PMS-2105(14020)

施工説明書

ビルトイン型浄水器

浄水器専用水栓

JF-WA501-JG(JW)型

1. 施 工 の 前 に

●給水水温は35℃以下でご使用ください。
※35℃以上では浄水器の機能が十分発揮されません。
●カウンター裏面の補強板は珪酸カルシウム板以外の材料としてください。
※本体固定不良の原因となります。裏面の補強板は、
木質系のボードとしてください。
※珪酸カルシウム板に対応するためには、
A-3811（別売部品）が必要です。

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。
※ケガををしたり、
故障・破損の恐れがります。
(分解禁止)

水道水の飲用基準に適合した水をお使いください。
※体調を損なう恐れがあります。
(禁止)

衝撃を与えたり、
もたれかかったりしないでください。
※破損してケガをしたり、
漏水や故障の原因となります。
(禁止)

お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。
※凍結破損で漏水し、
家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

部品梱包明細表
下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。

(指示)

凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
(指示)

各接続部は水漏れのないように確実に接続してください。
(指示)

(指示)

吐水口は手や布巾でさわらないでください。
※残留塩素を除去しているため、
雑菌が繁殖しやすくなり、
体調を損なう
恐れがあります。
水栓先端への他の器具の接続や、他の浄水器との併用はしないでください。

(禁止)

●浄水カートリッジの常用使用圧力は0.06MPa（流動圧）〜0.35MPa（静水圧）です。
●取付カウンターが厚い場合や、
大理石などの特殊な材料を使っている場合は取り付けできない場
合があります。
また穴あけなどの加工は十分注意して行ってください。

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センターまで
ナビダイヤル

TEL 0570 - 017-173

平日
9 : 00〜18 : 00
土日・祝日 9 : 00〜17 : 00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)
受付時間

施工完了図

専用水栓の取付け
水栓本体についている締付ナット、
平ワッシャー、三角パッキンを取り
外し、給水ホース・銅管を水栓取付
穴に挿入します。

注意
●Ｏリング保護キャップはソケットと接
続するまで取り外さないでください。

※Ｏリングに傷がつき、漏水する恐れが
あります。

●施工中、本体を倒さないでください。
※ミラーなどを破損してケガをする恐れが
あります。

）

レバーハンドルを正面に向けた後、
専用工具KG-9にて締付ナットを締
め付けて、カウンターまたは陶器に
固定します。

商品図

注意
●別売りの専用工具(KG-9)を使用し
てしっかりと締め付けてください。
※漏水する恐れがあります。

ポイント
水栓本体下のパッキンが水栓の台座か
らはみ出さないように施工する。

2. 施 工 方 法

3.

ソケットから抜け止めカバー、固定
リングの順に取り外します。

4.

止水栓にソケットを取り付けます。

専用水栓の取り付け
同梱の部品以外は使用しないでください。
各接続部は水漏れのないように確実に接続してください。
専用水栓の取付位置を決めます。
下図を参照し、
正しく取付位置を決めてください。なお、
専用水栓は、
混合水栓の
左側に取り付けることも可能です。
取付位置確認後、取付カウンターに穴径37±2mmの穴あけをします。

ステンレス製の取付カウンターで補強
板がない場合は補強板を取り付けてく
ださい。

注意
●ストレーナー付パッキンの 向きに注意 して
ください。
※正しく取り付けられていないとゴミが詰まりや
すくなり、流量が少なくなることがあります。

5.

フレキホースのOリング保護キャップを
取り外し、
ソケットに差し込みます。
注 意
●Oリングにキズをつけたり、ゴミかみを
させないよう注意してください。漏水の
原因になります。
●フレキホースを曲げる場合は、曲げ半径
を30mm以上確保してください。無理に
曲げるとホースが損傷し、漏水の原因と
なります。

4

浄水カートリッジ取付ブラケットの取付け

5

浄水カートリッジの配管接続

ポイント
フレキホースの長さが
余り、ホースが無理に
曲がるなどの不具合を
生じるときは、水栓の
銅管を曲げ、ホースの
曲がり方を調節してく
ださい。

6.

固定リングをフレキホースとソケットの
接続部
（ツバ部）
にはめ込みます。
注

意

誤って取り付けると漏水の原因となります
ので、確実にはめ込んでください。
確

認

フレキホースを下に引き、確実に接続
されていることを確認してください。

7.

抜け止めカバーを固定リングにはめ
込みます。
注 意
●固定リングが外れると、漏水の原因とな
りますので、必ず、しっかりとはめ込
んでください。
●直接固定リングに手を触れるとケガをす
る恐れがあります。抜け止めカバーを
必ずはめたままにしてください。

3
1.

