
取扱説明書

このたびは、イオナックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お使いの前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

株式会社イオナック
〒560-0082
大阪府豊中市新千里東町1-5-3
千里朝日阪急ビル1F
https://ionac.jp

保証規定

保証期間

お買い上げ日より 1年間
（ただし、フィルターは消耗品のため対象外）

保証規定
1.  取扱説明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、無料で交換いたします。 
お問い合わせ窓口（P.15）にご連絡ください。

2.  保証期間内でも、次の場合には保証の対象外となります。
• 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および

損傷。
• お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
• 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変および公害、

塩害、ガス害による故障および損傷。
• 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場

合の故障および損傷。

3.   本保証は、弊社から、オンラインまたはお電話で直接お
買い上げいただいたお客様ご本人のみに適用されるもの
です。（譲渡、転売された製品には適用されません）

※ 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お問
い合わせ窓口（P.15）にお問い合わせください。
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もくじ 安全上のご注意

人への危害や財産の損害を防ぐために、必ずお守りください。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 
次の種類に区分しています。

警告
死亡や重傷の
おそれがある
内容

注意
軽傷や財産の
損害のおそれ
がある内容

■お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

してはいけない内容 しなければならない 
内容

警告

◦�イオナックのフィルターを、シャワー
ホースと水栓の接続部や、他社製の
シャワーヘッドに取り付けない

（設計強度以上の負荷がかかり、破損・落下に
よるけがなどのおそれ）
※ 本書に記載のない取り付け方法により生じ

た損害については、当社では一切責任を負
うことができません。

◦�ペースメーカーなどの体内植え込み型
医療機器の近くで使用しない

（医療機器の誤動作や、事故・体調不良のおそれ）
※ イオナックに水を通すと、本体内に 

約900mVの微弱な電流が流れます。

◦�シャワーヘッドを落とすなど、強い衝
撃を与えない

（けがや、破損による漏水・故障のおそれ）
※ プラスチック製で他社のシャワーヘッドと

比べて重量もあるため、落下するとネジ部
が破損することがあります。

◦�小さなお子様だけで使用させない
（やけど・けがのおそれ）
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安全上のご注意　つづき 使用上のお願い

警告

◦�シャワーを浴びるときは45℃以下にし、
手でお湯の温度を確かめてから浴びる

（やけどのおそれ）

◦�イオナック取り付け後にお湯の温度が
安定しなくなったときは、次のことを
行う

　・�水圧（水量）が極端に高い場合：�
安定するまで、お湯を出す量を少しずつ減らす。

　・�水圧（水量）が極端に低い場合や、�
古い小型の給湯器をご使用の場合：�
イオナックの使用を中止する。

（やけどのおそれ）

◦�シャワーホースに確実に固定されてい
ることを確認する

（使用時に外れると、けが・やけどや、破損に
よる漏水・故障のおそれ）

注意

◦�60℃を超えるお湯を使用しない
（ホースが抜けるなどして、けが・やけどのおそれ）

◦�瞬間湯沸かし器に取り付けない
（お湯の温度が不安定になり、やけどのおそれ）
※イオナックは、浴室用給湯器専用の製品です。

◦�本来の用途以外に使用しない
（やけど・事故などのおそれ）
※ ろ材は飲料水用であり、米国の衛生機器検

査機関NSFの認証品ですが、イオナックは
家庭用浴室シャワー水栓専用の浄水器とし
て開発した製品です。

◦�水圧が極端に低いご家庭などでのご使用はお控え
ください。
極端に水圧が低いご家庭や、古い給湯器などをお使いの
場合、まれに使用できないことがあります。

◦ イオナックを取り付けるときは、ネジ部をまっす
ぐに挿入してください。

（斜めに挿入すると、ネジ部がつぶれ、取り付けられなく
なるおそれ）

◦�1週間以上使用しない場合は、イオナックの劣化を
防ぐため、次のことを行ってください。
①イオナックを取り外す
② 洗面器などに水を入れ、イオナックを沈めた状態

で保管する
 （使用しない状態が続くと、フィルター内のろ材が乾燥し
て酸化し、劣化が進むおそれ）

◦�廃棄するときは、お住まいの地域の自治体の定め
る方法に従ってください。
• 本体、フィルター：プラスチック
• ろ材、メッシュ：金属
※ ドライバーでメッシュに穴を開けて水を流すと、中の

