調節して飲用してください。

●8時間以上使わなかったときは、分岐栓の切替レバーを「浄水」にして、
1分間水を流してから飲用してください。
●2日以上使わなかったときは、分岐栓の切替レバーを「浄水」にして、3分
間水を流してから飲用してください。

●次のような水は絶対に飲まないでください。体調を損なうことがあります。
・酸性水（アストリンゼント）

・pＨ測定液の入った水

・食酢・消毒液洗浄中または洗浄後3分間の通水中の水

・排水ホースからでる水

・洗浄中の水

・pH10以上は飲用不可であり、直接飲用しないでください。

MK-1599取説2022 22.8.30 ページ26
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お
使
い
に
な
れ
ま
す

注意
〈保存上のご注意〉
●水素水・酸性水・浄水を保存する場合は、必ず密閉した容器で冷蔵庫に
入れてください。また保存期間は1日以内にしてください。

●アルカリに弱いアルミ製容器や、酸に弱い銅製・
鉄製容器などは使用しないでください。
容器が変質・変色することがあります。

注意
〈使用上のご注意〉
●魚の飼育水として使用しないでください。
環境が変わり魚が死ぬことがあります。

MK-1599取説2022 22.8.30 ページ27



カートリッジ交換サイン（赤）が点灯したら、カートリッジのお取り替え時期です。
早めにカートリッジを交換してください。
※電源ボタンが「入」になっていないと、交換時期になってもカートリッジ交換サインは点灯しません。
●カートリッジは、残留塩素（カルキ）を含んだ水道水を7,200 まで処理する能力があります。
●1日20 通水した場合、約1年ご使用いただけます。（メーカー試験による）
●水質によって、カートリッジ交換サイン点灯前にカートリッジの寿命がくることもあります。
電解水・浄水の出が悪くなったり、カルキ臭・カビ臭がしたときは、寿命と考えられますので、
カートリッジを交換してください。

28

カートリッジ交換サインが点灯したら

お
使
い
に
な

て
か
ら

カートリッジの交換時期（寿命）

お知らせ
●カートリッジの交換時期（寿命）は、有
機物の含有量・濁度などの水質の違い
やご使用量によって異なります。

お知らせ
●カートリッジを取り出すときに、本体
うしろ側の水抜き穴から残留水が少量
出ることがありますので、注意してく
ださい。

カートリッジの交換方法
１蛇口を閉めます

２フタをはずし、カートリッジ押さ
えをはずします

３古いカートリッジを取り出します

MK-1599取説2022 22.8.10 ページ28
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お
使
い
に
な

て
か
ら

４新しいカートリッジを本体にセット
します
カートリッジのリブを本体の溝に合わせ
て、しっかり押し込んでください。

６電源ボタンが「入」になっているこ
とを確認し、リセットボタンを1秒
以上押します
ブザーが鳴り、カートリッジ交換サインが
消灯します。

７分岐栓の切替レバーを「浄水」にし、
蛇口を開けて2～3分間水を流し
ます

５カートリッジ押さえをセットし、フ
タを取り付けます
カートリッジ押さえはまわして止まるまで
確実にセットしてください。水漏れの原因
になります。

お知らせ
●カートリッジを交換したとき、使い始め
は小さな気泡が出ますが異常ではあり
ませんので、そのままお使いください。

MK-1599取説2022 22.8.10 ページ29
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お手入れ

お
使
い
に
な

て
か
ら

反応槽の洗浄
反応槽内部に付着したカルシウム固形分などの洗浄です。
以下の手順で洗浄してください。

洗浄方法
１電源ボタンが「入」になっている
ことを確認します

２分岐栓の切替レバーを「浄水」に
し、蛇口を開けます

３お手入ボタンを5秒以上押します
洗浄中はお手入ランプ（黄）が点滅し、ブザー
が鳴ります。
自動的に約2分間洗浄し、終わるとブザーが
止まり、お手入ランプ（黄）が消えます。

お願い
●通常のご使用の場合も、長くご愛用い
ただくために、月に2～3回程度は、
反応槽の洗浄を行うことをおすすめし
ます。（ただし、水質やご使用量によ
り、お手入れの頻度は変わります。）

LC-990取説2019 19.1.21 ページ30
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蛇口を閉めます
これで洗浄終了です。