【施工後、お客さまがすぐに使用しない場合】

水栓と接続ホースの接続

接続ホースを付属の接続プラグに接続してください。

2本の接続ホースを水栓の銅管に貼ってあるシールの色とワンタッチジョイ
ントのスライダーの色を合わせて接続します。
※接続ホースの先は水栓接続側、浄水器接続側が決められています。間違っ
ていると接続できません。正しく取り付けてください。
水栓接続側のワンタッチジョイントを、プラグに「カチッ」と音がするま
でしっかりと差し込みます。
確

認

各接続ホースにねじれがなく、各接続
ホースを引っ張っても外れないことを
確認してください。

ポイント
取り外すときは、スライダーを下げな
がらワンタッチジョイントを下に引っ
張ってください。

シール

緑色

オレンジ色
スライダー

緑色

ワンタッチ
ジョイント

オレンジ色

水栓の銅管に貼ってあるシールの色とワンタッチジョイントのスライダー
の色が同じになっていることを確認します。
※正しく取り付けられていないと、浄水器が正常に機能しません。

取り付ける場合

※浄水カートリッジは取り付けずに、そのまま、お客さまにお渡ししてください。
※後述の通水、水漏れ確認は接続プラグを接続した状態で行ってください。

【施工後、お客さまがすぐに使用する場合】

1.

接続ホース

※結束バンドは必要に応じて、接続ホース同士を接続するのにご使用ください。

2.

認

いちばん奥まで確実に差し込まれてい
るか確認してください。

シール

プラグ
スライダー

確

2.

浄水カートリッジのプラグ先端の保護キャップを外します。

取り外す場合

3.

浄水カートリッジに貼ってあるシールの色と浄水ホースのワンタッチジョ
イントのリングの 色を合わせて 接続します。

4.

浄水カートリッジを取付ブラケットに固定します。

3.

ソケットを止水栓に固定する。

●ストレーナー付パッキンの 向きに注意 して
ください。

接続ホースが折れ曲がったり、
ねじれないように注意してくだ
さい。
※漏水の原因になります。

※正しく取り付けられていないとゴミが詰まりや
すくなり、流量が少なくなることがあります。

※取扱説明書の「交換月表示の変更方法」をお読みのうえ、次回交換月の設
定をしてください。

3. 施 工 後 の 調 節

1

注意

1.

2.

通水、水漏れ確認

寒冷地用の場合
止水栓を閉じる。（右いっぱいに回す）
ストレーナーを取り外し、ゴミ等を洗
い流す。

以下の手順で通水作業をし、水漏れのないことを確認してください。

4

注 意
●浄水カートリッジを装着して通水確認をしないでください。
●配管接続部の水漏れ点検を十分に行ってください。

取扱説明書・施工説明書・
浄水カートリッジ・接続プラグについて

この施工説明書は同梱の「ご愛用フォルダー」に入れて、取扱説明書、浄
水カートリッジとともにお客さまにお渡しください。
※浄水カートリッジは装着しないでください。
※接続プラグは、浄水カートリッジ交換時、および浄水カートリッジをご使
用にならない場合に使用しますので、大切に保管してください。

4. 引 渡 前 の 確 認
引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

●故障と点検

※点検箇所は下図を参照してください。

1.
2.
3.

2

接続ホースが接続プラグでつながれていることを確認します。
専用水栓のハンドルが止水の位置にあることを確認します。
止水栓を開け、専用水栓のハンドルを開けて通水し、配管内のゴミな
どを出したのち各接続部からの水漏れがないことを確認します。

流量調節（標準の浄水吐水量調節）

【施工後、お客さまがすぐに使用しない場合】

現

象

流量が少ない

点

検

内

容

圧力は十分か？
止水栓は十分開いているか？
接続ホースが折れ曲がったり、ねじ
れたりしていないか？
ストレーナーにゴミ詰まりはないか？

流量が多い

止水栓は調節されているか？

水が止まらない

ゴミかみはないか？
キズはないか？

点検箇所

q
t

処

置

…使用条件æの項参照。
止水栓を十分開く。
ホースの折れ曲がり、ねじれが
あれば取り除く。
ゴミ等を水で洗い流す
…ストレーナー付パッキンの掃除æ
の項参照。
…流量調節æの項参照。

w
w

ゴミ等を水で洗い流す。
キズがあれば部品を交換する。

接続部から漏水
接続部にキズ、ゴミかみはないか？
する

e

キズがあれば部品を交換する。
ゴミ等があれば水で洗い流す。

レバーハンドル
ゆるみはないか？
がガタつく

r

ねじをしっかりと締める。

浄水カートリッジ取付時に次の項の方法で実施してください。

【施工後、お客さまがすぐに使用する場合】

1.

2.
3.
4.
5.

3
1.

2.

通水、水漏れ確認を実施して、配管内のゴミなどを十分に出してください。
※工事直後の水を浄水器に流すと、目詰まりの原因になります。
浄水カートリッジを接続します。
（施工方法6.浄水カートリッジ配管接続の項参照）

浄水吐水量が適正流量となるように、
止水栓を調節します。
※ハンドルをいっぱいに開けたとき、
4ℓ/分程度（500㎖の容器を一杯
にするのに8秒）流れるくらいに
調節してください。
浄水カートリッジの空気を抜きます。
※空気抜きと浄水能力を安定させる
ため、約10分間浄水を通水しながら、
浄水カートリッジを上下にひっくり
かえしてください。
接続ホースと水栓、浄水カートリッ
ジの接続部から水漏れがないことを
確認してください。

ガイド

ストレーナー付パッキンの掃除
一般地用の場合
止水栓を閉じる。（右いっぱいに回す）
ストレーナー付パッキンのゴミ等を
歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり
落とす。
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