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オゾンと
マイクロバブルの
Ｗ効果
ペットと環境に
やさしいシャワー
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オゾン（Ｏ3）は、薬品などと同様、使用方法によっては害にも

なりえる物質であるため、本機においては、特に安全に配慮

した設計を行っています。

本機のシャワーヘッドより流出したオゾンガスにおいては、

労働安全の環境基準で定められた0.1ppm以下に設計され

ております。また、発生したオゾン（Ｏ3）は、自然界の空気と

接触することにより分解し酸素になります。

シャワーヘッドより流水したオゾンマイクロバブル水（また

は温水）を、直接、対象物に接触させることにより、キャビ

テーション（気泡の破壊）作用及び、オゾンの酸化力によって

汚れの除去、脱臭が行われ、洗浄が効率よく行えます。

オゾンマイクロバブルシャワー「アキュワン」を安全に、また

有効利用するためには、機器を運転操作する前に、説明書を

熟読し、使用方法や目的を十分理解していただいた上でご

使用くださるようお願いいたします。

オゾンマイクロバブルシャワー

「アキュワン」について

修理を依頼される時は

次のことをお知らせください。

●形式 ： Aqua-Wan  (アキュワン)

●製造番号

　（本機側面パネル側の製品銘板に記載されています） 

●お買い上げ年月日、御氏名、御住所、電話番号 

●故障の状態 ： できるだけ詳しく 

形式 オゾンマイクロバブルシャワー　Aqua-Wan（アキュワン）

タイプ

定格電圧・周波数 AC100V　50/60Hz

消費電力 15W

電流ヒューズ 1A

オゾン発生濃度 90～100ppm （1L/min）　

寸法

質量

電源コードの長さ 2ｍ

付属品 シャワーホース×1、シャワーヘッド×1、

設置工具×1、予備ヒューズ×1

取扱説明書・保証書×1

壁掛け式 スタンド式

W300×H230×D130 W300×H620×D250

4.6kg 7.6kg

壁掛けベースプレート 取付けスタンド

メンテナンス受付

協和興業株式会社内 アキュワン係

〒572-0051
大阪府寝屋川市高柳2-32-1　

072-829-4605
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オゾン（Ｏ3）とは、ギリシャ語で「臭い」と言う意味を持ち、その名の通り独特の刺激臭がありま

