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キッチン用ハンズフリー水栓

SF-NA491S型
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吐水口先端で、スポット微細シャワーと整流を切り替えることができます。
●「シャワーを切り替える」（　16ページ）を参照する。

自動センサー

タッチレススイッチ（湯水）

吐水口に手などを差し出している間のみ吐水します。
出し止めの操作が不要で、出しっぱなしを防ぐことができるため、ラ・ク・に節水できます。
※自動センサーを使いたくない時は、「自動センサーON/OFFスイッチ」で切替できます。
※流量・温度の調節はレバーハンドルで行います。
●「自動センサーを使う」（　12ページ）を参照する。

タッチレススイッチ（エコ）
レバーハンドル位置にかかわらず、水のみを吐水します。センサーに手をかざすだけで、
「一定流量の水」の吐水・止水が簡単にできます。無意識なお湯の使用を防止できます。
●「タッチレススイッチを使う」（　14ページ）を参照する。

●「タッチレススイッチを使う」（　14ページ）を参照する。

ルミナスサイン
光の色で吐水温度を表示し、水に触れることなく一目で温度が判断できます。
冬場の湯待ちの煩わしさを軽減し、高温吐水時の危険表示にもなります。
●「ルミナスサイン」（　 16 ページ）を参照する。

※流量・温度の調節はレバーハンドルで行います。



タッチレス
湯水センサー

タッチレス
エコセンサー

自動センサー
ON/OFF
スイッチ
(ルミナスサイン）

自動センサー

ルミナスサイン

切替ユニット
（スポット微細シャワー /整流）





警 告：ヤケドをしないために

他所の水栓と同時使用しないでください。
※同時使用すると圧力変動により湯温が急上昇し、ヤケド
をする恐れがあります。

給湯機器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。
※水栓が破損し、ヤケドや家財などを濡らす恐れがあります。
※なお、誤作動などによるヤケド防止のため、60℃給湯をお
すすめします。

お使いになる前に必ず素手で適温であることを確かめて
ください。

給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。
※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあり
ます。

高温吐水時には、シャワー/整流の切替をしないでくだ
さい。
※ヤケドをする恐れがあります。

高温止水機能による止水後に解除させて吐水するとき
は、最初に出る湯に触れないように注意してください。
※配管内に溜まった高温の湯が出てヤケドをする恐れが
あります。

お湯をお使いになるときには、必ずレバーハンドルを水側か
ら開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温
度に調節してください。
※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出しヤケドをする恐
れがあります。



警 告：発火、感電防止のために

交流100V（50/60Hz）以外では使用しないでくだ
さい。

定期的に配管の漏水やガタツキがないか確認してください。

警 告：ヤケドをしないために

【寒冷地仕様の場合】
水抜栓は水抜き以外の目的で開けないでください。
※湯水が噴き出し、ヤケドや家財等を濡らす財産損害
発生の恐れがあります。



注 意：正しくお使いいただくために

止水機構を持った浄水器は、お取り付けできません。
※吐水口部からの漏水や給湯機器への逆流の恐れがあり
ます。
※吐水口先端に浄水器を取り付けると、吐水口のパッキン
類が摩耗し、耐久性が低下することがあります。あらか
じめご了承ください。

警 告：発火、感電防止のために

※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因になります。
※商品にキズが付き、外観を損なう恐れがあります。

警 告：正しくお使いいただくために
※そのまま使用すると発火、ショート、感電の原因になります。

水栓が故障した場合、コンセントから電源プラグを抜いて
修理を依頼してください。

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は
行わないでください。
※ケガやヤケドをしたり、故障・破損の恐れがあります。（分解禁止）



注 意：正しくお使いいただくために

ハンドシャワー部に磁石を使用しています。磁石の力は
微弱ですが時計等の精密機器や、ペースメーカー等がハ
ンドシャワー上部に直接触れないように注意してください。
※時計の故障や、ペースメーカーの乱れが生じる恐れが
あります。

感知領域内に障害物が入らないようにしてください。
※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になり
ます。

