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手洗い混合水栓

施工説明書 1703

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入をお願いいたします。商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取付後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「取扱説明書」とともにお客様にお渡しください。

工事店様へのお願い

安全上のご注意

取付け前に

止水栓の取付けについて

施工完了図

仕様と使用条件
●取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付け

てください。
●ここに示した「表示項目」は、状況により重大な結果（傷害・物損）に結び付

く可能性があります。
　いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すとき

には取扱説明書に沿って使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

●給水・給湯圧力範囲は、0.05 ～ 0.75MPa です。この圧力範囲内でご使用
ください。給湯圧力が 0.75MPa を超える場合は、市販の減圧弁で 0.2 ～
0.3MPa 程度に減圧してください。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2
～ 0.3MPa 程度の圧力をおすすめします。

●給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、
湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。

●給湯側に蒸気を使用しないでください。
●給湯器からの給湯管は抵抗を少なくするために最短距離で配管し、配管には必

ず保温材を巻いてください。
●梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている場合があります

が、商品には問題ありません。

●水勢調節および器具の点検を
用意にするために、別途止水
栓を必ずご用意ください。右
図に示す範囲内の止水栓位置
が標準施工位置です。

（安全のために必ずお守りください）1
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警告…

注意…

… …

………

この表示の欄の内容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想定される内容を示
しています。

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、
傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示
しています。

「してはいけません！」
（一般的な禁止記号です。）

「分解してはいけません！」

「指示通りにしなさい！」（必ず実行していただく「強制」
内容です。）

用語及び記号の説明

（禁止） （分解禁止）

（指示）

湯水を逆に配管しない。
※水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることが

あります。また、漏水や故障の原因となります。

給湯器の給湯温度設定は85℃以下でご使用く
ださい。
※水栓の寿命が短くなったり、水栓が破損して、やけど

をしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発
生のおそれがあります。推奨温度は60℃以下です。

この説明書に記載された項目以外は、分解・
改造をしないでください。
※破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家

財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

修理技術者以外の人は水栓を分解したり、修
理したりしないでください。
※けがをしたり、故障・破損のおそれがあります。

給水・給湯圧力
最低必要水圧 0.05MPa（流動圧）

最高水圧 0.75MPa（静水圧）
使用最高温度 85℃以下
使用可能水質 水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度 0～40℃

取付条件 水栓取付穴：φ35～37㎜、
カウンター厚：5～25㎜

（禁止）

（禁止）

警 告

（分解禁止）

（分解禁止）

水道水および飲用可能な井戸水以外は使用し
ないでください。
※商品の内部腐食により、漏水の原因になります。

（飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲
料水の水質基準に適合する水をいいます。）

強い力や衝撃を与えないでください。
※破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産

損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される場所で使用する場合は、配
管部に保温材を巻くなど凍結予防を確実に実
施してください。
※破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産

損害発生のおそれがあります。

湯温の変化に注意してください。
※他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こ

り、湯の使用中に湯温が急上昇することがあ
り、やけどのおそれがあります。

パッキンが入っていることを必ず確認してください。（水栓本
体固定時）
※パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。

（禁止）

（禁止）

注 意

（指示）

（指示）

（指示）
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施工手順

使用上の注意

施工後の調節

施工後の点検
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※同封の取扱説明書などは、必ずお客様にお渡しください。

