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取扱説明書

家庭用

洗浄便座

各部の名前

使うとき
安全上のご注意

この度は、洗浄便座kireiをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
　※お使いの前に「安全上のご注意」（3ページ）を
　　必ずお読みください。

取り付け
取り付け前に
取付手順
ホースの取付

操作方法

お掃除と取り外し

メンテナンス方法

故障かな？と思ったら
自己診断＆トラブルシューティング
製品仕様



便器
Bowl

給水ホース
Water inlet hose

止水栓バルブ
Shutoff valve

T字分岐
T-shaped connector

レバー
Lever

ロータンク
Water tanks

給水管
Water supply hose

便ふた
Seat cover

便座
Seat ビデノズル

Bidet nozzle
おしりノズル
Wash nozzle

本体脱着ボタン
Dismantlement 
button

給水口は左にあります
Water inlet  on the left

1. 本体
　Main body

2. 位置決用型紙
　Installation template

取付ボルト
Connecting bolts(2)

調整ワッシャ
Sliding plates(2)

T字分岐
T-shaped connector

本体給水ホース
Water hose

取扱説明書
Installation and User Manual

Installation and User Manual

3. 同梱部品
　Fixing Components

アンカープラグ
Expansive nuts(2)

Filter

ナット
Nut(2)

取付プレート
Adaptable panel(1)

or

各部の名前

■本体

■付属品



注意
1. 水圧は0.07~0.8Mpa(10~116PSI)の範囲で使用してください
　The water pressure limit is from 0.07 to 0.8 MPa  (10 to116 PSI ). Please use as instructed.
2. 止水栓が近くにあることを確認してください。
　The water shutoff valve should be near where the product can be installed and dismantled.

取扱説明書をよく読み、正しく取り付けを行ってください。

取付を始める前に

取付前に　（※図を参考にしながら行ってください）
 

 

１：便ふたと一緒に固定されているネジを取り外して
　　現在お使いの古い便座を取り外します。

 
 

取付向きに注意してください

位置決用型紙

位置決用型紙

位置決用型紙

 

お使いの便座

２：図を参考にアンカープラグをネジを取り外した
　　穴に押し込みます。この時にトライバーなどで
　　簡単に押し込めます。

３：図のように便器の上に位置決用型紙をあてて
　　便座の先端が便器からはみ出ない位置に置きます

 ４：図を参考に取付プレートを便器に取り付けます。
　　位置決用型紙を参考に前後の取付位置を決め
　　便器を挟み込み下から便器をナットと固定板で
　　挟み込むように下側からしめこみ固定します。

 

５：取り付けテンプレートを取り外します ６：本体の取り付けは、取付プレートが取り付けで来
　　たら便器手前から本体をスライドさせ奥までまっ
　　すぐ差し込み取り付け完了です。

ここにはめ込む 

1.調整ワッシャに取付ボルトを組付けます。
　Insert the connecting bolts in adjusting pieces.

図のように取付ボルトを調整ワッシャの奥まで差し込んでください。
As figure,insert the connecting bolts in the boles of adjusting pieces.

2.先ほど作成した調整ワッシャを取付プレートに組付けます。
　Insert connecting bolts with adjusting pieces in the adaptable panel.

図のようにしっかり奥まで取付ボルトをはめてください。
As figure,insert the connecting bolts in the boles of adjusting pieces in the holes 
of the adaptable panel.

使うとき 取付手順



１：止水栓を閉め、ロータンクの水を流しきる、そして給水管を止水栓から取り外す。
　　ゴムパッキンが止水栓とT字分岐の間にあることを確認し、図の通り取り付ける。
  

３：図のように、便座の吸水口とT字分岐をホース
　　でつなぎます。この時に、フィルターと
　　パッキンが外れないよう、
　　注意しながら作業してください。
　　※ずれていると水漏れの原因になります。

ゴムパッキン

フィルター

禁止　　便ふたと便座が開いた状態で持ち上げないでください。
　　故障の原因になることがあります。

４： 漏れがないか確認しながらゆっくり止水栓を
　　あけていきます。
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２：T字分岐にホースを取り付ける。
※以下の場合は逆止弁カバーを取り外しOリングの調整を行ってください。
A.水圧が0.05MPa以下で、ファミリータンクをお使いの場合
B.ノズルが通常どおり動作せず水位が低い場合
　①逆止弁を取り外します
　②逆止弁カバーとOリングを取り外しますが、
　　　シーリングOリング箱の時取り外さないでください。
　③吸水口に戻します。

注意：水圧が0.1MPaの場合は必ずレギュレーターカバーとOリングは外さずに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのまま使用してください。

逆止弁
逆止弁カバー
逆止弁Oリング

Oリング

  使わない時・セルフクリーニング

WASH 

Turn the lever clockwise from
the vertical position.
Nozzle for WASH moves forward
and start the function.
The water volume changes with
the turning of lever.