ハンドシャワーを引出しすぎたり、無理な力を加えな
いでください。
※シャワーホースが破損し、ケガや漏水により、家財などを
濡らす財産損害発生の恐れがあります。

ハガレ

吐水口の先端に重いものを下げたり、力をかけて回した
りしないでください。

水を飲むときには、吐水口に直接口をつけないでください。
※ケガをする恐れがあります。

シンク外で吐水しないでください。
※家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

（禁止）

（禁止）



使い始めの水は飲用しないでください。
※長期間水栓内に滞留した水は、飲用に適さない場合が
あります。

使い始め

注 意：凍結防止のために

20
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長期間ご使用にならない場合は、レバーハンドルを閉じて
電源プラグをコンセントから抜いてください。
※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になり
ます。

（指示）

日頃から、ときどき吐水口を回してください。
※水あかなどが付着し回りにくくなります。無理に回そう
とすると、漏水の原因となります。



給水

給水チューブ

25

25

湯　側

水　側

タッチレス
湯水センサー

タッチレス
エコセンサー
（定流量）

自動センサー
ON/OFF
スイッチ

自動センサー

電源プラグ
コントロール
ボックス

品番シール

25
25

25

（スポット微細シャワー/整流）



レバーハンドルが
下がった状態でも
タッチレスエコセ
ンサーでは吐水し
ます。（水のみ）

●使用される前に電源プラグがコンセントに正しく差し
込まれていることを確認します。

タッチレス
エコセンサー

レバーハンドル(閉）



タッチレス湯水センサーと自動セ
ンサーで吐水する流量を調節す
ることができます。

給水

タッチレス湯水センサー

自動センサー

ストップリング

湯側止水栓
水側止水栓

レバーハンドルを全開にしたときに、水側または湯側のスポット微細シャワーの流量が約
8L/min（1リットルの容器をいっぱいにするのに約8秒）を超える場合は、止水栓で流量調
節します。

●低圧時、エコセンサーで吐水すると、シャワー散水状態が
乱れ、シャワーとして使えなくなります。
　（目安の圧力：流動圧0.1MPa以下）

●定流量弁が取り外しにくい場合、ラジオペンチ等でつまん
で定流量弁を取り出してください。

定流量弁を取り付ける
場合、向きに注意してく
ださい。

※向きを間違えると、水が止まらな
くなったり、漏水の原因になりま
す。

低圧時、エコセンサーで吐水した水の流量が不足しシャワーが乱れる場合には、定流量弁
を外してください。

●エコセンサーによる吐水（水専用吐水）は、定流量弁
を装着していますので、一定の流量（3～5L/min）以
上は出ません。

●湯と水の流量が同じになるよう調節してください。

定流量弁（黄色）



1自動センサーON/OFF
スイッチを押し、自動セ
ンサーON/OFFスイッ
チを点灯させます。

2吐水口の下に手を差し出すと、自動センサーが感知
し吐水します。手を引くと約1～2秒後に止まります。

食器洗い時のポイント

自動センサーに平行にな
るように差し出します。

吐水口を避けるか、自動センサーを
OFFにしてください。

つみ上げ禁止
お皿等を積み上げると自動センサー
が感知することがあります。

お皿等を移動するか、自動センサーを
OFFにしてください。

自動センサー

自動センサー
ON/OFFスイッチ

感知範囲 吐水中200mm

止水中130mm
もしくは、150mm※
（※設定モードP19参照）

熱いお湯を使うとき
タッチレスセンサーの使用
をおすすめします。 感知範囲外でも、留め水や

鏡面物に自動センサーが感
知することがあります。

高温止水機能が働き
ます｡(｢自動センサー
の安全機能｣
(☞13ページ
を参照する))

黒い材質の物
自動センサーに少し近づ
けます。

⬆

包丁やステンレスなどの鏡面物
ガラスなどの透明物

吐水口下の留め水や
鏡面物による誤検知

自動センサーを使う

AUTOAUTO

自動センサー
OFF時

自動センサー
ON時

自動センサー
ON時 自動センサー感知範囲

AUTO

点滅

AUTO

点灯

出る 止まる

鍋やポットなど底が深いもの
タッチレスセンサーの使
用をおすすめします。

AUTO AUTO

ON OFFOFF



●高温止水が頻発する場合は、給湯器の給湯温度を42℃以下に設定してください。

●自動センサーON時の不意な吐水防止機能
　①自動センサーON/OFFスイッ
チ消灯時や、感知範囲内に物があ
る状態で、自動センサーON/OFF
スイッチをONにした場合②自動セ
ンサーON/OFFスイッチは黄色点
滅し、吐水されません。③感知エリ
ア内の物を移動してから、使用し
てください。（タッチレスセンサー
は使用できます。）
※感知範囲外でも鏡面物や溜め水
で反応することがあります。

