
泡まつ吐水の場合

泡まつ器を取り外す際に、パッキンをなくさないように
してください。

1 吐水口の泡まつ器キャップを矢印の方向に回して、
泡まつ器を取り外す。

サラサラシャワーの場合

1 ドライバーなどでクリップを外す。

2 泡まつ器を先の細い歯ブラシなどで水洗いする。

3 逆の手順で取り付ける。

5 逆の手順で取り付ける。
※シャワーフェイスを取り付ける際、約2回回し、つまみ部が
後ろで止まる位置まで締めてください。
　締め過ぎないでください。破損するおそれがあります。

3 シャワーフェイスを外し、ストレーナを取り外す。

4 シャワーフェイス、ストレーナを先の細い歯ブラシ
などで水洗いする。

2 シャワーヘッドを外し、ストレーナを取り外す。
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クリップ
ストレーナ

ストレーナ

シャワーフェイス
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泡まつ器キャップ

※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

泡まつ吐水の場合

泡まつ器を取り外す際に、パッキンをなくさないように
してください。

1 吐水口の泡まつ器キャップを矢印の方向に回して、
泡まつ器を取り外す。

サラサラシャワーの場合

1 ドライバーなどでクリップを外す。

2 泡まつ器を先の細い歯ブラシなどで水洗いする。

3 逆の手順で取り付ける。

5 逆の手順で取り付ける。
※シャワーフェイスを取り付ける際、約2回回し、つまみ部が
後ろで止まる位置まで締めてください。
　締め過ぎないでください。破損するおそれがあります。

3 シャワーフェイスを外し、ストレーナを取り外す。

4 シャワーフェイス、ストレーナを先の細い歯ブラシ
などで水洗いする。

2 シャワーヘッドを外し、ストレーナを取り外す。
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※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

●泡まつ吐水のお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

●サラサラシャワーのお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

動画を見る

動画を見る

動画を見る

動画を見る

クリックで
WEBサイトへ

クリックで
WEBサイトへ

QRコードを
読み取って
アクセス

QRコードを
読み取って
アクセス
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水栓の水の出が悪い！� �
横に飛び散る！

吐水口の散水板にごみが付着していませんか？

吐水口を分解してお手入れしてください。

症　状　６

次ページへつづく⇒

チェック！11

https://sumai.panasonic.jp/support/movie/kitchen/03.html?id=A_movie/?self_k07
https://sumai.panasonic.jp/support/movie/kitchen/05.html?id=A_movie/?self_k07
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ハンドシャワーの場合

1 シャワーヘッドを引き出し、ラジオペンチなどでク
リップを取り外す。

グースネック水栓の場合

1 シャワーヘッドのシャワーフェイス（散水
部）を歯ブラシなどで清掃する。

2 シャワーヘッドを外し、ストレーナを取り外す。

3 吐水口金具を工具で外し、シャワーフェイス、整流器、
ストレーナを取り外す。

4 シャワーフェイス、ストレーナ、整流器を先の細い
歯ブラシなどで水洗いする。

5 逆の手順で取り付ける。

5 ストレーナーを先の細い歯ブラシなどで水洗いする。

6 逆の手順で取り付ける。

※パッキンにごみの付着やよじれがないか確認してください。
※シャワーフェイスを取り付ける際、凸部を前面にして取り付
けてください。

3 シャワーヘッド裏側のねじをドライバーで外す。

4 シャワーヘッドを持ちながら、アダプターを回
して、ストレーナを取り外す。

2 シャワーヘッドを吐水口から外す。

パッキン

シャワーヘッド

整流器 クリップ

ストレーナ

シャワー
フェイス ストレーナ
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※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

ハンドシャワーの場合

1 シャワーヘッドを引き出し、ラジオペンチなどでク
リップを取り外す。

グースネック水栓の場合

1 シャワーヘッドのシャワーフェイス（散水
部）を歯ブラシなどで清掃する。

2 シャワーヘッドを外し、ストレーナを取り外す。

3 吐水口金具を工具で外し、シャワーフェイス、整流器、
ストレーナを取り外す。

4 シャワーフェイス、ストレーナ、整流器を先の細い
歯ブラシなどで水洗いする。

5 逆の手順で取り付ける。

5 ストレーナーを先の細い歯ブラシなどで水洗いする。

6 逆の手順で取り付ける。

※パッキンにごみの付着やよじれがないか確認してください。
※シャワーフェイスを取り付ける際、凸部を前面にして取り付
けてください。

3 シャワーヘッド裏側のねじをドライバーで外す。

4 シャワーヘッドを持ちながら、アダプターを回
して、ストレーナを取り外す。

2 シャワーヘッドを吐水口から外す。

パッキン

シャワーヘッド

整流器 クリップ

ストレーナ

シャワー
フェイス ストレーナ

吐水口金具
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フェイス（散水部）

歯ブラシなど

シャワー
ヘッド

ねじ

ドライバー

アダプター

ストレーナ

※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

※ストレーナの枚数は商品によって異なります。

●ハンドシャワーのお手入れについては、WEBサイトに動画を掲載しています。

動画を見る

動画を見る

クリックで
WEBサイトへ

QRコードを
読み取って
アクセス

日常のお手入れが大切です。

浄水器は、浄水カートリッジ
を交換する。水拭きする。 月1度 3か月～

1年に1度

水あかはメラミンスポンジで
落とし、細部の汚れは歯ブラ
シなどで落とす。

日常
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症状6　水栓の水の出が悪い！横に飛び散る！

マイナスドライバー使用する
道具・洗剤 プラスドライバー

https://sumai.panasonic.jp/support/movie/kitchen/04.html?id=A_movie/?self_k07
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ハンドル式止水栓の場合 ドライバー式止水栓の場合

給湯側

給水側
あける

あける

あける

給湯側

給水側

あける
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症状6　水栓の水の出が悪い！横に飛び散る！

マイナスドライバー使用する
道具・洗剤

止水栓は十分に開いていますか？
チェック！22

止水栓を開けてください。

水が少ない場合
水側の止水栓を「あける」側へ回してください。

湯が少ない場合
湯側の止水栓を「あける」側へ回してください。

●水側と湯側の吐水量をほぼ同じにしてください。
（詳細については、取扱説明書をご確認ください。）

止水栓の位置
シンク下の引出し・扉を開けた奥に
あります。
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