
サーモスタット混合水栓 
402969-00 K○R

LMC8144（W）TK

各部のなまえ

水栓本体の品番を認識するため吐水パイプ側面に品番ロットシールを貼付しています。

（注意）
各部品の形状など、仕様により異なる場合があります。

温度調節
ハンドル

シャワーヘッド

切替ハンドル

吐水パイプ

寒冷地仕様

水抜きつまみ

切替本体

水抜きつまみ

流量調節ねじ
（内ねじ）

切替本体
（カートリッジ内蔵）

水抜きつまみ
（寒冷地仕様）

品番ロットシール貼付位置

温度調節本体
（カートリッジ内蔵）

1）切替ハンドルをカラン側全
開にしてください。
2）1 温度調節ハンドルにて水
側いっぱいに回した後、2 徐々
に温度を上げていき、温度表示
に関係なく吐水温度が適温
(40℃)になるように温度調節
ハンドルを回してください。

快適にお使いいただくために

温度調節のしかた
温度調節ハンドルは工場で設定しておりますが、使用条件（給水・給湯圧力、
給湯温度）が異なると、表示通りの吐水温度にならない場合があります。
また、給湯器の設定温度が低い場合は、サーモスタット水栓の温度調節が出来
ない場合があります。給湯器の設定温度は50℃以上を目安にしてください。
適温使用をご要望の場合は、以下の手順で温度調節をおこなってください。

1

＜お願い＞温度調節をした後は、温度調節前と温度が変わっているので注意してください。
＜ご注意＞水側いっぱいで吐水したとき、給湯器が着火しないことを確認してください。

調節する前に
1：流量調節ねじが全開になっているか確かめる。
2：ストレーナのゴミづまりはないか確かめる。

3）温度調節ハンドルの切り欠
き部を利用し、精密ドライバー
(－)等でハンドルキャップをは
ずしてください。
4）適温(40℃)吐水位置で、温
度調節ハンドルを共回りしない
よう手で持って固定しながら、
止めビスを(＋)ドライバーでゆ
るめて温度調節ハンドルと位置
決めピンと接続ブッシュをとり
はずしてください。

5）イラストを参照して接続ブ
ッシュを「40」の表示位置に
あわせて取り付け、位置決め
ピンと温度調節ハンドルを取
り付けてください。
6）止めビスを（＋）ドライバー
を用いて、手で締め付けてくだ
さい。（電動ドライバー等は使用
しないでください。）
7）ハンドルキャップのマークを
「40」の表示に合わせてはめ込み
ます。
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温度調節ハンドル

切替ハンドル

止めビス

接続ブッシュ

位置決めピン

ハンドルキャップ

温度調節ハンドル

位置決めピン

接続ブッシュ
（向きに注意）

上から見た状態



快適にお使いいただくために

流量調節ねじでの流量調節のしかた

（1） （2） （3）

切替ハンドルをカラン側全開に
した後、温度調節ハンドルを高
温側いっぱいに回して、吐水の
太さを確認してください。

切替ハンドルをカラン側全開に
した後、温度調節ハンドルを低
温側いっぱいに回して、吐水の
太さを確認してください。

流量調節ねじを左に回すと流量が
多くなり、右に回すと少なくなり
ますので、湯側のシャワーの散
水状態と同程度になるよう水側を
調節してください。

お使いいただくにあたり

●止水位置の注意
水を止めた後、少量の水が流れている場合
があります。
これは止水した際、切替ハンドルのマーク
が止水位置よりずれている場合が多く、水
栓からの水漏れではありません。
止水の際、確実に切替ハンドルのマークを
中心にそろえると予防できます。

（1）

（2）

ご利用に際し下記の様な現象があった場合、水栓本体の故障が原因ではありません。

切替ハンドル

マーク

●残水による水垂れについて
水を止めた後、シャワーヘッドより水滴が
落ちる場合があります。
これはシャワーヘッド内の残水が落ちてい
る場合が多く、水栓からの水漏れではあり
ません。
シャワーの使用後、シャワーヘッドを振っ
て水切りをしておくと予防できます。

湯側の吐水の太さを確認

流量調節ねじ
（内ねじ）

切替ハンドル

高温側

温度調節ハンドル

カラン側

水側の吐水の太さを確認

切替ハンドル

低温側

温度調節ハンドル

中心にそろえる

使いかた

吐水・止水・シャワーの切り替え

切替ハンドルのマークを「止」に
合わせると止水し右に回すとカ
ラン側。左に回すとシャワー側
に切り替わります。

また、吐水量はハンドルを回す
にしたがって増加していきます
ので、お好みの吐水量にあわせ
て、お使いください。

（お願い）
全開時に吐水量が多すぎるまた
は、少なすぎる場合は「流量調
節ねじでの流量調節のしかた」
を参考に調節してください。

温度の調節

温度調節ハンドルを回してお好
みの湯温に合わせてお使いくだ
さい。目盛「40」は湯温を示
す目安としてください。
誤って熱湯を出さないように安
全ボタンが付いています。温度
調節ハンドルは目盛「40」付
近でストップしますので、これ
より高温で吐水したいときは、
安全ボタンを押しながら回して
ください。なお、高温の湯を使
用した後は、ハンドルを必ず目
盛「40」以下に戻しておいて
ください。