●自動センサー使用時の高温止水機能
　安全のため50℃以上のお湯が出ないように設定されて
います。高温のお湯を吐水すると、自動センサーON/OFF
スイッチが赤色点滅し、自動センサーが使えなくなります。
　高温のお湯をお使いの場合は、タッチレス湯水センサー
をご使用ください。

　解除するには、レバーハンドルを右に回し
て、タッチレス湯水センサーで水を流して
ください。またはしばらく放置することで
解除されます。（自動センサーON/OFF
スイッチを押すことで、赤点滅は消灯しま
すが高温止水機能は解除されません。）

●出しっ放し防止機能
　1分間自動センサーでの吐水が続くと自動的に止水しま
す。この時自動センサーON/OFFスイッチが黄色点滅し
ます。再び吐水させたい時は、一度、手や物を感知範囲か
ら移動し、再び差し出します。（自動センサーON/OFFス
イッチを押すと黄色点滅は消灯します。）

自動センサーの安心機能

移動する

解除方法

赤点滅

止まる

AUTO

黄色点滅

AUTO

吐水しない

自動センサー
ON

➡ ➡

➡

消灯中
AUTO

オレンジ点灯

AUTO

黄色点滅

AUTO

① ② ③

移動する

タッチレス
湯水センサー

タッチレス湯水センサーにて吐水する(タッ
チレスエコセンサーでは解除できません）

ハンドルを
水側にして

使用可

赤点滅

AUTO

赤点滅

AUTO

オレンジ点灯

AUTO自動センサー
ON/OFF
スイッチ



●タッチレスエコセンサーに手をか
　ざした場合は、レバーハンドルの
　開閉に関わらず吐水されます。

●青色およびオレンジ色点灯が消え
　ている場合は、電源プラグがコン
　セントに差し込まれているか確認
　してください。

青色点灯

エコ

オレンジ色点灯 ルミナスサイン点滅

※「ルミナスサイン」の詳細は、
　（　　16ページ）を参照してください。

ルミナスサイン点滅タッチレス湯水

タッチレスエコセンサーに手をかざす

（混合吐水）

タッチレス
湯水センサー

※自動センサー使用中にタッチレスエコセンサーを反応させた場合は、一度止水した後、吐水します。

タッチレススイッチを使う

タッチレス
エコセンサー
点滅

タッチレス
湯水センサー

タッチレス
エコセンサー

自動センサー

タッチレス
エコセンサー
　感知エリア

タッチレス
湯水センサー
　　 感知エリア

ECO

ルミナスサインが点滅している
にもかかわらず水が出ない場合
は、レバーハンドルが閉じてい
ないか、または止水栓が閉じて
いないか確認してください。

ECO

オレンジ色点灯

オレンジ色点灯

点滅

タッチレス湯水

タッチレスエコセンサーに手をかざす

（水専用吐水）

ECOマーク
 点灯（緑色）

タッチレス
エコセンサー

タッチレス
湯水センサー

ルミナスサイン点滅

タッチレス
エコセンサー

タッチレス
湯水センサー



レバーハンドルでタッチレス湯水センサーと自動センサーで吐水する湯水
の流量の調節を行います。

タッチレスエコセンサーで吐水する（水専用吐水）流量

流動圧
流動圧

水専用吐水流量
3

3 5



タッチレス湯水センサーあるいは、自動センサー使用時に、水の温度が低温から高温
になるにつれ、ルミナスサインが水色から赤色へ徐々に光の色が変わります。

●「ルミナスサイン」は光源に高光度
LEDを採用しております。LEDの
特性により、光の色や明るさに多少
のバラツキがあります。

切替レバーを右に回すとスポット微細シャワー、左に回すと整流に切り替わります。

自動センサー
ON/OFF
スイッチ

ECO

タッチレス
湯水センサー

タッチレス
エコセンサー

AUTO

切替レバーをシャワー位置に切り替える際、操
作が重く感じることがありますが、構造上パッ
キンをつぶすための抵抗感であり、故障ではあ
りません。
※整流位置に切り替える際は、抵抗感はありま
せん。整流の切り替え、シャワーの切り替えは、
抵抗感が異なります。

