
Taquaは日本の蛇口一体型浄水器の製造販売メーカーであるTakagi Co.,Ltd.,
のオーストラリア専用のブランドです。
日本では1999年から販売され、今では新築住宅市場、マンション市場でNo.1シェアとな
り、東京オリンピック選手村のマンション（4,000戸）にも採用されています。

■Taqua Built-in Filtration Tap

• 蛇口一体型浄水器は蛇口の中に浄水器の機能が付いた蛇口であり、世界で初めて

株式会社タカギが開発。

• 日本での新築住宅市場採用率No.1。浄水器としての利用者数 １５０万世帯。

• T-1(価格)、T-3（価格）の2機種から選べます。

■浄水/原水の違い

見た目では分かりにくい浄水/原水の違いですが、和食と塩素は相

性が悪く、味の邪魔をしてしまいます。左のグラフは浄水/原水で取っ

た出汁の旨味を数値化したもので、0.2Pt以上の差があると95％の

人が味の違いを感じることが出来ると言われています。

（タカギとAISSY株式会社、慶應義塾大学共同研究員の鈴木隆一氏との独自調査）

T-3

■カートリッジ

・ 手元で簡単に交換でき、ボタンを押すだけで浄水/原水が切替可能

・ カートリッジはは定期的（2.3.4か月）にお届け（Websiteで登録可能）

・ カートリッジは2種類。スタンダードタイプ（$40+GST）とプレミアム

タイプ（$49.5）

・ 製品保証は5年（Websiteから登録必須、無料）

T-1
メーカー小売価格 $590
JFC価格 $535
GST込み

T-3
メーカー小売価格 $695
JFC価格 $640
GST込み

※キッチンによっては取り付けが出来ない場合がございます。
※事前にキッチン・水栓の写真をお送りください。取り付け可否の判別を致します。
※シドニー、メルボルン近郊はTaqua取り付け業者に依頼できます。費用については
別途見積もりの上、回答いたします。



Taqua is an Australian branded product range of Takagi Co., Ltd., 
a leading provider of water filtration solutions, gardening products and 
plastic injection and mould manufacturing in Japan.
The Built-in Filtration Tap launched in 1999 and has the No.1 market 
share in Japan. 
Takagi opened a subsidiary in Sydney last year to offer its innovative 
filtration solutions in the Australian market. 

■Taqua Built-in Filtration Tap

• World’s first ever Built-in Filtration Tap

• No.1 market share in Japan

• 1.5 million households are using Taqua

• Two models available in Australia: T-1 ($  ), T-3($  )

■Difference between Tap Water & Filtered Water

One can hardly see any difference between filtered 
water and tap water just by looking at it. Free chlorine 
alters the taste of Japanese food and contributes to the 
reduction of the umami taste. The graph on the left 
shows the difference in taste of a dashi-stock prepared 
with tap water (grey) and filtered water (blue). If there’s 
a gap of more than 0.2pt, in general 95%* will notice a 
difference in taste.
*Takagi internal research in cooperation with AISSEY Co.,Ltd. and Ryuichi Suzuki (Keiou University) 

T-3

■Filter Cartridge

・ Switch between tap and filtered water by the push of a button 

• Replace the filter in under 10 sec! (no tools required)

・ Convenient Delivery Service (no need to remember 

replacement date or go to the store)

・ 2 types of filters: Standard ($40+GST), Premium ($45+GST)

・ 5 years warranty for FREE (⇒ register on website for extended warranty)

T-1
RRP $590
Price $535
Inc GST

T-3
RRP $695
Price $640
Inc GST

*Depending on your kitchen, in rare cases it might not be possible to install our tap
*To confirm this, please provide us with a picture of your current sink and tap
*Taqua can dispatch the plumber in Sydney and Melbourne area and will provide you 
with quote but it would not be possible to dispatch to you by depending on the suburb. 

Comparison of Dashi -stock

The Umami taste 
increasing!
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よくある質問

Q1 何が取れるの？
スタンダードタイプ：4物質（残留塩素、カビ臭、溶解性鉛、農薬の一部）
プレミアムタイプ：上記4物質＋8物質 （総トリハロメタンなど）
トリハロメタンは水道水中の塩素と反応して生成される物質で発がん性の疑いがあると言われて
いるレベルですが確証はありません。

Q2 カートリッジはどれくらい持つの？
Taquaのカートリッジは1,200L通水可能です。2，3，4か月のサイクルを選んでいただければ、
自動的にお届けします。飲食店では、使用量にも依りますが、2 or 3か月のサイクルをお勧めしています。

Q3 どうやってカートリッジ買うの？
Taquaのwebsite(taqua.com.au)の「Purchase」からご登録いただけます。Pay Palを通じての契約となり、
アカウントの登録が必要となります。
お届け先は任意で決められますので、登録の際にご入力ください。

Q4 保証は？
製品の初期の保証として2年間付与されていますが、してwebsiteで保証延長登録をして頂きますと
3年延長され、合計5年間となります。 万が一の不具合などは、info@taqua.com.auにご連絡ください。
内容を確認の上、保証致します。

Q5 フッ素（Fluoride）は取れますか？
取れません。

Q6 お湯は使えますか？
常温の水道水を使うことを前提に設計されていますので、高温（70℃以上）のお湯の状態で使用すること
はお勧めできません。

Q7 カートリッジの送料は？
送料込みの価格です。カートリッジは日本から指定された住所（5~10営業日必要）に直送します。

Q8 取り付け費用はどれくらいかかる？
設備/設置業者によって異なりますが、$200ほどはかかると予想されます。シドニー近郊であれば、
Taquaの設備業者で設置することも可能です。費用は場所に依ります。事前に設置されている水栓の
写真とキッチン下部の配管部分を2枚の写真を頂ければ設置可能か判断可能です。

Q9 T-1 とT-3の違いは何？
T-1は機能的に優れており、水形がシャワー、ストレート、エコシャワーが使えます。エコシャワーは通常のシャワー
よりも20％の節水効果があります。
T-3はデザインに優れており、東京オリンピックの選手村のマンション計画にも採用されている人気のある機種です。


