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日本国内の水道水質基準に適合した水以外は使用
しない。
健康を害する原因になります。

上フタの取付けはマーカーの位置を合わせる。
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水素水生成器 ビオ Ⅱ

※ドレンホース用



●水素水の生成



切替コックの取付リングを外
して、蛇口に通す

取付リング

取付リングを回して、
切替コック本体を固定する。

約110cm



切替コックより外した取付リン
グにビス止め用リングを入れる

切替コックより外した取付リン
グを上にして蛇口に泡沫用リン
グを締め付ける

切替コックより外した取付リン
グを上にして蛇口に泡沫用リン
グを締め付ける

※硬貨を締め付け
金具として利用し
てください 取付リング 取付リング

取付リング

取付リングを回して、
切替コック本体を固定する。

取付リングを回して、
切替コック本体を固定する。

取付リングを回して、
切替コック本体を固定する。



ノズルを回してホースの引き出し方向を
変更します。
（注）ノズルの回転範囲をシール（左図）で

確認してください。

下図：右側引き出し
※出荷時、給水および送水ホースは”左側引き出し”です。

ホース引き出し口 ホース引き出し口

給水ホース

“灰色”のノズル

“白色”のノズル

『線』が印刷さ
れたホース 送水ホース

『線』のない
ホース

本体ベース

シール

約110cm です。

ホースの引き出し方向を変えたい場合、ベース内のノズルを回してホースをセットしてください。
（注）ホースが折れ曲がらない様、注意してください。

漏水や故障の原因になります。

（注）給水ホースを”白色”のノズルに接続すると水素水は出ません。（ドレンホースから勢いよく水が排出されます。）
ナットをはずしてホースに通します。

・ ホースの引き出し方向

本体の給水ホース（『線』が印刷されたホース）を切替コックの”灰色”のノズルに接続します。

給水ホースを”灰色”のノズルに差し込み、ナットでしっかり固定してください。

・ 給水ホースの接続

送水ホース（『線』のないホース）を切替コックの”白色”のノズルに接続し、ナットで固定してください。
・ 送水ホースの接続

ホースが長すぎる場合は、はさみ等で適度な長さに切断して使用してください。



ホースを束ねるクリップ（2個）を付属しています。

また、本体の底部などでドレンホースが折れたり、つぶれたりしないように設置してください。
（注）ドレンホースが折れたり、つぶれたりするとドレンが排出できなくなることがあります。



レバーを『浄水』に



原水 ： 水道水をそのまま使う場合。

シャワー ： 水道水をシャワーで使う場合。

浄水 ： 水素水を使う場合。

レバー

レバーを『原水』に

レバーを『シャワー』に

レバーを『浄水』に

60℃

60℃

なお、Active BIOⅡ本体にお湯を流さない様、レバー位置に注意してください。

なお、Active BIOⅡ本体にお湯を流さない様、レバー位置に注意してください。

（注）蛇口開放直後は、本体に蓄えた余剰の電解ガスが排出された後に水素水が出ます。
（注）水素水を使っているとき、ドレンホースから水が出ます。



リセット（長押し）

水素量 多 水素量 少 フィルター交換

窓の照明
青色：水素量が多い状態
緑色：水素を補充している状態
オレンジ色：カートリッジフィルターの交換時期

BIO Ⅱは、
電気分解中は、本体の窓から水素の気泡を確認できます。

[ 水素量のお知らせ ]
水に含まれる水素量を窓に点灯する照明の色でお知らせします。

青色：水素量の多い水を作れる状態です。水素量の目安：0.5～ 1.0mg/L
緑色：水素を補充している状態です。水素量の目安：0.5mg/L 以下

・・・水素量が多くなると照明が青色に変わります。

（注）電気分解中でも水素水はご利用いただけます。
なお、電気分解中は本体に溜まっている余剰の水がドレンホースから排出されます。

水素水の生成

（注）照明が『緑色』の状態でも水素水をご使用いただけます。



・ カートリッジフィルターは、ご使用開始後、1年が経過すると交換が必要になります。
　また、1年が経過しない場合でも、ご使用量が12,000Lを超過すると交換が必要になります。
カートリッジフィルター交換時期の15日前になると水素水をご使用の都度、窓に『オレンジ色』の照
明が点灯して、交換時期が近づいていることをお知らせします。（約30秒で通常の照明（青色また
は緑色）に戻ります。）
また、交換時期に到達すると、『オレンジ色』の照明が”常時”、点灯します。
『オレンジ色』の照明が確認された場合は、販売店にお問合せの上、交換用カートリッジセットをお求
めください。
（注）電源を外した状態で放置した場合、ご使用期間としてカウントされないため、1年を経過してもオレンジ色の照明が点灯