※1 高温止水機能により吐水しなくなり
ます。解除方法は (☞13ページ)

●切り替えの際は、自動センサーが反応しないよう
に、手を後方から回してください。自動センサー
ON/OFFスイッチをOFFにすると不意な吐水の心
配がありません。 消灯

自動センサー

温度

色

点滅1

30℃以下　 高温低温 約47℃以上

青色 

自動

タッチレス

自動

タッチレス

方
り
光

水
吐

黄色 オレンジ

不可　×可能　○

可能　○

ON

OFF ON

OFF

※1

赤色

点滅1

点滅2

ON

OFF

自動センサー
ON/OFF
スイッチ

ルミナスサイン点滅

スポット微細
シャワー



●ハンドシャワーの出し入れがしにくいとき
は、シャワーホースに手をそえて収納する。
●寒い時期、ハンドシャワーの出し入れが固い
ときは、しばらくの間、ホースにお湯または
水を通水する。

●ハンドシャワー引出し時は、自動センサーが
使用できません。

消灯

●ハンドシャワー引出口やレバーハンドル周辺に
　直接水をかけないでください。
　※キャビネット内に、
　　水が侵入する恐れが
　　あります。

●吐水口部を回しすぎないでください。
　※シンクの外に吐水が
　　飛び出す場合があり
　　ます。

●ハンドシャワーには磁石を使用しています。磁石の力
は微弱ですが、鉄製の小物等は、吸着する場合があ
ります。また時計等の精密機器やペースメーカー等
がハンドシャワー上部に直接触れないようご注意く
ださい。
※時計の故障やペースメーカーの
　乱れが生じる恐れがあります。

●高温の湯をお使いの時はホースは
高温になっています。直接、肌を
触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

磁石

ハンドシャワー

●センサー部に直接水または洗剤
をかけないでください。



プレート

手動弁を

●メインバルブのみの操作です。

●

（停電時は、タッチレスエコセンサーでの吐水（水専用吐水）は使用
できません。）

故障時には、レバーハンドルまたは止水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜き、
取扱店またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。

プレートを押し込む

手動弁を

メインバルブ

●

プレート

プレートを取り外し、

閉

※正常時には必ずプレートを取り付けてください。



設定モード
●設定モードでは右表のモードを変更できます。

※手をかざした時に〝ポン〞と音がし、手をかざし続けて約3秒で止水し、約6秒たつと、〝ピピッ〞
と鳴り、設定モードに入ります。

機　　能 モード

①タッチレスセンサーの操作音

②自動センサーの感知距離

切／入

通常／ロング

※設定モードになると自動センサーON/OFFスイッチが黄色点滅になります。

自動センサーON/OFFスイッチが黄色点
滅中に自動センサーON/OFFスイッチを押
すと、自動センサーON/OFFスイッチの色
が変わり、機能を選択できます。

設定モードに入る

黄色：音設定モードAUTO

青色：自動センサー
　　　感知距離設定モードAUTO

オレンジ
/消 　灯：通常モードAUTO

押すAUTO

押すAUTO

タッチレス湯水センサーから約2cm離して手をかざし続ける。
設定モードに入る。

機能を選択する。

黄色点滅色が変わる

押す

ECO

自動センサー
ON/OFFスイッチ

●設定モードのときに30秒間センサーへの操作を行わないと、通常の状態に戻ります。
●設定モード中はセンサーの操作をしても水の出/止などができません。
●不意に設定モードになった場合は、30秒間センサーへの操作を行わないでください。

湯水センサー

ECO ECO 設定モード

AUTO

AUTO AUTO

約2㎝

●湯水センサー・エコセンサーの両方に手をかざすと、設定モードになりません。
　※設定モードにならない場合は、手を少し上にずらしてください。



黄　色

機　　能 スイッチ状態

音設定モード 音ON : 点滅（出荷時）
音OFF : 点灯
通　常(130mm) : 点滅（出荷時）
ロング(150mm) : 点灯自動センサー感知距離設定モード青　色