注意
●洗浄中の水は飲まないでください。

分岐栓内の洗浄
長期間ご使用されますと、分岐栓内の金属ネット（大）と金属ネット（小）に砂、金属片などがたまり、目
づまりを起こすことがあります。
下記の要領で分解して、水洗いしてください。

分岐栓や本体表面のお手入れ
分岐栓や本体表面のお手入れの際は、柔らかい布または石けん水を浸し
た布で、汚れを拭き取ってください。
ベンジン・シンナー・クレンザー・台所用洗剤などは使用しないでくださ
い。変色や傷、ひび割れの原因になることがあります。

●金属ネット（大）、金属ネット（小）にカルシウムなどの固形分が付着した場合、一晩（約10時間）食酢に
つけたあと、水洗いしてください。

●分解する際、部品を紛失しないように気をつけてください。
●洗浄後は図を参考にして、元通り組み立ててください。

４
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カルシウム固形分の洗浄
本器は反応槽内部にカルシウム固形分が付着しに
くい機能・構造になっておりますが、水質や使用量
によっては付着する場合もあります。
カルシウム固形分が付着した場合は、以下の手順
で食酢（お酢）を使って内部洗浄を行ってください。

お願い

〈食酢洗浄が必要となるめやす〉
・pＨ測定液の色が変化しないとき。
・電解水か浄水の出が悪くなったとき。

洗浄方法
１食酢と付属の洗浄ビン・洗浄用
アタッチメントを用意します

２電源ボタンを「切」にし、電源プラ
グをコンセントから抜きます

警告
●食酢と塩素系消毒剤（ピューラックス
など）は絶対に混ぜないでください。
塩素ガスが発生し非常に危険です。も
し混ぜたときは、すぐに換気扇を回し、
窓を開けるなどして空気の入れ替えを
十分に行ってください。
●洗浄ビンと洗浄パイプはご使用のたび
に水道水でよく洗ってください。

３カートリッジを取り出します（Ｐ.28参照）
本体を作業しやすい場所に置いてから行ってください。

４洗浄ビンに食酢を入れます
洗浄ビンに食酢を目盛100（100㎖）まで
入れて洗浄用アタッチメントを取り付けます。

５洗浄ビンをセットします
洗浄用アタッチメントを本体のカートリッジ
ホルダーの中央穴にしっかりと差し込みま
す。液が漏れないように注意してください。

警告
●濡れた手で電源プラグの抜き差しや電
源ボタンの操作はしないでください。
感電の原因になります。

お願い
●洗浄液が確実にシンクに落ちるように
排水ホース・ノズルの向きを確かめて
ください。

お願い
●洗浄ビンのワンタッチキャップが完全に
閉じているか確認してください。
●ワンタッチキャップ側から液を入れると
液漏れします。
必ず注ぎ口から食酢を入れてください。

お知らせ
●本体うしろ側の水抜き穴からも残留水
が多少流れることがあります。

● 通常のご使用の場合も長くご愛用い
ただくために、3ヶ月に1回程度は食
酢洗浄を行うことをおすすめします。
ただし、水質やご使用量により、お手
入れの頻度は変わります。
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６食酢を注入します
ワンタッチキャップをゆっくりあけてください。
食酢が自然に注入されます。

８洗浄ビンをゆっくり抜き取ります

９カートリッジを本体にセットします
（Ｐ.28参照）

７食酢が入った状態で放置します
食酢がすべて注入されたら、ワンタッチキャッ
プをゆっくり閉め、そのままの状態で、一晩
（約10時間）放置します。

このとき、排水ホースから洗浄液が流れ
出ます。ノズルからも出ることがあります。
食酢が自然に注入されないときは、ワン
タッチキャップを閉めて、排水ホースから
洗浄液が出るまで洗浄ビンをゆっくり指
で押します。それから、再びワンタッチキ
ャップをゆっくり開ければ、自然に残りの
食酢が注入されます。

お願い
●規定時間以上放置しないでください。

お願い
●このとき、カートリッジホルダーの内
部に食酢をこぼした場合、コップ1/2
程度の水で洗い流してください。洗い
流した水は本体うしろ側の水抜き穴か
ら流れ出ますので、ご注意ください。
給水ホースからも出ることがあります。