す。常温でフッ素に次いで酸化力が強い物質で、この酸化力によって有機物を酸化し微生物を不

活性（死滅）させます。

オゾンは、空気中の酸素から作られ常温では無色の気体で、酸素原子が３個結合した分子です。

空気中で自然分解するため農薬や塩素などと違い残留物が残らないため二次公害の心配があり

ません。オゾンは、酸化力、殺菌力が極めて大きく、ある適量濃度を超えると人体に有害な影響を

及ぼします。そのため、人のいる場所などでは、労働安全基準濃度（注１）が定められています。

オゾン水は、食品衛生法の食品添加物（注２）として認められておりオゾンガスよりも安全な物質

です。オゾン水は、脱臭作用も兼ており脱臭能力は、活性炭の約2000倍もあり、殺菌と消臭を同

時に効率よく作用します。今後は、殺菌や脱臭を行う有効な

手段として、一層普及するものと思われます。

オゾンの一般知識

濃　度 （ppm） 作　用

0.01～0.03 臭気を感じる

0.1～0.3 強い臭気、鼻のどに刺激

0.5～0.7 2時間で胸痛、咳、呼吸困難

1～3 1～2時間で疲労感、頭重

10 数十分で呼吸困難、肺水腫

【オゾンガス濃度と作用】

オゾン（Ｏ3）

酸素（Ｏ2）

オゾン（Ｏ3）が
酸素（Ｏ2）に

悪臭や細菌など

ピタッ！

O
O O

O
O O

O O

O

O

悪臭・細菌が
酸化される

（脱臭・除菌効果）

（注１）作業環境許容濃度労働者が1日8時間、週４０時間程度、肉

　　　体的に激しくない労働強度で有害化学物質に暴露される場

　　　合に、その物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほ

　　　とんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判

　　　断される濃度です。オゾンガスの場合は0.1ppm以下になっ

　　　ています。（日本産業衛生学会）

（注２）オゾン水は、食品衛生法の食品添加物として認められてい

　　　ます。（5mg/ℓ以下）
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故障かなと思ったら

運転しない

メインスイッチを【入】

にしても運転しない

排水ホース（青色）から

水が出る

運転中異常な音がする

その他の異常

コンセントから電源プラグが外れていないか確認してください。

外れている場合は差し込んでください。

電源プラグの【通電ランプ】が点灯しているか確認してください。

点灯していない場合は【セット（入）】ボタンを押してください。

シャワーの蛇口が開いていない。

メインスイッチが【入】になっているか確認してください。

ヒューズが切れていないか確認してください。
切れている場合は交換してください。
交換しても切れる場合はメンテナンス受付にご相談ください。

シャワー水量が少なすぎる。

運転後の余分な水を排水しているため、故障ではありません。

メンテナンス受付にご相談ください。

シャワーを止めても

運転し続ける
メンテナンス受付にご相談ください。

メンテナンス受付にご相談ください。

使用中シャワーが

振動する

電源プラグのセット
ボタンを押しても、
すぐに切れる

水にオゾンが溶け込みマイクロバブルが発生している現象です。

故障ではありません。

メンテナンス受付にご相談ください。

現　　象 対　　策
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警告

ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。本取扱説明書の中で

警告、注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本機の操作は、管理責任者の専任を行い、定められた人以外、操作は行わないこと。

本機の運転中は、持ち運びや移動は行わないこと。

本機に水やお湯をかけたりしないこと。

本機の近くでヘアスプレー、ラッカー、シンナーなど揮発溶剤は使用しないこと。

壁掛けベースプレートを壁に設置する際には、確実に取り付けてください。

自らの施工に不安がある場合は専門業者に依頼すること。

定格電圧（AC100V）以外で使用しないこと。

濡れた手で電源プラグの抜き差しや、本機の操作は行わないこと。

本機を故意に分解したりしないこと。

本機の使用目的以外には使用しないこと。

本機を廃棄する場合は、専門業者にお願いしてください。

安全上のご注意

注意

誤った取り扱いをすると、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ます。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容を示します。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

本機の使用は付属のシャワーヘッドをご使用ください。

特にストップ機能付シャワーヘッドは、水が本体に逆流し故障の原因となりますので、

絶対にご使用にならないでください。

本機のシャワーホース接続口にシャワーホースを確実に取り付けてください。

その後水漏れがないことをご確認ください。

水道水の圧力は0.15～0.3MPaでご使用ください。

圧力が低い場合、マイクロバブルは発生しません。

運転中、オゾン臭を強く感じた場合は、直ちに運転を停止し、室内の換気を行ってください。

本機を運転せず、シャワーのみ使用する場合は、メインスイッチを切ってください。

ただし、マイクロバブルの発生を止めることはできません。

青色の排水ホースからは水が出ることがありますので、必ず流し台に入れるか、容器

で先端をうけてください。その際、排水ホースは必ず本機より下になるように設置して

ください。本機より上になりますと排水がうまくいかず、故障の原因となります。

本機はペット用に開発されたものであり、人間の洗髪等には使用しないこと。

運転中、異常音がした場合は、メーカーもしくはお買い求めの販売店にご連絡し、

補修が完全に終わるまでは、運転操作をしないでください。

本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

保守、管理は必ず行ってください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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製品の保証について