しないことがあります。

・ フィルターの寿命は原水の水質により変動することがあります。流量が低下した場合や、ご使用中、
切替コックの警告弁から排水した場合は、カートリッジフィルターの寿命です。『オレンジ色』の照明
が点灯していなくてもフィルターを交換してください。
（注）警告弁から水が出ている状態でご使用を続けると漏水や故障の原因になります。

（注）フタが回しづらい場合、切替コックのレバーを『浄水』と『シャワー』の中間位置（P14 (1)の図）にセットした状態でフタ
を回してください。
また、ゴム手袋を使うとすべり止めになり、フタが回しやすくなります。

レバーを『浄水』に



BIO洗浄

BIO洗浄

BIO洗浄

上フタの取付けはマーカーの位置を合わせる。



レバーは『浄水』と
『シャワー』の中間位置

リセット（長押し）

水素量 多 水素量 少 フィルター交換

[カートリッジフィルターの収納手順]
（１）切替コックのレバーを『浄水』と『シャワー』の中間位置にセットしてください。
（２）カートリッジフィルター上面の『矢印シール（黄色）』を本体の”正面”に向けて挿入します。
正面：本体上部のオレンジマーカー（切り欠き穴）が目印です。
パッキンが見えなくなる位置までフィルターを上部から押し込んでください。　

（３）フタを取り付けてください。
フタを本体との隙間がなくなるまで時計方向に回し、フタの↓印を本体裏面の◎印の位置に合せ
てください。
(注)フタを締めすぎないでください。 フタが外れにくくなることがあります。
(注)フタが固くて回しづらい場合はカートリッジフィルターの収納状態を確認してください。
無理に回すと破損や水漏れの原因になります。

（４）電源をコンセントに接続した後、パネル右下のリセットボタンを５秒程度長押ししてください。
リセットボタンを押すと窓の照明が『赤色』に変化します。ボタンを押し続けて、窓に『白色』の照
明が2回点滅したら、カートリッジフィルターの交換表示（オレンジ色の照明）がリセットされます。

（５）切替コックのレバーを『浄水』にセットし、”5分以上”通水してからご使用ください。　

フタを本体との隙間がなくなるまで時計方向に
回し、フタの↓印を本体背面の◎印の位置に合
せてください。

電源を接続した後、リセットボタンを５秒程度、
長押しします。（注）リセット操作を行わないと
カートリッジ寿命のお知らせ機能が初期化され
ません。

リセットボタン
ボタンを押すと、窓に赤色
が点灯します。
白色の照明が2回点滅する
まで長押ししてください。

矢印の先端をオレンジ
マーカーに合せて挿入。

正面
（オレンジマーカー）

（４）

『矢印シール（黄色）』を”本体”の正面に向けて挿入します。
正面：本体上部のオレンジマーカー（切り欠き穴）が目印です。
パッキンが見えなくなる位置までカートリッジフィルターを上
部から押し込んでください。



BIO Ⅱ は、高性能の活性炭ブロック（カートリッジフィル
ター）を使い、水道水に含まれる残留塩素や微量の混入物質を取り除
いた安全でおいしいお水を作ります。
なお、新品のカートリッジフィルターをご利用の場合、通水直後にカー
トリッジ内の多量の空気が気泡として排出されます。

ドレンホースから
出る水は使えないの？

照明が青になったり、
緑になったりするけど？

照明が緑色で水素水を
使ってもいいの？

ドレンホースから出る水も残留塩素が取り除かれた中性の水です。
お花、観葉植物等に利用できます。
なお、ドレンホースはシンクに取り付けるため、汚れやすく、ドレンホー
スから出る水を飲み水として利用することはできません。

水素水をご利用いただけます。なお、通水を停止した後、4時間経過す
ると青色の照明（水素量が多い状態）に変わります。

照明がオレンジ色でも
水素水が使えるの？

BIO Ⅱ は、

照明の色でそのとき作れる水の水素量をお知らせします。
Active BIOⅡは電気分解で作った水素をカートリッジフィルターに溜
めながら水素水を作ります。
水の使用量が多くなり、水素量が少なくなると照明（緑色）でお知らせします。
水素水を使わず、4時間経過すると照明は青色に変わります。
青色：水素量が多い水を作れる状態です。

水素量の目安 ： 0.5 ～ 1.0 mg/L
緑色：水素を補充している状態です。

水素量の目安 ： 0.5 mg/L以下

カートリッジフィルターの交換時期をオレンジ色の照明でお知らせします。
オレンジ色の照明が点灯した場合、青・緑色の照明は点灯しませんが、
水素水をご使用いただけます。
カートリッジフィルターを交換するまでの間、通常の照明に戻したいと
きはリセット操作（P14 (4)項）を行ってください。
なお、リセット操作を行った場合は、カートリッジフィルター交換後、オレンジ
色の照明がついていなくても、再度、リセット操作を行う必要があります。