お願い
●ご使用後、洗浄ビンと洗浄用アタッチ
メントは水道水でよく洗ってください。
ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や
台所用洗剤は使用しないでください。

お願い
●カートリッジは奥までしっかり押し込
み、カートリッジ押さえは、「しめる」
まで確実にまわしてください。

お願い
●電源プラグは、はずしたままにしておいてください。

警告
●食酢洗浄につづけて消毒液洗浄（Ｐ.34
参照）を行わないでください。

１０本体を元の位置に戻します
ホースなどをはずした場合は、それらも元通
りにします。

１１洗浄液を排出します
分岐栓の切替レバーを「浄水」にし、蛇口を
開けて水を流すと、洗浄液（食酢）が排出さ
れます。約3分間水を流してください。

１２蛇口を閉め、電源プラグをコンセン
トに差し込みます
これで洗浄完了です。

注意
●洗浄液は飲まないでください。
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水アカやカビが発生したとき
長期間使用されなかったとき、または万一水素水の
味が悪くなったときは、次の方法で本体内部を洗
浄・消毒してください。

洗浄方法
１消毒液と付属の洗浄ビン・洗浄用ア
タッチメントを用意します
家庭用消毒液で、食品添加物として認められ
ている6％次亜塩素酸ナトリウムを薬局・薬店
で購入してください。例えば、（株）オーヤラッ
クス製「ピューラックス」など。

お願い
●ご使用の際には、消毒液の注意書きを
よくお読みのうえ、使用してください。
●食酢と塩素系消毒剤（ピューラックスな
ど）は絶対に混ぜないでください。
塩素ガスが発生し非常に危険です。
もし混ぜたときは、すぐに換気扇を回
し、窓を開けるなどして空気の入れ替
えを十分に行ってください。
●消毒液や洗浄液を手につけたり、目に
入れたりした場合は、水洗いを十分し
たあと、医師に相談してください。
●洗浄ビンと洗浄パイプはご使用のたび
に水道水でよく洗ってください。

２電源ボタンを「切」にし、電源プラ
グをコンセントから抜きます

警告
●濡れた手で電源プラグの抜き差しや電
源ボタンの操作はしないでください。
感電の原因になります。

３カートリッジを取り出します（Ｐ.28参照）
本体を作業しやすい場所に置いてから行ってください。

５洗浄ビンをセットします
洗浄用アタッチメントを本体のカートリッジ
ホルダーの中央穴にしっかりと差し込みます。
液が漏れないように注意してください。

お願い
●洗浄液が確実にシンクに落ちるように
ノズルの向きを確かめてください。

お知らせ
●本体うしろ側の水抜き穴からも残留水
が多少流れることがあります。

４洗浄ビンに家庭用消毒液と水道水を入れます
洗浄ビンに家庭用消毒液を約5 入れ、次に
水道水を目盛100（100 ）まで入れて
洗浄用アタッチメントを取り付けます。

お願い
●洗浄ビンのワンタッチキャップが完全
に閉じているか確認してください。
●ワンタッチキャップ側から液を入れる
と液漏れします。必ず注ぎ口から消毒
液を入れてください。

お知らせ
●お肌の弱い方は炊事用手袋などのご使
用をおすすめします。
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６消毒液を注入します
ワンタッチキャップをゆっくりあけてください。
消毒液が自然に注入されます。
このとき、排水ホースから洗浄液が流れ出
ます。ノズルからも出ることがあります。
消毒液が自然に注入されないときは、ワ
ンタッチキャップを閉めて、排水ホース
から洗浄液が出るまで洗浄ビンをゆっく
り指で押します。それから、再びワンタ
ッチキャップをゆっくり開ければ、自然
に残りの消毒液が注入されます。

７消毒液が入った状態で放置します
消毒液がすべて注入されたら、ワンタッチキ
ャップをゆっくり閉め、そのままの状態で、約
1時間放置します。

お願い
●規定時間以上放置しないでください。

８洗浄ビンをゆっくり抜き取ります

９カートリッジを本体にセットします（Ｐ.28参照）

お願い
●このとき、カートリッジホルダーの内部
に消毒液をこぼした場合、コップ1/2程
度の水で洗い流してください。洗い流
した水は本体うしろ側の水抜き穴から
流れ出ますので、ご注意ください。給水
ホースからも出ることがあります。

