
◆アフターサービスをお申し付けのとき、次のことをお知らせください。
①商品名 ・・・・・・・・・　簡易水洗便器 F8-CFG　・　F8-CF

②現　象 ・・・・・・・・・　できるだけ詳しく

③据付年月

④住所（道順）、氏名、電話番号

◆アフターサービス連絡先
福岡（ダイワ化成サービス） 0120-323-929

092-921-7770

■保証について
○ この商品は保証書付です。

保証書の記載内容の通り故障について修理致しますので､詳しくは保証書をご覧ください。

また、保証書に「お客様名、お取扱店名、据付日」を記入し、大切に保管してください。

○ 保障期間経過後の修理につきましても、気軽にご相談ください。

お名前

ご住所
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お 客 様

取 扱 店

簡易水洗便器

据付より 3 年間保 証 期 間

品 名

簡 易 水 洗 便 器
フラッシュバルブ式

お　客　様　用

取 扱 説 明 書

このたびは、当社商品をお買い上げいただ
き、まことにありがとうございました。

■ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく使用してください。

■本書は、必要なときにすぐに取り出せるところに大切に保管してください。

■転居時に残される場合は、本書を次の入居の方に必ずお渡しください。

アフターサービスと保証

修理を依頼される前に、「故障・異常の見分け方と処置方法」を見て、もう一度ご確認ください。
それでも不具合な場合は、お買上げ店または下記のアフターサービスまでご連絡ください。早速サービスマ
ン、サービス店から処置致します。

品 質 保 証 書 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理とな
ります。
(1)使用上の誤り、または改造や不当な修理による
故障および損傷。
(2)お買上げ後の取付場所の移動、落下等による故
障および損傷。
(3)火災､地震､大雨などによる水害､落雷､その他の
天災地変公害による故障および損傷ならびに自然
損耗。
(4)小便器を、それ以外の用途に使用した場合。
(5)本書のご提示がない場合。
(6)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の
記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場
合。
(7)故障の原因が本機以外にある場合で改善を要す
るとき。
(8)中性洗剤以外の洗剤や薬品を使用した場合。
(9)日常のお手入れが不十分で生じた故障。
(10)施工不良により生じた故障。
2.離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を
行なった場合には、出張に要する実費を申し受けま
す。
3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご
相談ください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大
切に保存してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によっ
てお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、
お買上げ店または弊社までお問い合わせてください。

Ｆ８-ＣＦＧ（洗浄ガン付）

Ｆ８-ＣＦ（分岐栓・洗浄ガン無）



原因 処置方法

水が出ない 断水している。 近くの蛇口で確認してください。

止水栓が閉まっている 止水栓を開く

ストレーナーのゴミ詰り ストレーナーの掃除

水が止まらない 水栓を閉めメンテナンスを依頼

床に漏水 小便の飛び散り 床を拭いて小便かどうかの確認

汚物が排出しない 便槽が一杯になっている 便槽のマンホールを開けて確認し汲取り業者に依頼

便器と便槽の配管詰まり 市販のパイプクリーナー等で詰まりを取り除いてくか、お買い上げ店

又は専門業者に依頼

フラッパーが開きっ放しフラッパーの裏や回転部分に汚れが付着している 洗浄ガンにＵ字ノズルを付けて掃除

風量の大きい排気扇(臭突ファン)が付いている 排気扇の電源を抜いて使用しないか、風量を450㍑/分以下のものに

取り替える

フラッパーが開かない フラッパーの裏や回転部分に汚れが付着している 洗浄ガンにＵ字ノズルを付けて掃除

水だけでは開きません

水撃作用（ウォーターハンマー） 洗浄に影響のない程度に止水栓を絞る

水道配管の固定が少ないと発生しやすいため点検する

○上記処理で直らない場合は、止水栓を閉めてお買い上げ店または当社アフターサービスまでご連絡ください。
○直るまでは、止水栓を閉めたままにして、ご使用をひかえてください。やむを得ず使用する場合は、バケツ等で水を流してください。

1.室内暖房
トイレ室内を暖房してください。 ① フラッシュバルブ用止水栓を閉めてください。

2.水抜き ② 洗浄ガン用止水栓を閉めてください。
フラッシュバルブ用止水栓を閉め、押しボタンを押して水抜 ③ フラッシュバルブと洗浄ガンの水抜きをしてください。
きをしてください。 再び使用するとき、フラッシュバルブ用止水栓を開いてください。

フラッパーバルブ 汚物の排出弁と便槽からの臭気を遮断 洗浄ガンも止水栓を閉め、空打ちして水抜きしてください。
する役目をします。このバルブは、オモリ 3.凍結防止ヒーターの利用 暖房便座や温水洗浄便座、凍結防止ヒーター等は各々の説明書
のバランスで開閉します。 フラッシュバルブ用凍結防止ヒーターと分岐栓には市販の をお読みください。

フラッシュバルブ ボタンを押すと、一定量の洗浄水を流し 水道凍結防止ヒーターを巻き付けてください。
て止まります。 凍結した場合

 洗浄ガン 洗浄水だけでは流れにくい汚物やトイレ まず、トイレ室内を暖めてください。
ットパーパーを流す役目と掃除のとき使 便器が凍結した場合
うと便利です。 ・・・40℃程度のぬるま湯を注ぎ、徐々に解凍してください。

 Ｕ字ノズル 洗浄ガンの先端のストレートノズルを フラッシュバルブや洗浄ガンが凍結した場合
交換してフラッパーバルブの裏の掃除 外観寸法 幅：355㍉　奥行：520㍉　高さ：425㍉ ・・・凍結破損することがあります。解凍後、漏水する場合
をします。 重量 約24kg はアフターメンテナンスを依頼してください。