ろ材が出てきます。

イオナックは、本体内で約900mVの微弱な電流を発
生させます。この電気化学的作用（酸化還元反応）に
よって、素肌にも髪にも優しい水にします。

■軟水化
高硬度の水を軟水化し、硬水地域にお住まいの方
の悩みも解消。
硬度成分（主にマグネシウム・カルシウム）を除去するのでは
なく、硬度成分の結晶構造を変化させることで、軟水と同じ
性質の水を作ります。
※入水時と出水時の硬度に変化はありません。

■塩素処理
有害塩素を無害化して、素肌や髪に優しく。
酸化・漂白力のある塩素を身体に無害な塩素イオンに変換
し、肌や髪の毛を守ります。

特長
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各部のなまえ

本体

フィルター用
平パッキン

ネジ
（外径：21mm）

フィルター

ヘッド

ヘッドカバー

目皿

Oリング

Oリング

• イオナックの色については、予告なく変更することがあ
ります。

アダプター

• ガスター用 • MYM用 • KVK用

（径）M22×1.5 W23山14 （径）M22×2

アダプター用平パッキン

   

箱を開けたら、まずご確認を！

• 本体：1個

• Oリング（オーリング）：2個 
　（ヘッドの上部と下部に取り付け済み）

•  フィルター用平パッキン：1個 
（フィルター下部に取り付け済み）

• アダプター：3個

•  アダプター用平パッキン：1個 
（ガスター用のアダプターに取り付け済み）

万一、足りない部品があった場合は、お問い合わせ窓口
（P.15）にご連絡ください。

■平パッキンとOリングの見分けかた

平たい 丸い

平パッキン Oリング

※ ガスター用のアダプターに
取り付け済み。

ionac_取扱説明書_CC2018_6-2.indd   6-7 2023/01/24   13:53:30



98

ネジが合わない場合

付属のアダプターを使って取り付けてください

フィルター用平パッキン

アダプター
シャワーホースに合うものを
お使いください。

金具
アダプター用
平パッキン

シャワーホース

①

②

• 万一、3種類のアダプターがいずれも合わない場合は、シャ
ワーホースを交換してください。（ホームセンターなどで
ご購入いただけます）

取り付けかた

1 既存のシャワーヘッドを取り外す
• 手がすべって取り外しにくい場合は、水分をふき取っ

てから取り外してください。

2 イオナックを取り付ける
•  シャワーホースをまっすぐに差し込み、金具を回し

て確実に固定してください。

フィルター用平パッキン

金具

シャワーホース

■ネジが合わない場合は（→P.9）

警告

シャワーホースに確実に固定されてい
ることを確認してから使用する

（使用中に外れると、けが・やけどや、
破損による漏水・故障のおそれ）
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表面の汚れが気になるとき

1 柔らかい布で水ぶきする

2 よくしぼった布で汚れをふき取る

•  汚れがひどいときは、水ぶきする前に、中性洗剤を柔ら
かい布にふくませてふき取ってください。

•  次のようなものは、使用しないでください。（変色・破損
のおそれ）

・クレンザー・磨き粉などの粒子の粗い洗剤

・シンナー・ベンジンなどの溶剤

・酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤類

・研磨粒子入りスポンジ

・たわし

・メラミンフォーム
　など

水の出が悪くなったとき（または月1回程度）
水道水に含まれる鉄分がフィルターに付着し、フィルター
内のろ材が固まっている可能性があります。

1 フィルターを取り外し（P.12）、�
上下に強く振って、固まっているろ材をほぐす

お手入れ

水の出かたが乱れるとき
水道水の汚れや硬度成分が付着して
いる可能性があります。

1 目皿を取り外す
• ヘッドカバーを回して取り外すと、取り外せます。

ヘッドカバー
目皿

Oリング

• Oリングをなくさないよう、ご注意ください。

2 目皿をお手入れする
• 歯ブラシなどで汚れや目詰まりを取ってください。

3 元通りに取り付ける
①Oリングをヘッドの溝に沿って置く
② Oリングに目皿をかぶせ、はみ出たOリングを指で溝

に押し込む
• Oリングが溝に完全に収まった状態にしてくだ

        さい。
③ヘッドカバーを回して、しっかり締め付ける
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フィルターの交換 仕様

交換の目安

初めてお使いの日から約4か月後、または、�
約4か月以内でも、水の使用量が約30,000Lに�
達した場合に交換してください
• 使用量にかかわらず、使い始めから約4か月たったら交換