お願い
●ご使用後、洗浄ビンと洗浄用アタッチ
メントは水道水でよく洗ってください。
ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や
台所用洗剤は使用しないでください。

お願い
●カートリッジは奥までしっかり押し込
み、カートリッジ押さえは、「しめる」ま
で確実にまわしてください。

お願い
●電源プラグは、はずしたままにしておいてください。

警告
●消毒液洗浄につづけて食酢洗浄（Ｐ.32
参照）を行わないでください。

１０本体を元の位置に戻します
ホースなどをはずした場合は、それらも元通
りにします。

１１洗浄液を排出します
分岐栓の切替レバーを「浄水」にし、蛇口を開
けて水を流すと、洗浄液（消毒液）が排出され
ます。約3分間水を流してください。

１２蛇口を閉め、電源プラグをコンセン
トに差し込みます
これで洗浄完了です。

注意
●消毒液または洗浄液は飲まないでくだ
さい。もし誤って飲んだ場合は、すぐ
牛乳や生卵などを飲み下し、医師の診
断を受けてください。
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特別な場合について

凍結防止が必要な場合 注意
●寒冷地で水道水が凍結する時期は、本
体や給水ホースに滞留している水が凍
結し、破損することがあるので、水抜き
を行ってください。水抜きの方法

停電や断水したとき
ご使用中に停電や断水しますと、電解水の生成はできません。
浄水だけは停電の場合でも利用できます。

１分岐栓の切替レバーを
「原水」にします

１蛇口を閉め、電源ボタンを
にしてください

３本体をタオルなどで保温するか、
暖かい場所に置きます

２給水ホースを分岐栓からはずし、
本体より低い位置に置いて中の水
を出します

２停電や断水が解除されたら、通常
の使用方法でお使いいただけます

お願い
●断水解除後、分岐栓が目づまりするこ
とがあります。
目づまりした場合は、分岐栓を洗浄し
てください。（Ｐ.31参照）

MK-1599取説2022 22.8.5 ページ36

お
使
い
に
な

て
か
ら

「切」



①

②

「切」

37

長期間使用しないとき
長期間使用しないときは、そのまま放置すると水素水の味
が悪くなったりすることがあります。（例えば、カビ臭くなる
など）以下の方法でお手入れしてから保管してください。

お願い
●長期間使用されなかったときは、電源
ボタンや切替ボタンなどが正常かつ安
全に作動することを確認してからご使
用ください。（Ｐ.24参照）

お願い
●長期間使用しないカートリッジは衛生
上、性能上の問題が起こることがある
ので、再使用しないでください。

水抜きの方法
１電源ボタンを にし、電源プラ
グをコンセントから抜きます

警告
●濡れた手で電源プラグの抜き差しや電
源ボタンの操作はしないでください。
感電の原因になります。

３カルシウム添加筒を水洗いします
カルシウム添加筒を本体から取り出して、き
れいに水洗いしてください。
乾燥させてから、本体に戻してください。

２分岐栓を水洗いします
ナットをゆるめ、蛇口から分岐栓をはずして
ください。
ホースキャップをゆるめ、分岐栓から給水ホ
ースをはずしてください。
分岐栓を分解して、
水洗いしてください。
（Ｐ.31参照）

４本体からカートリッジをはずします

５湿気の少ないところに保管します
本体と分岐栓を乾燥させてから保管してく
ださい。
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「切」

「切」

「切」

（Ｐ.22参照）
（Ｐ.31参照）

「入」
「水素水」「酸性水」

「浄水」

（Ｐ.28参照）

「入」
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故障とお考えになる前に

修理を依頼される前に次の点を調ベてください。

・電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
・電源ボタンを押して にしてください。

・通常、生成直後の水素水は白く濁っています。これは生成反応による気泡
（水素）ですので、しばらくすると透明になります。そのままご使用いただけ
ます。飲用もできます。