低温

高温

シャワー側

カラン側

切替ハンドル

温度調節ハンドル

安全ボタン

凍結予防（一般地仕様の場合のみ）

凍結が予測される場合は、以下の処置をおこなって凍結予防をしてください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らすおそれがあります。

注　意

＜予防１＞
浴室内の保温をおこなう。
（換気扇はつけない。窓を閉めておく。
また、風呂の水を溜めておき浴室内を
暖める等）

＜予防２＞
少量の水を出しておく。

＜凍結が発生した場合の処置＞
＜部品交換＞
冷え込んだ夜の翌日、ハンドル部からの水漏
れ・水が止まらない・温度が合わない等の現象
が発生した場合、凍結による内部部品の破損が
考えられます。この場合、内部部品(温度調節カ
ートリッジ、切替カートリッジ)の交換が必要と
なります。「流量調節ねじでの流量調節のしか
た」を参考に流量調節ねじを、湯側・水側とも
に右いっぱいに回して水を止めてください。

＜本体交換＞
冷え込んだ夜の翌日、本体カバー内部より
大きな水の流れる音がした場合、凍結によ
る水栓本体部のひび割れ・ふくれ、配管の
破損等が考えられます。この場合、水栓本
体・配管部品の交換が必要となります。家
屋の元栓を締めてください。

＜お願い＞
寒冷地仕様で水抜きをされなかった場合、もし
くは寒冷地仕様以外の凍結による破損は保証期
間内であっても有償修理となりますので、凍結
破損させないように注意してください。

少量の水を出しておく

水抜き方法（寒冷地仕様の場合のみ）

凍結のおそれのある場合は、屋内配管の水抜き操作とあわせて下記の手順にし
たがって水抜きをしてください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らすおそれがあります。

注　意

（1）家屋の元栓を締めてください。
システムバスの説明書にしたがい、
カウンター下カバーを外してください。

（2）シャワーヘッドを床面に置いて、切替
ハンドルをシャワー側にしてください。

（お願い）
このとき配管部の止水が完全にされ
ているか確認してください。

（3）湯側・水側それぞれの止水栓の水抜
きつまみと、切替本体の水抜きつま
みをゆるめてください。

（お願い）
（注）湯側（左側）の止水栓内には、熱湯が溜

まっている場合がありますので、や
けどに注意してください。

（4）温度調節ハンドルを高温側に合わせ
て、水が出なくなってから、さらに
低温側に回してください。

（5）水が出なくなったら、切替ハンドルを
カラン側にして再度温度調節ハンドル
を高温側・低温側に回してください。

元栓

（6）再通水する時は、水抜きつまみを元通りに戻してからお使いください。

高温の湯を使った後は、しばらく水を
流してください。

水栓内に残った高温の湯が出てやけどを
するおそれがあります。

注　意

低温　

高温

（1）

シャワー側

（2）

（3）

（4）

水抜きつまみ

締める

ゆるめる

切替ハンドル

ゆるめる

水抜きつまみ

切替本体

温度調節ハンドル



サーモスタット混合水栓 
402969-00 K○R LMC8144（W）TK

（1）

（3）

（5）

日頃のお手入れと点検

定期的（月1回）に水漏れがないか確認してください。
部品の劣化・摩耗による漏水が発見できず、家財などを濡らすおそれがあります。

＜軽い汚れの場合＞
水またはぬるま湯に浸した柔らかい布
をよく絞って、汚れを拭き取ってくだ
さい。

＜ひどい汚れの場合＞
中性洗剤をぬるま湯で薄めて、柔らか
い布で汚れを拭き取り、その後水洗い
し、乾いた布で仕上げてください。

（お願い）
＊みがき粉、クレンザーなど粒子の粗い洗剤や
スチール、ナイロンタワシは、器具の表面を
傷付けますので絶対使用しないでください。

＊酸性洗剤、アルカリ性洗剤、カビ取り剤、シ
ンナー、ベンジン、アルコールなどは、器具
の樹脂部分（ハンドル、シャワーヘッド、本体
カバー、パッキンなど）を傷めますので使用し
ないでください。本体カバーは樹脂塗装でで
きているので光沢がなくなることがあります。

＊メラミンフォームを使用する場合は、文字や
マーク等印刷部をこすらないようにしてくだ
さい。

器具がいつまでも美しく保たれるように日頃のお手入れをお願いします。

注　意 ストレーナの清掃
ストレーナにゴミ・水アカ等が詰まっていると、吐水量が少なくなったり、給湯
器の着火が悪くなり、温度調節がしづらくなりますので、下記の方法で湯側・水
側それぞれのストレーナの清掃をおこなってください。
（注）湯側のストレーナ内には、熱湯が溜まっている場合がありますので、やけど

