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絶対に改造・分解・修理をしない
修理のご相談はお買い求めの販売店へ。

スイッチ・コンセントに水をかけたりぬ
れた手でさわったりしない
スイッチ・コンセントがぬれた場合、感電や
漏電のおそれがあります。

電源コードを束ねたままで使わない
コードが発熱して、火災のおそれがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因となります。

傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセント
は使用しない
また、電源コード・電源プラグを破損す
るようなことをしない
感電や火災の原因となります。

照明器具のカバーを外したり、破損した
まま使わない
感電するおそれがあります。

照明器具にタオルなどを掛けない
過熱して火災になる原因となります。

ドライヤーやヘアーアイロンなどは、十
分に冷めてから収納する
近くの可燃物が発火したり、キャビネットが
変形するおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
確実に差し込まれていないと、漏電・感電・
火災のおそれがあります。

電源プラグのほこりは定期的に取る
ほこりと湿気で絶縁不良となり、火災発生のお
それがあります。乾いた布でふいてください。

洗面化粧台の電源プラグは定格 15A・
交流100Vの壁コンセントを単独で使う
火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは電源コードを持
たずに必ず電源プラグを持って抜く
火災や感電やけどのおそれがあります。

ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用する
と、火災のおそれがあります。

水栓から湯水を出したままにしない
水漏れ・水あふれの拡大損害の原因となります。

小さいお子様だけで使用しない
思わぬ操作をし、転倒などによりけがをするおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店ま
たはお客様ご相談窓口にご相談ください。

LED照明（角型）
（PN-S223312）

ミラー
（VA235056）

水栓
（PN-S221403）

排水トラップ

洗面ボール
（PN-S221101）

オーバーフロー口

排水口

止水栓
（PN-S221422）
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■ LED照明

シンナーなどの有機溶剤、強酸・強アルカリ性洗剤、
トイレ用洗剤は使用しない

水
漏
れ
・
拡
大
損
害
の
お
そ
れ

洗面ボール・カウンターにもたれたり、
ぶら下がったり、上に乗ったりしない
洗面ボール・カウンターが破損し、けがをす
るおそれがあります。
洗面ボール・カウンターに固いものを落とさない
破損して、けがをするおそれがあります。
ミラーに手をついたり、もたれたりしない
ミラーが割れて、けがをするおそれがあります。
照明器具・ミラーキャビネットの上に物を載せない
落下・破損して、けがをするおそれがあります。
ミラーと壁のすき間に指を入れたり、ミ
ラーを引っ張ったりしない
けがをするおそれがあります。

収納関連材に刃物やガラス製のものを置
かない

薬剤、洗剤類はそれぞれの注意表示に従う
破損して、けがをするおそれがあります。

収納重量（耐荷重）を必ず守る
破損・変形、収納物の落下により、けがをする
おそれがあります。

排水口・オーバーフロー口に直接指を入
れて清掃しない
内部の突起などでけがをするおそれがあります。

止水栓の袋ナットをゆるめるときは、配
管が十分冷めてから行う
お湯を出した直後に配管に触れるとやけどの
おそれがあります。

収納関連材にもたれかからない
落下した場合、けがをするおそれがあります。

電動歯ブラシなどの充電式器具以外は、電源プラグを抜いて収納する
スイッチの切り忘れなどによる発熱や火災のおそれがあります。

蛍光灯を交換する場合は、照明スイッチを切ってから行う
感電のおそれがあります。

照明器具に水・湯をかけない
感電や漏電のおそれがあります。

固形または粉末の塩素系洗浄剤、漂白剤
は使ったり、近づけたりしない
水や湿気に反応して発生するガスがステンレ
スなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因とな
ります。保管の場所や方法に十分注意してく
ださい。
その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよ
く読んでお使いください。

シンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカ
リ性洗剤やトイレ用洗剤を流さない

高圧の水を流さない
排水栓・排水管・洗面ボールが破損し、水漏
れのおそれがあります。

清掃時に排水トラップ・封臭栓を取り外
さない
水漏れ・拡大損害の原因となります。

排水口をふさいで使用しない
洗面ボールから水があふれて、拡大損害の原
因となります。

塩素系洗剤によるつけおき洗いは洗面
ボールで直接行わず、洗面器などを使用
する
また、排水口に流したらその後、水を流し
て洗面ボールや排水管の洗剤を流しきる
洗面ボールや排水管を傷め、水漏れの原因と
なります。

止水栓の袋ナットは確実に締め付け、水
漏れがないか確認する
水漏れ、拡大損害の原因となります。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操
作を行う
凍結破損で水漏れし、拡大損害のおそれがあ
ります。
※操作について詳しくは水栓の取扱説明書を
　参照してください。

●照明器具には寿命があります　設置して10年経つと、
　外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています
　点検・交換してください
1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

●照明本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する
照明本体の取り外しには資格が必要です。

●お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
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シングルレバー洗面混合水栓
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シングルレバー洗面混合水栓
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照明器具（LED照明）

■ 角型

LED照明（角型）　エンドカバー・カバーの取り外し・取り付けかた

半年1度

照明カバーを両手で持って
矢印の方向へ引っぱり、外す。

照明カバー部は固く絞った柔らかい布で水ぶきし、そのあと、からぶきする。

照明カバー、カバー、エンド
カバーは確実に取り付ける
守らないと落下し、けがをするお
それがあります。

カバーを両手で持ち、LEDユニットにかぶせる。

カバーの凸部がLEDユニットの両端と
中央にある受け部に掛かるように押し込む。

カバーを手で支えながらエンドカバー（2個）
をはめ込む。

カバーを手で支えながら
エンドカバー（2個）を矢印の方向へ
スライドさせて外す。

カバー
本体

本体

エンドカバー
（2個）

カバー

LEDユニット

本体

カバー

LEDユニット

受け部
凸部

嵌合状態

カバー

エンドカバーのガイドに
本体金具の端部を合わせ、
本体金具凸部が
エンドカバー凹部にはまるまで
スライドさせてください。
（正しくはまると、クリック感があります。）

ガイド

エンドカバー
（2個）

カバー
本体 本体金具

凹部

カバー端部

エンドカバー
（2個）

本体金具凸部

本体金具端部
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アクアハート ・ W580

シングルレバー洗面混合水栓

12 W（AC100V）

LED照明（角型）

580 × 65 × 64 mm

LED照明（角型）のご使用上に関するお知らせ　　故障や異常ではありません
【器具自体の留意点】
●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
● LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
● LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または
別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

● LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

【周囲の影響】
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入
ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコ
ンが動作しにくくなることがあります。
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2020 OS0419-20920

【受付時間】月～金 /9:00～18:00　 

パナソニック ライフソリューションズ

パナソニック ライフソリューションズ

●左記番号がご利用いただけない場合は

【受付時間】月～土 /9:00～19:00
  日・祝日・年末年始 /9:00～18:00

修理ご相談窓口

06-6906-1090

https://sumai.panasonic.jp/

https://sumai.panasonic.jp/support/repair/

https://sumai.panasonic.jp/agefree/products
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