修理を依頼される時は

お買い上げの本機の修理やメンテナンスは、販売店もしくはメンテナンス受付にお申し付けく
ださい。ご連絡先は取扱説明書や、本体側面の製品シールに記載されております。

清掃・メンテナンスについて

保証とアフターサービスについて

この製品の保証期間は、お買い上げの日から1ケ年です。

保証期間中、正常なご使用にもかかわらず当社の設計、工作等の不備により故障または破損が発生した場

合、故障・破損を無償修理いたします。この場合、当社は修理部品代および修理のための費用を負担します。

ただし、以下の故障・破損の修理および消耗品は有償とさせていただきます。詳しくはお買い上げの販売

店にご相談ください。

■ 保証期間経過後の故障・破損

■ オゾン発生器の性能低下及び発生体の消耗

■ 正常でないご使用方法、または保存による故障・破損

■ 火災・天災・地変等の災害及び不可抗力による故障・破損

■ 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障・破損

■ 保証書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されていない場合

本機の修理が有償の場合は、送料、修理費用、交通費等はすべてお客様負担となります。

保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

サービスを依頼される前に、この「取扱説明書」よくお読みいただき、再度ご点検（P.9「故障かなと思った

ら」参照）の上、なお異常がある場合は直接メーカーもしくはお買い求めの販売店にご依頼ください。

交換部品について

オゾン発生体の寿命は、約2000～3000時間です。

ただし、お客様の使用環境や、使用頻度等により、オゾン発生体の摩耗が早く進行する場合があります。

オゾン発生器や内部の消耗品は定期的に交換されることをお勧めいたします。

1.

2.

3.

4.

5.

清掃を行う際には、必ず電源プラグをコンセントから外してください。

清掃の際、シンナーなどの揮発溶剤は使用しないでください。

電源プラグに、ゴミやほこりの付着がないか、定期的に点検してください。

本機側面のファンフィルターを定期的に清掃してください。カバーは工具等を使わず簡単に外せること

ができます。

本機のメンテナンスは、販売店もしくはメンテナンス受付にお申し付けください。

本機の性能を維持するためにも、定期的なメンテナンスを行ってください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

↓フィルター

手で毛等の汚れを
取り除いてください

↑カバー

吸気ファンのフィルター掃除の手順

本機側面のファン

フィルターを定期的に

清掃してください。

カバーは工具等を

使わず簡単に外せる

ことができます。
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シャワーホースの根元には専用設

計のマイクロバブルノズルが付い

ています。（特許）　オゾンのマイク

ロバブルで汚れを分解します。

お使いのシャワーホースを接

続口に取り付けるだけで、設

置完了！蛇口をひねればオゾ

ンマイクロバブルシャワー！

ワンちゃんの毛が内部

に入らないように、吸

気ファンにはフィル

ターが付いています。

定期的に掃除していた

だく必要があります。

専用シャワーヘッド

メインスイッチ

吸気ファン

シャワーホース接続口

ヒューズボックス

マイクロバブル発生ノズル

各部の名称

万が一、本機が故障

した際に漏電遮断

機が働きます。漏電

遮断機によってお

店の他の機器に影

響がでないようにし

ています。

電源コード

排水ホース

漏電遮断機

水回りで使用します

ので、本機は多少の

水がかかっても大丈

夫なように防滴設計

にしています。濡れ

ることを気にせず、

ご使用になれます。

防滴設計

本機の仕様やメン

テナンス時の連絡

先が記載されてい

ます。

製品銘板

7

ご使用方法

電源プラグについて

本機の電源プラグをコンセントに差し込んでください。この時、電源プラグの「通電ランプ」

が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は「セット（入）」ボタンを押し

てください。

本機側面のメインスイッチを「入」にしてください。

これで運転準備は完了です。

お客様のシャワーの蛇口を開けると、自動的に電源が入り、オゾンが含まれたマイクロバブルシャワー

が出てきます。

オゾンが必要のない場合は、側面のメインスイッチを「切」にしてください。ただし、マイクロ

バブルの発生を止めることはできません。

本機を使用しない場合はメインスイッチを「切」にしてください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