をしないよう注意してください。

（2）

（4）

切替ハンドルをカラン側に回し、吐水状態にし、スト
レーナ清掃のため洗面器等に水・湯をためてください。

ストレーナナットを-ドライバーで左に回し
てはずしてください。

流量調節ねじを-ドライバーで右にいっぱいま
で回して締め込み、湯・水を完全に止めます。

ストレーナ表面に付着したゴミ・水アカ等を
歯ブラシ等で清掃し、洗面器等にためた水・
湯にて完全に洗い流してください。

最後に「流量調節ねじでの流量調節のしかた」
に従って流量を調節してください。

切替ハンドル

ストレーナナットを本体にねじ込みます。
ねじ込む際、ストレーナナットが回らなくな
るまで、確実にねじ込んでください。

ストレーナ

流量調節ねじ
（内ねじ）

ストレーナナット

ストレーナナット

カラン側

整流網の清掃
吐水口金具内にゴミ・水アカ等が詰まっていると吐水量の減少や吐水の乱れ、
水切れが悪いなどの不具合が生じます。定期的なお手入れをお願いします。

吐水口金具を左に回しては
ずしてください。
（お願い）
吐水口金具内部の部品を紛
失しないよう、ザルなどで
受けをしてください。

整流網と整流器をよく水洗
いし、砂、ゴミなどを完全
に取り除いてください。

整流器を水栓本体に入れて
ください。
整流網、パッキンを吐水口
金具に入れ、水栓本体にね
じ込んでください。

整流網

整流器

（1） （2） （3）

整流器

パッキン

整流網

吐水口金具

整流器

パッキン

整流網

吐水口金具



　　現　　象　　　　　　　　　　お調べいただくところ　　　　　　　　　　　　　　　処　　　置　　　　　　　　　　　　　  　 

■水の出が悪い　　　　　　　・流量調節ねじは、全開になっていますか。 　　　　　　・流量調節ねじで流量を調節する。　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　・整流網の目づまりはありませんか。　　　　　　　　　・ 　　整流網の清掃をする。　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　・湯・水のストレーナの目づまりはありませんか。 　　　・ストレーナの清掃をする。　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　・給湯器から高温の湯がきていますか。　　　　　　　　・給湯器の設定温度を高温にする。 

　　　　　　　　　　　　　　・能力切替式ガス給湯器で適温能力にセットされて　　　・ガス給湯器の能力を適正能力にセットする。 

　　　　　　　　　　　　　　　いますか。 

　　　　　　　　　　　　　　・凍結していませんか。　　　　　　　　　　　　　　　・ぬるま湯をかけて溶かす。 

■高温しか出ない　　　　　　・混合 水 栓に水がきていますか。　　   　　　　　　　　・流量調節ねじの流量を調節する。　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　・水側の流量調節ねじは、全開になっていますか。 　　　・水側の流量調節ねじで流量を調節する。　　 

　　　　　　　　　　　　　　・水側のストレーナの目づまりはありませんか。　　　　・ 　　ストレーナの清掃をする。　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　・温度調節ハンドルが間違った位置にはめ込まれて　　　・温度調節ハンドルを設定しなおす。 　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　いませんか。 

■低温しかでない　　　　　　・ 混合水 栓に湯がきていますか。　　　　   　　　　　　・流量調節ねじの流量を調節する。　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　・給湯器から熱い湯がきていますか。　　　　　　　　　・給湯器の設定・電源・ガス栓等の確認をする。 

　　　　　　　　　　　　　　・湯側のストレーナの目づまりはありませんか。　　　　・ 　　ストレーナの清掃をする。　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　・温度調節ハンドルが間違った位置にはめ込まれて　　　・温度調節ハンドルを設定しなおす。 　　 

　　　　　　　　　　　　　　　いませんか。 

■温度調節がうまくできない　・湯側・水側の流量調節ねじは、全開になっていますか。 　　　　　　　　　　　・流量調節ねじで流量を調節する。　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　・給湯器から熱い湯がきていますか。　　　　　　　　　・給湯器の設定・電源・ガス栓等の確認をする。 

　　　　　　　　　　　　　　・他の場所で同時にお湯を使用していませんか。　　　　・給湯温度・給湯圧が変化している場合が 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります。設備店へ相談してください。 

■止水できない　　　　　　　・流量調節ハンドルは、止になっていますか。　　　　　・ 　　流量調節 ハンドルの止水位置を確認する。 

（吐水口より水滴が落ちる） 　　・整流網の目づまりはありませんか。　　　　　　　　　・整流網の清掃をする。　　　　　　　　　 

（シャワーより水滴が落ちる） 　・シャワーヘッドの残水が滴下していませんか。　　　　・シャワーヘッドの水切りをする。 

■シャワーが飛び散る　　　　・シャワーヘッドの散水板にゴミがつまっていませ　　　・シャワーヘッドの清掃をする。 

　　　　　　　　　　　　　　　んか。 

■ ホース接続部より水が漏れる    ・締め付けが緩んでいませんか。　　　　　　　　　　　・増し締めをする。 

■水栓本体に錆が発生する　　・排水トラップが設置されていますか。　　　　　　　　・ 排水より硫化ガスが上がって錆が発生している場合

があります。排水トラップを設置してください。 

修理を依頼される前に、下記の点検をしてください。

故障かな？と思ったら


