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ver.1.1
（株）ナック

警告！ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負
う可能性がある内容を示しています。

注意！ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 傷害や物的損害の発生
の可能性がある内容を示しています。

警告表示とその意味
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製造元：株式会社ナック
〒 501-3936 岐阜県関市倉知藤谷西ヶ洞 2900-1
TEL : (0575) 24-2218 FAX : (0575) 22-4266

販売元：有限会社ナック販売
TEL : (0575) 24-5527

HP : http:www.foamest.shop
E-mail : m-shinoda@foamest.shop

B.nano は、 Foamest🄬シリーズから発生する超微細気泡の登録商標です。
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マイクロナノバブル 人工炭酸風呂装置
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2. セット内容

〇気泡発生部 Foamest🄬コラム ※品番をご確認ください。

〇本体上部 〇本体下部 〇レギュレーターパッキン

3．各部の名称ご利用の前に必ず内容物の確認を行ってください。

※本体上部のガスカートリッジ取
付部奥にセットされています。

2 3

あわ湯き （AY20） あわ湯き （AY30）

〇チューブ 〇専用ガスカートリッジ

略称について
・ → フィルム

・Foamest🄬コラム

・マイクロナノバブル

→ コラム

→ MNB

モノトラン🄬フィルム（気泡発生フィルム）

本体側継手

本体キャップ

レギュレーター
　　　パッキン

専用ガス
　カートリッジ

コラム側継手

コラム置き

Foamest🄬コラム

コラムカバー

フィルム

継手 袋ナット
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4. 安全上の注意 5．使用上の注意

注意！

警告！
本体とガスカートリッジは水へつけないでください。・
残量がある状態でガスカートリッジを取り外すことは絶対にしないでください。・
本書に記載のない分解をしたり、 修理や改造は行わないでください。 破損、 事故、
けがの原因になります。

・

高圧ガスを使用していますので、 使用、 保管は火気の近くや直射日光を避け、 湿気
の少ない 0~40℃で行ってください。 破損、 事故、 けがの原因になります。

・

万が一、 ガスカートリッジに変形 ・ キズ ・ さびがある場合は、 使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

・

120分以上使用される場合は、十分な換気を行ってください。 事故の原因になります。・
本体は、 落下のないよう必ず安定した水平な場所に設置してください。 破損やけが
の原因になります。

・

必ず専用のガスカートリッジを使用してください。 指定外のカートリッジを使用すると、
破損やけがの原因になります。

・

子どもやペットに触らせないでください。 また、 手の届くところに置かないでください。
事故やけがの原因になります。

・

本製品は、 お風呂へマイクロナノバブルを供給する装置です。 ほかの目的に使用し
ないでください。 破損、 事故、 けがの原因になります。

・

本コラムを接続せずにガスを出さないでください。 また、 万が一コラムを接続せずに
チューブまたは継手からガスが出てきてしまった場合は、 ガスカートリッジが非常に低
温になっていますので、 触れないでください。 けがや事故の原因になります。

・

万が一、 使用中に体調が悪くなった場合は、 直ちに使用をやめ十分に換気を行い、
医師に相談してください。

・

飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。 けがや事故の原因になります。・
本製品を使用しての入浴後、 風呂から出る際に、 立ち眩みや貧血を起こす可能性
があります。 ゆっくり風呂からあがるようにしてください。

・

・ 本体のチューブを折ったりふさがないように設置してください。

・ 本製品からコラムの設置位置が遠すぎると （2ｍ以上）、 チューブの伸縮作用により
本体が倒れることがあります。

・ 本製品のチューブを無理に引っ張らないでください。 破損やけがの原因になります。

本製品を落下させたり、 強い衝撃を与えたりしないでください。 破
損やけがの原因となります。

・

安定した場所に設置、 保管してください。 ぶつけたり落としたりする
と、 破損やけがの原因となります。

・

浴槽の縁には置かないでください。 落下の恐れがあります。・

お風呂以外の用途では使用できません。 また水温は、 44℃までで
ご使用ください。

・

炭酸ガスカートリッジは必ず専用のもの
をご利用ください。

・

気泡を発生させていないとき （キャップ
が閉の状態） は、 必ずコラムを水中か
ら取り出して保管してください。

・

本製品を使用後は、 日陰の乾いた場所
に置き、 十分に乾燥させてから保管して
ください。

・

本体を浴槽に落とした場合は、 直ちに引
き上げ水分を拭き取り、 十分に乾燥させ
てください。

・

本製品を持ち運ぶ際は、 本体下部を持つようにしてください。 上部
を持つと、 外れて落下する恐れがあります。

・

本製品を使用するとお湯が弱酸性にな
ります。 大理石など、 酸に弱い物質を変
色 ・腐蝕する恐れがありますので、 ご
注意ください。

・

コラムの洗浄を行う場合は、 フィルムに触れないようにカバーのみ
洗浄してください。 また、 柔らかいスポンジと中性洗剤を使用してく
ださい。

・

塩素系漂白剤など中性洗剤以外のものを使用されますと、 コラム
が劣化しますので、 ご注意ください。

・

紫外線やUV ランプには当てないでください。・

〈 洗浄について 〉



1 2

3 4

6 7

6-1. セットアップ

6-3．片付け方

6-2．基本の使い方

close
本体のキャップが完全に閉まっていることを
確認します。
キャップを時計回りに回して、 白印を赤印に
合わせてください。

①

本体とコラムをチューブで接続します。
まず、 本体継手の袋ナットを外してください。
次に、 継手にチューブを差し込み袋ナットで
締めこみます。
続いて、 コラムの継手も同様にしてチュー
ブを取り付けてください。

②

※　出荷時には接続済みです。

本体上部を反時計回りに止まるまで回し、
白印同士が合わさったところで引き抜いてく
ださい。

③

check

ガスカートリッジと本体上部を接続する前に、
必ず、 レギュレーターパッキンが本体上部
の奥にあることを確認してください。

④

中心に穴の開いた半透明のゴムがパッキン
です。

ガスカートリッジを時計回りに回して、 本体
上部へと入れてください。

⑤

※　カートリッジを接続する際にガスが漏れ
ることがありますが、 故障ではございません。
そのまま奥までしっかりとねじ込むと止まり
ます。

ガスカートリッジを接続したあと、 本体上部
と下部の白印を合わせて差し込んでくださ
い。
その後、 上部を時計回りに回して、 上部赤
印と下部白印を合わせてください。

⑥

これで使用の準備ができました。

キャップの印を、 白同士が合うように反時計回
りにゆっくりと回してください。
そのままコラムを浴槽に沈めると、 泡が発生し
ます。 お好きなタイミングで入浴してください。

☆「p.10_７．泡の使い方」を参照していただくと、
より効果を実感できます。

コラムを浴槽から取り出してから、 キャップを時
計回りに回して、 赤印と白印を合わせてくださ
い。 ガスの供給が停止されます。

使用後は日陰の乾燥した場所に置き、 十分に
乾かしてください。

close