してください。（いったん水を通すと、その時点からフィ
ルター内のろ材の酸化が始まるため）

※水道水の硬度が高い地域では、3か月程度で効果がなくな
ることもあります。効果が薄れてきたと感じたら、交換
してください。

■未使用状態で保管した場合

製造後、約10年間はお使いいただけます

※ご使用前にフィルターを振り、内部のろ材がサラサラな状態
であることを確認してください。（高湿度の環境下で保管した
場合、ろ材が固まって効果が低下することがあります）

交換のしかた

1 フィルターを取り外す

Oリング

フィルター

• Oリングをなくさないよう、 
ご注意ください。（取り付け 
時に必要です）

• 誤って右記の部分を 
外さないように 
ご注意ください。 

（イオナックの 
大切な部品です）

2 取り外しと逆の要領で、�
新しいフィルターを取り付ける

フ
ィ
ル
タ
ー

交換時期（目安）
約4か月

（または水の使用量が約30,000Lに
達した場合）

未使用状態での�
使用期限（目安） 製造後、約10年

ネジの外径 21mm（G1/2）

素
材
本体・フィルター プラスチック
ろ材・メッシュ 金属

質
量
本体 約228g
交換フィルター 約139g

製
造製造国 日本
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故障かな？と思ったら

まずはP.14～15の項目をご確認いただき、それでも解決し
ない場合は、お問い合わせ窓口（P.15）までご連絡ください。

現象 原因→処置

フィルターと
ホースの接続�
部分から水漏れ�
する

ホースの金具のネジ部がやや短い場合や、
金具がやや薄い場合、イオナックのネジ
部に合わず、水漏れすることがあります。
→�シールテープをホームセンターなど
で購入し、フィルターのネジ部に、
時計回りに巻き付けてください。
（フィルター用平パッキンは取り外
してください）

※ それでも解決しない場合は、原因が他
にある可能性があるため、お問い合わ
せ窓口（P.15）までご連絡ください。

取り付け後、�
お湯が熱くなっ
たり冷たくなっ
たりする

水圧（水量）が極端に高いまたは極端に
低い場合や、古い小型の給湯器をお使い
の場合、お湯の温度が安定しないことが
あります。
→�水圧が高い場合は、安定するまで、
お湯を出す量を少しずつ減らしてく
ださい。
　�極端に水圧が低い場合や古い小型の
給湯器をご使用の場合は、イオナッ
クのご使用をお控えください。

使うと�
水圧が落ちる

イオナックはろ材をフィルター内でかく
はんし、電気化学的作用で水の質を高め
ます。このため、普通のシャワーと比べ
ると少し水圧が低下します。これは、水
質を高める過程で避けることのできない
現象です。（異常ではありません）
※極端に水圧の低いご家庭では、使用で

きない場合があります。

現象 原因→処置

黒い粒のような
ものが出る

水道水に含まれる鉄分であると考えられ
ます。鉄分は、フィルター内のろ材にいっ
たん付着し、フィルター内で生じるかく
はん作用によって、はがれて流れ出すこ
とがあります。
→�シャワーホースにフィルターのみを
装着した状態で、水を20～30秒流
して鉄分を排出してください。（そ
の後、元通りに取り付けてお使いく
ださい）

※黒い粒は、身体には無害ですのでご安
心ください。

4か月たって�
いないのに、�
効果がなくなっ
た気がする

硬度の高い地域では、フィルター内のろ
材が早く固まりやすくなる（硬度成分が
付着してくる）ため、3か月程度で効果
がなくなる場合があります。
→�時々フィルターを振って、ろ材をほ
ぐしてください。

※ それでもあまり改善が見られない場合
は、少し早めのフィルター交換をおす
すめします。

使用後�
1～2か月で�
水の出が悪く
なってきた

イオナックは、水道水に含まれる鉄分を
フィルター内のろ材に吸着させます。鉄
分が付着するとろ材が固まるため、水の
出が悪くなります。
→�フィルターを取り外して上下に強く
振り、鉄分を洗い流してください。

（ろ材の機能が再生されます）

【お問い合わせ窓口】
株式会社イオナック　
　　　　　　　　　　受付時間：10:00～17:00
                                                          （土日祝を除く）
　　　　　　　　　　info@ionac.jp

ionac_取扱説明書_CC2018_6-2.indd   14-15 2023/01/24   13:53:30