それぞれの機能を選択状態で、タッチレス湯水センサーに手をかざすと、モー
ドが切り替わります。

AUTO AUTO

黄色点滅点滅/点灯

モードを切り替える。

自動センサーON/OFFスイッチがオレンジまたは消灯になるまで、1回
または2回自動センサーON/OFFスイッチを押してください。設定が確定さ
れ、設定モードを終了します。

設定モードを終了する。4



凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。
１． 配管の水抜栓を操作する。
２． プレートを取り外す。（図Ａ）
３． 手動弁を開ける。（右いっぱいまで回す）（図Ｂ）
４． レバーハンドルを上げる。（図Ｃ）
５． 逆止弁ソケットの開放ボタン（２ヶ所）を押す。（図Ｄ）
６． 給水バルブ接続の水抜栓を開ける。（図Ｅ）
　   ※洗面器等で排出される水を受けてください。

７． レバーハンドルを全開状態で数回、水側から湯側まで回す。（図Ｆ）
８． シャワーホースを引き出し、切替レバーを整流にし、ハンドシャワーを振って水をよくきる。（図Ｇ）
９． シャワーホースを吐水口に戻し、ホースを振ってホース内に残った水を抜く。（図Ｈ）
10. 給水チューブを振って、ホース内に残った水を抜く。
11. 水栓の水が抜けたらレバーハンドルを下げる。
12. 給水バルブ接続の水抜栓を閉じる
13. 手動弁を閉じる。（左いっぱいまで回す）
14. プレート
※再通水の際は必ずレバーハンドルを上げてください。

図 I

メインバルブ
給水バルブ

キッチンくるりんと接続の場合
キッチンくるりん(KS-800)に同梱の取扱説明書に従い、キッチンくるりんも水抜きを
行ってください。

給水チューブ

閉じる開く

水抜栓

水抜栓

プレート

を手動弁に取り付ける。

水抜栓

湯　側

水　側



●水滴や汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってくだ
さい。それでも落ちないときは、水ぶきし、最後に
からぶきしてください。
●酸性・アルカリ性の洗剤は本体の変形、変色、故障、
性能劣化の原因となりますので使用しないでくださ
い。また、掃除で酸性洗剤等を使った場合などはす
ぐに本品を十分水洗いしてください。
●壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、
タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

自動センサー、タッチレスセンサーの
表面の両方を定期的に掃除してくだ
さい。
※汚れ、洗剤、水滴は誤作動（勝手に
出る等）の原因となります。

※自動センサー部のお手入れ前はON/OFFスイッチを
OFF（消灯）にしてください。

【水栓・センサー共通】
定期的に掃除してください。

ハンドル部の掃除
湯水表示部に汚れが溜まった場合は、水で濡らした布や、綿棒など
でふきとった後、最後にからぶきしてください。

先の尖ったもので引っかいたり、強くこすったりしないでください。
※湯水表示部が傷がついたり、剥がれたりする場合があります。

●お手入れの際にセンサーに直接水
または洗剤をかけないでください。
※誤作動や故障の原因になります。

載

メラミンフォーム、

湯水表示部

自動センサー

タッチレスセンサー

ON/OFFスイッチ



ストッパー
溝位置

マイナス
ドライバー

パーの溝部にマイナスドライ
バーなどを掛けて引き抜く。

ハンドシャワー内部にゴミが付着
している場合は取り除く。
※ハンドシャワーに磁石が入って
いるため、金属製のゴミ等が付
着する場合があります。

ゴミ付着箇所

確認



●水栓本体のガタツキがないかを確認してください。
※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担
がかかり、水漏れの原因になります。
水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店
またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。

ガタツキ
なし！

OK

水栓本体のガタツキ（年2回以上）

●水まわりの水漏れがないか点検してください。
●見えない部分は特に注意が必要です。
　（洗面台・キッチンキャビネット内）
※劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水漏れして家
財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め（　P11
参照）、お求めの取付店・販売店またはLIXIL修理受付セン
ターへ修理をご依頼ください。

水まわりの水漏れ（年2回以上）

以上

自動センサーON/OFFスイッチ
自動センサーON/OFFスイッチに汚れが溜まると、スイッチ操作
が重くなる場合があります。重くなった場合はスイッチのまわりを、
歯ブラシ等で軽くこすってください。