井戸水でも使えるの？

浄水性能は12,000Lですが、1年を経過
したフィルターは傷みや通水能力が低下している

BIO Ⅱ の

数分

日本国内の水道水質基準に適合した水以外は使用しないでくださ
い。

交換表示（オレンジ色の照明）は使用期間が1年（8760時間）で

本体に蓄えた余剰の電解ガスが水素水よりも先に排出されるため
です。



■ドレンホースが折れ曲がっている可能性があります。

Active BIO Ⅱ は、水を電気分解して、水素水を作ります。

Active BIOⅡは、通水していない時、本体に溜まった水
を電気分解しています。電気分解で水素ガスや酸素ガ
スが発生して内圧が上昇すると、本体に溜まった水をド
レンホースから排出します。

■ホースの状態を確認し
てください。
■ホース先端をもみ洗い
し、水を流してください。
ホースの先端は定期的
に洗い浄いただくこと
をお奨めします。

■

シンク内に取り付けられたドレンホースは洗剤や水
はねによって先端部が汚ごれやすく、詰まりを生じ
ることがあります。



Active BIO

●照明が赤色で点滅す
る

●窓から白い付着物が
見える。

異常を検出し、電気分解を自動停止している状態
です。

蛇口に異常が確認された場合は水
道工事店にご相談ください。

電源をコンセントに差しなおしてく
ださい。
※正常な状態にもどらない場合、
販売店にお問合せください。

■上フタを正しい位置まで締める。
（時計回り）

ホースの接続状態を確認してくだ
さい。



切替コック

ホースの交換
ホース、ドレンホースの汚れや傷みが気になる場合、新品に交換してください。
販売店にお問合せの上、ホースをご購入いただき、お客様で交換いただけます。

取り付け、蛇口に取り付けてください。　

水素水やシャワー コックを清掃してください。



を水道水で流し、



MBPS

20cm × 15cm × 30cm（本体）
ホース、電源コードの長さ

水素量の目安表示

異常表示

窓
の
照
明

ホース　約110cm、電源コード　約150cm

水素量　多：青色／水素量　少：緑色

MPa

オレンジ色
使用期間が1年間、または、通水量が12,000Lに達した場合に常時点灯。
※交換時期の15日前、または、通水量が11,000Lに達した場合、水素水通水後に
30秒間点灯します。

の交換

DC24V
5W

浄水（水素水）］

赤色点滅　（過電流、過剰発熱で電気分解を自動停止）

約8年 （1日あたり20時間、電気分解を行った場合の寿命です。なお、電極寿命は水質
　　　 によって変化することがあります。）

最大 1mg/L

３５℃以下　（切替コックは６０℃以下）本体使用水温



●別売品
ご購入いただいた販売店または、お客様相談窓口にお問合せください。

品　名
・ 交換用カートリッジセット ー

ー

A-HO-2B

A-DHA2
A-CA-2
A-KC1B
KCADP7
KCADP7-D
A-HC2
AC2

・ 分岐水洗部品 お客様相談窓口にお問合せください。（本書 裏表紙）

ホースの延長はお客様相談窓口にお問合せください。
（本書 裏表紙）

・ ホース（給水用、送水用）

・ ドレンホース
・ Active BIO洗浄剤（25g × 2袋）
・ 切替コック
・ 切替コックアダプター　Ａ、Ｂ、Ｃセット（1式）
・ 切替コックアダプター　Dセット
・ ホースクリップ（2個）
・ 電源

  ※ホースバンド付

品　番 備　考

この商品には保証書を添付しております。
保証内容は保証書をご覧ください。
保証書のお買上げ日、お客様、販売盾の欄をご記入いただき、
領収書またはレシートとともに大切に保管してください。
保証期間は『お買上げ日より1年間』です。
但し、力一トリッジフィルターは消耗品ですので、
保証の対象外となります。

本製品の補修用性能部品の保有期聞は、
製造打ち切り後7年間としています。
補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために
必要な部品です。

ご依頼前に『５．故障かも？』の内容をご確認いただき、
異常と判断された場合は、
“ご使用を中止いただき、電源をはずして”から販売店に
ご依頼ください。

ご購入いただいた販売店に
『品名／型式／製造番号／お買い上げ日／故障の状況／
ご住所／ご連絡先／修理ご希望日』をご連絡ください。
保証の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。



水素水生成器 ビオ 

MBPS

[水素水生成器 アクティブ ビオ Ⅱ 保証書]