・電源ボタンを押して にしてください。
・切替ボタンで か に切り替えてください。
・分岐栓の切替レバーを に切り替えてください。
・カートリッジの寿命がきたことが考えられます。
その場合は交換してください。
カートリッジはお買い求めの販売店で取り扱っています。
交換用カートリッジ　品番：ＡＬ-313Ｓ1
・水圧が極端に低い場合が考えられます。
その場合は、水圧が回復するまで少しお待ちください。
・カルシウム添加筒の中にグリセロリン酸カルシウムが固まっていないか調
ベてください。固まっていたら、添加筒を取り出してきれいに水洗いしてく
ださい。
・分岐栓の洗浄を行ってください。
・約6分間連続して電解水を生成すると、安全装置がはたらいて、電解水の
生成が停止します。（水は流れたままです）その場合、蛇口を一度閉めてか
ら、再び開けてご使用ください。
・本体内部の温度が異常に上昇すると、安全装置がはたらいて、電解水の生
成ができなくなります。その場合は、蛇口を閉めて電源ボタンを にし
て、しばらく待ってください。再び使用できるようになります。

・約6分間連続して電解水を生成すると、安全装置がはたらいて、電解水の
生成が停止します。（水は流れたままです）その場合、蛇口を一度閉めてか
ら、再び開けてご使用ください。
・本体内部の温度が異常に上昇すると、安全装置がはたらいて、電解水の生
成ができなくなります。その場合は、蛇口を閉めて電源ボタンを にし
て、しばらく待ってください。再び使用できるようになります。
・電解水を生成し始めてすぐ点灯した場合は、蛇口を一度閉めたあと、電源
ボタンを にして水道水を約1分間流してください。再び使用できるよ
うになります

おもな原因と処置現象

①操作部のランプが
点灯しない

②生成中ランプ（緑）
が点灯しない

③生成停止ランプが
点灯した

④水素水が白く濁って
いる

⑤水素水を容器に保存
中、白い浮遊物がで
きた

⑥水素水をポットや
ヤカンで使用した
際、内部壁がはが
れてきた

・カルシウムイオンなどと空気中の炭酸ガスなどが反応してできた結晶（力
ルシウムなどの固形分）です。飲用しても害はありません。

・はがれに見えるのは、カルシウムなどの固形分です。食酢または市販の洗
浄用クエン酸で洗浄してください。
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「入」 「水素水」 「酸性水」

「強」

（Ｐ.32参照）

（Ｐ.28参照）

交換用カートリッジ　品番：ＡＬ-313Ｓ1

（Ｐ.31参照）

（Ｐ.32参照）

（Ｐ.28参照）

交換用カートリッジ　品番：ＡＬ-313Ｓ1

（Ｐ.32参照）

（Ｐ.28参照）

交換用カートリッジ　品番：ＡＬ-313Ｓ1
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・電源ボタンを押して にし、切替ボタンで か にして
ください。
・切替ボタンで に切り替えてください。
・カルシウム添加筒にグリセロリン酸カルシウムが入っているか確かめてく
ださい。
・水質の違いや、電解水の多量の使用で、本体内部にカルシウム固形分が付
着していることが原因となることもあります。本体の内部洗浄を行ってくだ
さい。
・井戸水などをご使用の場合で原水のpＨ値が低いときや、原水中に遊離炭
酸を多く含んでいるときはこの現象が現われます。

おもな原因と処置現象

⑦ｐＨ測定液の色が変
化しない

・カートリッジの寿命がきたことが考えられます。その場合は交換してくだ
さい。
カートリッジはお買い求めの販売店で取り扱っています。

・蛇口の開けかたが少な過ぎないか確かめてください。
・水道が凍結していないか確かめてください。
・分岐栓の洗浄を行ってください。
・水質の違いや、電解水の多量の使用で、本体内部にカルシウム固形分が
付着していることが原因となることもあります。本体の内部洗浄を行って
ください。

⑧電解水・浄水の出が
悪くなった

・高水圧の地域では、蛇口の開け方を少し小さくして、安全弁から水がでな
いようにしてご使用ください。
・カートリッジの寿命がきたことが考えられます。その場合は交換してくだ
さい。
カートリッジはお買い求めの販売店で取り扱っています。