散水板が汚れていると、水の流れが乱れたり、
水切れが悪くなってしまいます。日頃から、散
水板の表面を水ぶきしてください。また、散水
板に湯アカやゴミがたまると、吐水量が少なく
なります。年に１回程度、散水板の穴を安全ピ
ンなどで刺して、目詰まりを取ってください。

AUTO



●ときどき吐水口部を回してください。
※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水
あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そ
うとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因にな
ります。

　動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店または
LIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。

吐水口部の操作性（月1回以上）

※保証期間外の各部品交換は、有料になります。

【一般地仕様】

（1ヶ所）



摩耗劣化する部品交換のお願い

定期的な点検・部品交換のめやす

●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。
●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）
　例）逆止弁、ハンドル、シャワーヘッド、シャワーホース、バルブ部（シングルレバーカートリッジ

など）、電装品（電磁弁、センサーなど）、パッキンなど
●部品の交換については、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターにご依頼ください。
製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。
　※保証期間外の各部品交換は、有料になります。

使用年

1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12

買換え
ご検討

お 客さま に よ る 日 常 の お 手 入 れ ・ 点 検

消 耗 部 品 の 交 換

摩耗劣化部品の交換(逆止弁は3年～5年）

タッチレス
センサー

コントロールボックス
自動センサー

シングルレバー

ハンドシャワー

給水チューブ



11

18
18

10

22

23

13

17

12

13

10

8

電源プラグはコンセントに差し込まれています
か？

自動センサーON/OFFスイッチが赤色点滅し
ていませんか？（自動センサーの場合）

ハンドシャワーが吐水パイプに挿さっています
か？（自動センサーの場合）

自動センサーON/OFFスイッチはONになって
いますか？（自動センサーの場合）

自動センサーの感知エリア内に障害物がありま
せんか？（自動センサーの場合）

障害物を移動する。

自動センサーの先に留め水や鏡面物がありませ
んか？

鏡面物を移動する。または、自動センサー
ON/OFFスイッチをOFFにする。

自動センサーON/OFFスイッチをONに
する。

ハンドシャワーを吐水パイプにしっかり
挿します。

レバーハンドルを水側にし、タッチレス
湯水センサーで水を吐水する。

電源プラグをコンセントに差し込む。

14

22

12

15

11

10

23,24
29～32

11

タッチレスセンサーに3秒以上手をかざし続け
ていませんか？（タッチレスセンサーの場合）

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

タッチレスセンサーが



23,24

19

施工説明書

14

13

11

エコ

13

14

22

18

●使用していないのに、水がポタポタと数滴垂れる…
　内蔵の圧力逃がし弁（※）が作動したためで、故障ではありません。
　※圧力逃がし弁とは、他所の水栓や洗濯機などの使用時に起こる急激な圧力上昇から
　　水栓を保護するための弁で、作動すると吐水口から数滴の水が垂れることがあります。
以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、レバーハンドルまたは
止水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜き、取扱店またはLIXIL修理受付センター
までお問い合わせください。

29～32

設定モード

タッチレス湯水セン
サーあるいは自動セ
ンサーON/OFFス
イッチのルミナスサ
インが白色点滅する

自動センサーON/OFF
スイッチが黄色点滅
する

自動センサーON/
OFFスイッチが黄色
点滅する

自動センサーON/
OFFスイッチが重い

自動センサーの検知エリアに障害物がありませ
んか？

障害物を取り除く

24自動センサーON/OFFスイッチに汚れがた
まっていませんか？

エコセンサーのLEDが点滅していませんか？

センサーの感知範囲内に障害物はありませ
んか？

タッチレス湯水センサーに約6秒以上続けて
何かをかざしませんでしたか？

エコセンサーは水のみ使用可能です。
レバーハンドルでは温度は調節できません。

汚れを取り除く

コネクタを確実に差し込む。接続され
ている場合は、水温測定部または水温
表示部が故障した可能性があります。

コントロールボックスにコネクタが確実に
差し込まれていますか？

（自動センサーON/OFFス
イッチが黄色点滅）から自動復帰します。



ストップリングをマイナスドライ
バーで外し、アダプターを外す。

ストップリング

マイナス
ドライバー

ストップリング

アダプター

5

コード

29

止水確認および圧抜きのためレ
バーハンドルを開け、一度セン
サーに手をかざしてみる。

止水栓を閉じる。（右いっぱいに回す）

流量が少なくなった場合は、ストレーナーのゴミ詰まりが考えられるため、LIXIL修理受付
センターへご連絡いただき、次の要領で掃除をしてもらってください。（有料になります。）