2 水栓本体の取付け

3 逆止弁の取付け

1 給水・給湯管内の清掃

4 給水・給湯ホースの接続

■カウンター穴中央に施工してください。
※発泡パッキンが穴からずれると漏水の原因と

なります。
■取付時にレバーなど可動部分を持たない

でください。
※破損のおそれがあります。
■水栓本体に浮きがないよう注意してくだ

さい。また、ロックナットは緩みがない
ようにしっかり締めてください。（水栓
本体固定時）

※本体が傾いたり水が漏れるおそれがあります。
■パッキンが入っていることを必ず確認し

てください。（水栓本体固定時）
※パッキンが入っていないと水漏れのおそれが

あります。

①水出し確認
　取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、

スパウトから水が出るかを確認してください。
また、ホース接続部やすき間などから水漏れが
ないことを確認してください。

②流量の調節
　配管にある止水栓を回し、お好みの量に調節し

てください。
※止水栓の調節にマイナスドライバーが必要な場

合があります。
③泡沫器の掃除
　初期通水後のごみを取り除くため、泡沫器の掃

除を必ずしてください。
⑴ハンドルを下げ、止水します。
⑵泡沫器の溝に板状のもの（コインなど）を当

てて左に回して取り外します。
※マイナスドライバーなど先の細いものは使用

しないでください。破損の原因になります。
⑶泡沫器を水で洗い、ハブラシなどで網部分（上

面、下面）を掃除します。
※泡沫器のパッキンを傷つけないように注意し

てください。漏水の原因になります。
⑷泡沫器の溝に板状のもの（メダルなど）を当

てて、右に回して止まるところまでねじ込み、
水栓本体に取り付けます。

※通水時に必ず水漏れがないことを確認してく
ださい。

水漏れの確認
　水漏れがないか確認してください。
①給水・給湯ホースと逆止弁、逆止弁と止水

栓はしっかりと取付けられていますか？
　　　  − 3「逆止弁の取り付け」、　 − 4「給

水・給湯ホースの接続」参照
ガタツキの確認
　ガタツキがないか確認してください。
②ロックナットの緩みはないですか？
　　　  − 2「水栓本体の取り付け」参照
流量の確認
　流量が少ないときや、温度調節がうまくでき

ない場合は、次の項目を確認してください。
 ③止水栓は開いてますか？
　　　  −①「水出し確認」、　　−②「流量の

調節」参照
 ④泡沫器のごみ詰まりはないですか？
　　　  −②「泡沫器の掃除」参照

■緩みがないように確実に締めてください。
※締め付けが不足していると漏水の原因となり

ます。
■パッキンが入っていることを必ず確認し

てください。
※パッキンが入っていないと水漏れのおそれが

あります。

取り付ける前に配管内のシールテープくずやごみをきれいに取り除き、必ず通
水して配管内のごみを完全に洗い流してください。水栓金具内にごみなどが混
入すると止水不良や水栓の故障のおそれがあります。

注 意

注 意

重  要

ハンドル

泡沫器

閉まる

泡沫器上面

④泡沫器

②ロックナット

レバーハンドル

①給湯ホース

①給水ホース

③止水栓

パッキン

泡沫器下面

板状のもの
（コインなど）

1 給水・給湯管内の清掃

2 水栓本体の取付け

4 給水・給湯ホースの接続

3 逆止弁の取り付け

①取付穴周囲の汚れを取ってください。
②カウンター穴の寸法の確認をしてから、本体を入れてください。
③本体が正面を向くように固定してください。

①給水・給湯ホースと逆止弁のツバ部がすき
間なく合うまで差し込んでください。

②クイックファスナーを給水・給湯ホースと逆止弁の
ツバ部に確実にはめ込んでください。

③クイックファスナー止めを確実にクイックファス
ナーにはめ込んでください。

①

②

③

逆止弁を止水栓に取り付けます。カウンター表面から給水・給湯ホース先端まで
の長さの確保を行ってから逆止弁を止水栓に固定してください。

ご使用中に以下のような現象が発生することがありますが、故障ではありません。

発泡パッキン
(本体に貼付済)

パッキン

吐水

止水

止水栓
多くなる

少なくなる

すべりパッキン

ロックナット

給湯ホース

給水ホース

逆止弁

給湯ホース

パッキン

給水ホース

逆止弁

止水栓

■ホースを必要以上の力で曲げて折らない
ように注意してください。

　ホースの最少曲げ半径は 50㎜です。そ
れよりも曲げて使用しますと、ホースが
折れ、十分な流量が出ない場合や、折れ
た部分で早期破壊、水漏れのおそれがあ
ります。
■ホースを水栓本体端面から極端に屈曲し

て施工しないでください。
■ホースを無理に引っ張らないでください。
ホースが折れる可能性があります。
■ホース同士の不要な接触は避けてください。
　外部補強層の摩耗による外傷でホース性
能の劣化の可能性があります。

給湯側
銅管

R50以上

R50以上
給湯
ホース

給水
ホース

給水側
銅管

クイック
ファスナー

クイック
ファスナー

給水・給湯
ホース

ツバ部

逆止弁
ツバ部に確実に
はめ込む

クイック
ファスナー止め

注 意
■ O リングを傷つけたり、ごみかみしないように注意してください。
■湯水を逆に配管しないでください。
■給水・給湯ホースの緩み防止のために、給水・給湯配管は確実に固定

してください。
■クイックファスナーは、けがのないように取り扱いに注意してください。
■クイックファスナーは、広げないでください。
■最後に給水・給湯ホースを上向きにまっすぐ引っ張って外れない（抜

けない）ことを確認してください。

現　　象 説　　明
使い始めにくらべて、しばらく使用す
ると、ハンドル操作が重く感じる。

ご使用により商品内部の部品がなじんだこ
とによるもので、故障ではありません。

注 意
6

6

8 8

8

6

緩む