【ご使用上の注意】

●定期的に側面の吸気ファンのフィルターの掃除を行ってください。ペットの毛等で目詰まりを

　起こしますと、故障の原因となります。

●運転中は、故意に電源プラグを抜いたりしないでください。故障の原因となります。

●電源プラグのセットボタン及びテストボタンをスイッチとして使用しないでください。

●使用中に通電表示ランプが消えた時は、一度セットボタンを押して通電させてください。

　この操作後もOFFになる場合は漏電が発生しています。本機の使用を中止してください。

●本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ストップ機能付シャワーヘッドへの

変更は禁止
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アキュワン設置の手順

本製品設置の注意

付属の取付部品 ベースプレート

アキュワン設置の手順

●本機は、浴室の外や、室内の平らな場所に設置してください。

●本機は換気のできる室内で使用してください。

●壁掛け式を壁に取り付ける際には、確実に設置してください。自らの施工に不安がある場合には

　専門業者にお願いしてください。

●スタンド式の場合は、本機が転倒しないように、上部中央の穴にワイヤー等で固定してください。

●青色の排水ホースは必ず本機より下になる様にしてください。

●本機の電源コードは、コンセントにしっかり固定してください。

●本機は室内専用です。屋外で使用したり、直射日光の当たる場所では使用しないでください。

●本機はお風呂場や調理室等、湿気の多い場所には設置しないでください。

壁掛けベースプレートが壁に確実に取り付けられて
いることを確認ください。（壁掛けタイプ）

アキュワン本体の取付穴にベースプレートの4つのボ
ルトを通してください。

付属のワッシャ、バネ座金、ナットで固定してくださ
い。その際には付属の工具をご使用ください。ガタつ
きがなく確実に固定されたことを確認ください。

お客様ご使用のシャワーからシャワーヘッドを取り
外してください。

本機のシャワーホース接続口に、お客様のシャワー
ホースを取り付けてください。お使いのシャワーホー
スとのネジが合わない場合は、付属のアダプタをご使
用ください。

マイクロバブル発生ノズルに付属のシャワーホースを
取り付けてください。

青色の排水ホースを流し台等に入れてください。排水
ホースからは水が出ることがありますので、必ず流し
台に入れるか、容器で先端をうけてください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ボルト（4ヶ所）↓取付穴（4ヶ所）↓

↑
　　お客様のシャワーホース

ナット、バネ座金、ワッシャ

必ず排水ホースは

本機より下になるように

設置してください。

※必ず流し台よりも高く

　設置してください。

※スタンド式の場合も別の台に乗せて

　できるだけ高くしてください。

※図は壁掛けタイプの設置図ですが、
　スタンド式も同様に設置してください。

6

※スタンド式の場合は転倒防止の為、本体上部の穴

　と壁とをワイヤーやヒモ等でつないでください。
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アキュワン設置の手順

本製品設置の注意

付属の取付部品 ベースプレート

アキュワン設置の手順

●本機は、浴室の外や、室内の平らな場所に設置してください。

●本機は換気のできる室内で使用してください。

●壁掛け式を壁に取り付ける際には、確実に設置してください。自らの施工に不安がある場合には

　専門業者にお願いしてください。

●スタンド式の場合は、本機が転倒しないように、上部中央の穴にワイヤー等で固定してください。

●青色の排水ホースは必ず本機より下になる様にしてください。

●本機の電源コードは、コンセントにしっかり固定してください。

●本機は室内専用です。屋外で使用したり、直射日光の当たる場所では使用しないでください。

●本機はお風呂場や調理室等、湿気の多い場所には設置しないでください。

壁掛けベースプレートが壁に確実に取り付けられて
いることを確認ください。（壁掛けタイプ）

アキュワン本体の取付穴にベースプレートの4つのボ
ルトを通してください。

付属のワッシャ、バネ座金、ナットで固定してくださ
い。その際には付属の工具をご使用ください。ガタつ
きがなく確実に固定されたことを確認ください。

お客様ご使用のシャワーからシャワーヘッドを取り
外してください。

本機のシャワーホース接続口に、お客様のシャワー
ホースを取り付けてください。お使いのシャワーホー
スとのネジが合わない場合は、付属のアダプタをご使
用ください。

マイクロバブル発生ノズルに付属のシャワーホースを
取り付けてください。

青色の排水ホースを流し台等に入れてください。排水
ホースからは水が出ることがありますので、必ず流し
台に入れるか、容器で先端をうけてください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ボルト（4ヶ所）↓取付穴（4ヶ所）↓

↑
　　お客様のシャワーホース

ナット、バネ座金、ワッシャ

必ず排水ホースは

本機より下になるように

設置してください。

※必ず流し台よりも高く

　設置してください。

※スタンド式の場合も別の台に乗せて

　できるだけ高くしてください。

※図は壁掛けタイプの設置図ですが、
　スタンド式も同様に設置してください。

6

※スタンド式の場合は転倒防止の為、本体上部の穴

　と壁とをワイヤーやヒモ等でつないでください。
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シャワーホースの根元には専用設