ストレーナーの掃除（メインバルブ）

ストレーナー

流量が少ないときは？

ストレーナーをマイナスドライ
バーで外し、ゴミを歯ブラシなど
で洗剤を使わずにこすり落とす。

水側止水栓

マイナス
ドライバー

●アダプターを外す際、アダプター
から出ているコードが引っ張られ
ないようにしてください。
※断線して使用できなくなる恐れ
があります。

メインバルブ

メインバルブの抜け止めカバーと固
定リングを外し、吐出管からメイン
バルブを外す。
※洗面器などで排出される水を受
　けてください。 吐出管



6 7

30

吐出管

ストップリング

アダプターを電磁弁に取り付け、ストップリ
ングを取り付け、吐出管に接続する。

電磁弁アダプター

ストレーナー

ストレーナー
をアダプター
に取り付ける。

溝

ストレーナー

アダプター

●アダプターを取り付ける際、
および吐出管に接続する際、
Oリングに傷をつけたり、ゴ

ミかみがないように
注意してください。
※漏水の原因になり
ます。

止水確認および圧抜きのた
めレバーハンドルを開け、一
度センサーに手をかざして
みる。

ストレーナーを取り外し、ゴミを歯
ブラシ等で洗剤を使わずに洗い
流す。

ストレーナーを取り付ける。

●アダプターの溝にストレー
ナーをしっかりとはめ込む。

正面図

メイン
バルブ

吐出管の凸部とメインバルブ側
の穴位置に合わせてください。

湯側 水側

Oリング

ソケット 吐出管

大型のマイナス
ドライバー

ストレーナー

大型のマイナス
ドライバー

ストレーナー
外す 外す



31

ストップリングをマイナスドライ
バーで外し、アダプターを外す。

ストップリング

アダプター

ストレーナーの掃除（給水バルブ）

水側止水栓

給水バルブの抜け止めカバーと
固定リングを外し、給水バルブ
からエルボを外す。

アダプター

ストレーナー

ストレーナーをアダプターに取
り付ける。

溝

ストレーナー

アダプターの溝にストレーナー
をしっかりとはめ込む。

エルボ

固定リング

抜け止めカバー

5
ストレーナー

ストレーナーをマイナスドライ
バーで外し、ゴミを歯ブラシなど
で洗剤を使わずにこすり落とす。

マイナス
ドライバー

マイナス
ドライバー

ストップリング

給水バルブ
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アダプターを電磁弁に取り付け、
ストップリングを取り付ける。給
水バルブにエルボを取り付け、固
定リングと抜け止めカバーを取り
付ける。

ストップリング

電磁弁

アダプター

アダプターを取り
付ける際、および
吐出管に接続する
際、Oリングに傷を
つけたり、ゴミかみ
がないように注意
してください。
※漏水の原因にな
ります。

Oリング

ソケット 吐出管
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●当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわ
たる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

http://www.lixil.co.jp/support/まで

まで



タッチレスセンサー
自動センサー

約40mm
130mm (ロングモード：150mm）、吐水中200mm

1170mm

約φ5mm
φ10以下

タッチレスセンサー
自動センサー

0.8W以下、作動時：2.5W以下

水栓単品の場合

キッチンくるりんと接続の場合

0.06MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)
(常用使用圧0.06～0.35MPa)
0.07MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)
(常用使用圧0.06～0.35MPa)

給水圧力≧給湯圧力

感知エリア幅

34

圧力条件

高温止水機能
（自動センサー）

本製品は、安全のため自動センサーでは50℃以上のお湯が出ない
ように設定されています。高温のお湯をご使用の場合は、タッチ
レス湯水センサーをご使用ください。

 NA491S  NA491SN



ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/　

GMS-1872（19126）

キッチン用ハンズフリー水栓

無効