ストレーナー 水道管内のゴミや砂を取り除いてフラッ 材質 便器本体 衛生陶器
シュバルブの漏水を防ぐ役目をします。 便座 ポリプロピレン

 洗浄ガン用止水栓 洗浄ガンの元栓の役目をします。洗浄 フラッシュバルブ 青銅鋳物他
ガン使用後は必ず閉めてください。 フレキシブル管 ステンレス

1 2

洗浄後に大きな音が
する

現象

ストレーナーの掃除
フラッシュバルブにゴミや
異物が入らないようストレ
ーナーを付けています。
洗浄水の出が悪いときは、
止水栓を閉めてからストレ
ーナを掃除してください。

　安全にお使いいただくために

　各部の名称とその役目 　ご使用方法

お客様に事故のないよう安全にお使いいただくための注意事項をあげております。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いくださ

　お手入れ

　故障・異常の見分け方と処置方法
まず、故障や異常に気付いたらすぐに止水栓を閉めてください。

　凍結のおそれのあるとき

凍結の恐れがあるときは、室内暖房、水抜き、凍結防止ヒーター
の利用などを行ってください。
凍結による破損で漏水し、家財を濡らす原因となります。

掃除には中性洗剤以外使用しないでください。
酸性、アルカリ性の洗浄剤、漂白剤、塩酸、クレンザー、ベンジン、シン
ナー類、うじ殺し、殺虫剤、その他薬品は、部品が変形や変質して故障
の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

長期間使用しないときは、止水栓を閉めて水抜きをしてください。
漏水したとき、家財を濡らす原因となります。

洗浄ガンのホースを無理に引っ張ったり、ねじったり、曲げたり、
傷つけたりしないでください。
漏水して家財を濡らす原因となります。

便フタや便座を背もたれや踏台として使ったり、衝撃を加えるよう
な開閉はしないでください。
便フタや便座が割れてケガの原因となります。

便器の中にタバコの吸ガラを捨てないでください。
火災や漏水の原因、便器の破損やゴム、プラスチック部品の変形の原因
となります。

洗浄ガン使用後は、必ず洗浄ガン用止水栓を閉めてください。
洗浄ガンが破損したり、漏水した場合、家財を濡らす原因となります。

簡易水洗便器は、汲み取り式です。便槽の容量を確認の上、汲
み取ってください。
使用している便槽の容量と通常の汲み取り量をお確かめの上、正月や
お盆など使用量が多いときは、便槽が一杯になっていないかを点検し早
めに汲みってください。汲み取り業者は、役場等にお問合せください。

所定の水道圧範囲内でご使用ください。
最低必要水圧：0.15MPa以上（13Ｌ/分以上流動時）
0.04～0.15MPa（13Ｌ/分以下流動時）は、便器の洗浄が悪くなります。特
に家庭用ポンプを使用してポンプから便器まで距離が遠かったり、他の
蛇口を開いたりした場合に流量が少なくなります。その時は、洗浄ガンを
使用するようお客様にご説明をお願いします。
最高水圧：0.7MPa（静水圧）
水圧が0.7MPa以上では器具の破損や故障の原因となります。 幼児、お年寄り、身体のご不自由な方が使用するときは、周りの

片が常に注意をしてください。

便器の中に熱湯をかけないでください。
ゴム、プラスチック部品の変形の原因となります。

紙は、必ず市販のトイレットペーパーを使用してください。
ティッシュペーパーや固い紙(新聞紙､雑誌)等は水に溶けにくいため、排
水管が詰まる原因となりますので、使用しないでください。また、生理用
品等も便器に捨てないでください。

フラッシュバルブ用止水栓

水量調整ネジ
時計回り   →減
半時計回り→増 洗浄ガン用止水栓

 　（F8-CAGのみ）
洗浄ガン
（F8-CFGのみ）

ストレートノズル（F8-CFGのみ）

フラッシュバルブ
便座

Ｕ字ノズル
（F8-CFGのみ）

ストレーナー

ボタンを押して直ぐに離してください。
使用後、洗浄水が止まるのを確認し
てから便器を離れてください。

【洗浄ガンの使い方】
①洗浄ガン用止水栓を開いてください。
②洗浄ガンで洗浄してください。
③使用後は、必ず洗浄ガン用止水栓を閉めてください。
④洗浄ガンを一度空打ちして水を抜いてください。

トイレ内が0℃以下になると、水が凍結して器具が破損するお
それがあります。次の中から適切な処置を選んで実施してく

　長期間使用しないとき
旅行や長期間不在のとき、長期間使用しないときは次のこと
を行ってください。行わないと、不在中に漏水等が起こった場
合、水浸しになり家財を濡らす原因となります。

メンテナンス部品について
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。
最低保有期間経過後については、当社までご相談ください。

　便槽についての注意事項

便器、フラッパーバルブのお手入れ
フラッパーバルブはトイレブラシと
中性洗剤で週1～2回程度、また
リップゴムの先端もよく掃除して
ください。

便座のお手入れ
柔らかい布で水拭きしてください。
汚れのひどいときは、100倍程度に薄めた
中性洗剤を柔らかい布につけ固く絞って
から拭いてください。
そのあと必ず固く絞った柔らかい布で
水拭きして洗剤を拭き取ってください。

金具のお手入れ
金具は、放っておくとサビたり汚れたりします。
柔らかい布で拭いてください。金具の表面を
キズつけるものは使用しないでください。

　仕様

分岐栓
（F8-CFGのみ）