計のマイクロバブルノズルが付い

ています。（特許）　オゾンのマイク

ロバブルで汚れを分解します。

お使いのシャワーホースを接

続口に取り付けるだけで、設

置完了！蛇口をひねればオゾ

ンマイクロバブルシャワー！

ワンちゃんの毛が内部

に入らないように、吸

気ファンにはフィル

ターが付いています。

定期的に掃除していた

だく必要があります。

専用シャワーヘッド

メインスイッチ

吸気ファン

シャワーホース接続口

ヒューズボックス

マイクロバブル発生ノズル

各部の名称

万が一、本機が故障

した際に漏電遮断

機が働きます。漏電

遮断機によってお

店の他の機器に影

響がでないようにし

ています。

電源コード

排水ホース

漏電遮断機

水回りで使用します

ので、本機は多少の

水がかかっても大丈

夫なように防滴設計

にしています。濡れ

ることを気にせず、

ご使用になれます。

防滴設計

本機の仕様やメン

テナンス時の連絡

先が記載されてい

ます。

製品銘板

7

ご使用方法

電源プラグについて

本機の電源プラグをコンセントに差し込んでください。この時、電源プラグの「通電ランプ」

が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は「セット（入）」ボタンを押し

てください。

本機側面のメインスイッチを「入」にしてください。

これで運転準備は完了です。

お客様のシャワーの蛇口を開けると、自動的に電源が入り、オゾンが含まれたマイクロバブルシャワー

が出てきます。

オゾンが必要のない場合は、側面のメインスイッチを「切」にしてください。ただし、マイクロ

バブルの発生を止めることはできません。

本機を使用しない場合はメインスイッチを「切」にしてください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

【ご使用上の注意】

●定期的に側面の吸気ファンのフィルターの掃除を行ってください。ペットの毛等で目詰まりを

　起こしますと、故障の原因となります。

●運転中は、故意に電源プラグを抜いたりしないでください。故障の原因となります。

●電源プラグのセットボタン及びテストボタンをスイッチとして使用しないでください。

●使用中に通電表示ランプが消えた時は、一度セットボタンを押して通電させてください。

　この操作後もOFFになる場合は漏電が発生しています。本機の使用を中止してください。

●本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ストップ機能付シャワーヘッドへの

変更は禁止
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警告

ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。本取扱説明書の中で

警告、注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本機の操作は、管理責任者の専任を行い、定められた人以外、操作は行わないこと。

本機の運転中は、持ち運びや移動は行わないこと。

本機に水やお湯をかけたりしないこと。

本機の近くでヘアスプレー、ラッカー、シンナーなど揮発溶剤は使用しないこと。

壁掛けベースプレートを壁に設置する際には、確実に取り付けてください。

自らの施工に不安がある場合は専門業者に依頼すること。

定格電圧（AC100V）以外で使用しないこと。

濡れた手で電源プラグの抜き差しや、本機の操作は行わないこと。

本機を故意に分解したりしないこと。

本機の使用目的以外には使用しないこと。

本機を廃棄する場合は、専門業者にお願いしてください。

安全上のご注意

注意

誤った取り扱いをすると、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ます。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容を示します。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