・水質の違いや、電解水の多量の使用で、本体内部にカルシウム固形分が付
着していることが原因となることもあります。本体の内部洗浄を行ってくだ
さい。

⑨分岐栓の安全弁か
ら水が出たり、「ブ
－ン」と音がする

・熱いお湯を流したために熱水防止機構がはたらいたものです。すぐにお湯
を止めてください。温めていない水道水をしばらく流すと元に戻ります。

⑩熱水防止弁から
お湯が出た

・カートリッジの寿命がきたことが考えられます。その場合は交換してくだ
さい。
カートリッジはお買い求めの販売店で取り扱っています。

⑪電解水・浄水に悪臭
がする

お願い
●以上の処置を行っても直らない場合は、電源
プラグをコンセントから抜き、お買い上げの
販売店へ修理をご依頼ください。

警告
●お客さま自身での本器の改造・分解・
修理を絶対しないでください。
火災・感電の原因になります。
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ミクロクラスターエフ名売販
MK-1599番型

具器械機別類 （83）医療用物質生成器
）00042017ドーコNDMJ（器成生水解電式続連称名的般一

Ｖ001ＣＡ圧電格定
Ａ1.2流電力入格定
Ｈ06-05数波周格定 ｚ
ＡＯ.2～0.1流電解電

本体の寸法（ｃｍ） 幅約21.5×奥行き約14.0×高さ約31.0
ｋ8.3約量質 ｇ（通水時　約4.1ｋｇ）

水素水：約4ℓ/分
2約：水性酸量成生水解電 ℓ/分

※水圧が低い場合は流量も減少します。
炭性活＋膜糸空中＋ータルィフ次1材過ろ器水浄

ｋ057～001圧水能可用使 ｐａ（1.0～7.5ｋｇｆ/cm2）
カートリッジ
残留塩素除去能力 7,200ℓ（メーカー試験による）

月カ21約命寿 （1日20ℓ通水したとき）
除去できる成分 カルキ、カビ臭、にごり
除去できない成分 水中に溶けているイオン類（塩分、金属イオンなど）

ｍ2.1約　スーホ水給さ長のスーホ
排水ホース　約0.8ｍ

医療機器承認番号 20700ＢＺＺＯＯ154000号
社会式株ージロノクテグンビリ元売販造製

神奈川県川崎市幸区南加瀬2-15-12
044-587-8366

社会式株業工ナロコ元造製
製品仕様を予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

40

その他

そ
の
他

仕様
器機療医理管類分器機療医

消耗品のお買い求めは
カートリッジは本器をお買い上げになった販売店にお問い合わせください。

〈品番〉
カートリッジ ＡL-313Ｓ1
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そ
の
他

保証とアフターサービス
本製品の製造にあたっては細心の注意をはらっておりますが、万一の故障や、お気づきの点がございました
ら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

必ず「販売店印」と「お買い上げ日」の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みになって大切に保
管してください。

消耗品は保証の対象から除外させていただきますので、ご了承ください。

保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
保証期間でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

お買い上げの販売店へご相談ください。
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いたします。

・製品名、品番、製造番号（本体うしろ側についています）
・お買い上げ日、お買い上げ店
・ご住所、ご氏名、お電話番号
・故障、異常内容をできるだけ詳しく

当社は、本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
性能部品とは、製品の機能を維持するのに必要な部品のことです。

保証書に記載のお買い上げ販売店へお問い合わせください。

マルコ株式会社　お客様相談室

受付時間：月～金10：00～18：00（土・日・祝日、年末年始除く。）

〒531-6107 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30
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●保証書の内容のご確認と保管のお願い

修理の際に必ず必要となります。

●保証期間は、お買い上げ日より1年間です

●保証期間中に修理を依頼されるとき

●保証期間経過後に修理を依頼されるとき

連絡していただく内容

●補修用性能部品の最低保有期間

●その他ご不明な点があるときは

●製品に関するお問い合わせは下記までどうぞ

フリーダイヤル　 0120-06-4747
ホームページ https://www.maruko.com

リビングテクノロジー株式会社 お客様サービスセンター
〒212-ＯＯ55 神奈川県川崎市幸区南加瀬2-15-12

受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00（土・日・祝日、夏季、年末年始除く。）

フリーダイヤル 0120-39-8186
FAX 044（580）1256
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マルコ株式会社
〒531-6107 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

ホームページ https://www.maruko.com
お客様相談室　 0120-06-4747