本機の使用は付属のシャワーヘッドをご使用ください。

特にストップ機能付シャワーヘッドは、水が本体に逆流し故障の原因となりますので、

絶対にご使用にならないでください。

本機のシャワーホース接続口にシャワーホースを確実に取り付けてください。

その後水漏れがないことをご確認ください。

水道水の圧力は0.15～0.3MPaでご使用ください。

圧力が低い場合、マイクロバブルは発生しません。

運転中、オゾン臭を強く感じた場合は、直ちに運転を停止し、室内の換気を行ってください。

本機を運転せず、シャワーのみ使用する場合は、メインスイッチを切ってください。

ただし、マイクロバブルの発生を止めることはできません。

青色の排水ホースからは水が出ることがありますので、必ず流し台に入れるか、容器

で先端をうけてください。その際、排水ホースは必ず本機より下になるように設置して

ください。本機より上になりますと排水がうまくいかず、故障の原因となります。

本機はペット用に開発されたものであり、人間の洗髪等には使用しないこと。

運転中、異常音がした場合は、メーカーもしくはお買い求めの販売店にご連絡し、

補修が完全に終わるまでは、運転操作をしないでください。

本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

保守、管理は必ず行ってください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8

製品の保証について

修理を依頼される時は

お買い上げの本機の修理やメンテナンスは、販売店もしくはメンテナンス受付にお申し付けく
ださい。ご連絡先は取扱説明書や、本体側面の製品シールに記載されております。

清掃・メンテナンスについて

保証とアフターサービスについて

この製品の保証期間は、お買い上げの日から1ケ年です。

保証期間中、正常なご使用にもかかわらず当社の設計、工作等の不備により故障または破損が発生した場

合、故障・破損を無償修理いたします。この場合、当社は修理部品代および修理のための費用を負担します。

ただし、以下の故障・破損の修理および消耗品は有償とさせていただきます。詳しくはお買い上げの販売

店にご相談ください。

■ 保証期間経過後の故障・破損

■ オゾン発生器の性能低下及び発生体の消耗

■ 正常でないご使用方法、または保存による故障・破損

■ 火災・天災・地変等の災害及び不可抗力による故障・破損

■ 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障・破損

■ 保証書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されていない場合

本機の修理が有償の場合は、送料、修理費用、交通費等はすべてお客様負担となります。

保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

サービスを依頼される前に、この「取扱説明書」よくお読みいただき、再度ご点検（P.9「故障かなと思った

ら」参照）の上、なお異常がある場合は直接メーカーもしくはお買い求めの販売店にご依頼ください。

交換部品について

オゾン発生体の寿命は、約2000～3000時間です。

ただし、お客様の使用環境や、使用頻度等により、オゾン発生体の摩耗が早く進行する場合があります。

オゾン発生器や内部の消耗品は定期的に交換されることをお勧めいたします。

1.

2.

3.

4.

5.

清掃を行う際には、必ず電源プラグをコンセントから外してください。

清掃の際、シンナーなどの揮発溶剤は使用しないでください。

電源プラグに、ゴミやほこりの付着がないか、定期的に点検してください。

本機側面のファンフィルターを定期的に清掃してください。カバーは工具等を使わず簡単に外せること

ができます。

本機のメンテナンスは、販売店もしくはメンテナンス受付にお申し付けください。

本機の性能を維持するためにも、定期的なメンテナンスを行ってください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

↓フィルター

手で毛等の汚れを
取り除いてください

↑カバー

吸気ファンのフィルター掃除の手順

本機側面のファン

フィルターを定期的に

清掃してください。

カバーは工具等を

使わず簡単に外せる

ことができます。
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オゾン（Ｏ3）とは、ギリシャ語で「臭い」と言う意味を持ち、その名の通り独特の刺激臭がありま

す。常温でフッ素に次いで酸化力が強い物質で、この酸化力によって有機物を酸化し微生物を不

活性（死滅）させます。

オゾンは、空気中の酸素から作られ常温では無色の気体で、酸素原子が３個結合した分子です。

空気中で自然分解するため農薬や塩素などと違い残留物が残らないため二次公害の心配があり

ません。オゾンは、酸化力、殺菌力が極めて大きく、ある適量濃度を超えると人体に有害な影響を

及ぼします。そのため、人のいる場所などでは、労働安全基準濃度（注１）が定められています。

オゾン水は、食品衛生法の食品添加物（注２）として認められておりオゾンガスよりも安全な物質

です。オゾン水は、脱臭作用も兼ており脱臭能力は、活性炭の約2000倍もあり、殺菌と消臭を同

時に効率よく作用します。今後は、殺菌や脱臭を行う有効な

手段として、一層普及するものと思われます。

オゾンの一般知識

濃　度 （ppm） 作　用

0.01～0.03 臭気を感じる

0.1～0.3 強い臭気、鼻のどに刺激

0.5～0.7 2時間で胸痛、咳、呼吸困難

1～3 1～2時間で疲労感、頭重

10 数十分で呼吸困難、肺水腫

【オゾンガス濃度と作用】

オゾン（Ｏ3）

酸素（Ｏ2）

オゾン（Ｏ3）が
酸素（Ｏ2）に

悪臭や細菌など

ピタッ！

O
O O

O
O O

O O

O

O

悪臭・細菌が
酸化される

（脱臭・除菌効果）

（注１）作業環境許容濃度労働者が1日8時間、週４０時間程度、肉

　　　体的に激しくない労働強度で有害化学物質に暴露される場

　　　合に、その物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほ

　　　とんどすべての労働者に健康上の悪影響が見られないと判

　　　断される濃度です。オゾンガスの場合は0.1ppm以下になっ

　　　ています。（日本産業衛生学会）

（注２）オゾン水は、食品衛生法の食品添加物として認められてい

　　　ます。（5mg/ℓ以下）
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故障かなと思ったら

運転しない

メインスイッチを【入】

にしても運転しない

排水ホース（青色）から

水が出る

運転中異常な音がする

その他の異常

コンセントから電源プラグが外れていないか確認してください。

外れている場合は差し込んでください。

電源プラグの【通電ランプ】が点灯しているか確認してください。

点灯していない場合は【セット（入）】ボタンを押してください。

シャワーの蛇口が開いていない。

メインスイッチが【入】になっているか確認してください。

ヒューズが切れていないか確認してください。
切れている場合は交換してください。
交換しても切れる場合はメンテナンス受付にご相談ください。

シャワー水量が少なすぎる。

運転後の余分な水を排水しているため、故障ではありません。

メンテナンス受付にご相談ください。

シャワーを止めても

運転し続ける
メンテナンス受付にご相談ください。

メンテナンス受付にご相談ください。

使用中シャワーが

振動する

電源プラグのセット
ボタンを押しても、
すぐに切れる

水にオゾンが溶け込みマイクロバブルが発生している現象です。

故障ではありません。

メンテナンス受付にご相談ください。

現　　象 対　　策



オゾンと
マイクロバブルの
Ｗ効果
ペットと環境に
やさしいシャワー
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オゾン（Ｏ3）は、薬品などと同様、使用方法によっては害にも

なりえる物質であるため、本機においては、特に安全に配慮

した設計を行っています。

本機のシャワーヘッドより流出したオゾンガスにおいては、

労働安全の環境基準で定められた0.1ppm以下に設計され

ております。また、発生したオゾン（Ｏ3）は、自然界の空気と

接触することにより分解し酸素になります。

シャワーヘッドより流水したオゾンマイクロバブル水（また

は温水）を、直接、対象物に接触させることにより、キャビ

テーション（気泡の破壊）作用及び、オゾンの酸化力によって

汚れの除去、脱臭が行われ、洗浄が効率よく行えます。

オゾンマイクロバブルシャワー「アキュワン」を安全に、また

有効利用するためには、機器を運転操作する前に、説明書を

熟読し、使用方法や目的を十分理解していただいた上でご

使用くださるようお願いいたします。

オゾンマイクロバブルシャワー

「アキュワン」について

修理を依頼される時は

次のことをお知らせください。

●形式 ： Aqua-Wan  (アキュワン)

●製造番号

　（本機側面パネル側の製品銘板に記載されています） 

●お買い上げ年月日、御氏名、御住所、電話番号 

●故障の状態 ： できるだけ詳しく 

形式 オゾンマイクロバブルシャワー　Aqua-Wan（アキュワン）

タイプ

定格電圧・周波数 AC100V　50/60Hz

消費電力 15W

電流ヒューズ 1A

オゾン発生濃度 90～100ppm （1L/min）　

寸法

質量

電源コードの長さ 2ｍ

付属品 シャワーホース×1、シャワーヘッド×1、

設置工具×1、予備ヒューズ×1

取扱説明書・保証書×1

壁掛け式 スタンド式

W300×H230×D130 W300×H620×D250

4.6kg 7.6kg

壁掛けベースプレート 取付けスタンド

メンテナンス受付

協和興業株式会社内 アキュワン係

〒572-0051
大阪府寝屋川市高柳2-32-1　

072-829-4605



オゾンマイクロバブルシャワー

取扱説明書
この度はアキュワンをお買上げいただき、誠にありがとうございます。

この製品を正しく安全にご使用していただくために、この取扱説明書を必ずお読みいただき、大切に保管してください。

アキュワンについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

オゾンの一般知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

アキュワン設置の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5・6

ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

清掃・メンテナンスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

保証とアフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・8

故障かなと思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

修理を依頼される時は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

目 次

131129

※壁掛け式

※スタンド式
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