弱

強

弱

強

BIDET 

25˚
25˚

25˚
25˚

90˚

警告　　水の供給は40℃以上もしくは0℃以下で使用しないでください。

ホースの取付 操作方法

・レバーを垂直の位置から時計回りに回す。
・ノズルが出てきて洗浄が始まります。
・水圧の調整はレバーの角度で変わります

おしり洗浄

ビデ洗浄

・レバーを垂直の位置から半時計回りに回す。
・ノズルが出てきて洗浄が始まります。
・水圧の調整はレバーの角度で変わります

・使わない時は９０度の角度にレバーを戻します。
・ノズル先端のクリーニングを行う場合は停止位置から、
　２５度ずつレバーを動かして数秒ずつ水を流し洗浄します
・ノズル本体部分は、使うたびに洗浄されます。
　追加で洗浄したい場合は、ノズル先端クリーニング同様
　に数秒間２５度のポジションでキープさせ水を流します。　
　その後90度の位置へ戻します。



1.便座本体の清掃 2.ノズルの清掃
優しくノズルを引き出し、
柔らかいブラシか布で洗浄します。

止水栓を閉じ、便ふたを閉じてから本体右側
にある脱着ボタンを押したまま本体を手前に
引く、そのまま本体を便器面まで滑らせる。
※給水ホースがつながったままの場合、無理
に引っ張らないでください。
 

4. 本体の取り外し

柔らかい布で汚れをふき取ってください。
キッチン用の研磨剤の入った洗剤を使わない。
家庭用中性洗剤以外は使わない: 
例）酸・アルカリ性　洗剤⇒×
　　業務長洗剤⇒×
　　トイレットペーパー⇒×
　　乾いた布⇒×

殺虫剤

研磨紙

ベンジン
シンナー

取り外しボタン

フィルター

編組ホース
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図のAのように最大まで回します。
図のBのようにレバーを取り外すことができ
ます。図のCのように取り外した時と同じ角
度でクリック音がするまで差し込み、レバー
を垂直に戻し完成です。

図Aのようにノズルを優しく引き出します。
先端ノズルを少しひねりながら取り外します。
ノズル先端の取り付けはそれと逆の手順で行
ってください。

両サイドのホースの端から水漏れが見つかっ
た際は、もう一度取り付けナットを強く締め
込んでください。

通常水が出る位置までレバーを倒します。
給水管からプライヤーなどを使って取り外し
ます。交換したら、水停止位置までレバーを
戻し完了です。

レギュレーター

1. レバーの取り外し  2.ノズルの交換

3. レギュレーター交換 4. ホースの水漏れがあったら
（もし水圧が通常よりも弱く感じたら）
１：T字分岐と便座をつなぐホースの中に
　　あるフィルターを取り出し洗浄します。
　　この清掃を行うとき止水栓を閉めてくだ
　　さい。
２：レギュレーターとOリングを取り出しは
　　5ページを参考に取り出し洗浄します。

レギュレーター

3.フィルターとレギュレーターの清掃

A
B

ノズル

A B C

お掃除と取り外し メンテナンス方法



SG-001                       

0.35 - 1.8 L/min

0.35 - 1.8 L/min

症状 状況 ご確認ください

水が出ない
本体からの水圧が弱い場合

水道からの給水圧が弱い場合

素早くレバーを最大水量まで回したり戻したりしてください。

もし水圧が0.7kgf/cm 以下の場合は地域水道専門業者に
問い合わせください。

おしり・ビデ機能が
使えない

止水栓が閉まったままの場合 止水栓を開けてください。

フィルター・T字分岐のつまりの場合 フィルターとT字分岐を取り外し洗浄してください。 

ホースのフィルターでの詰りの場合 ホース内とフィルターを清掃してください。

ノズル先端での詰りの場合 ノズルをはずし清掃してください。

外部水圧が弱い場合 外部水圧を上げるよう水道専門業者に依頼してください。

使用中に便器から
水が漏れる

最大水圧は 0.8MPa でご使用ください。もし水圧がそれ以上で
止水栓でコントロールできない場合は、
水道専門業者に依頼してください。

外部水圧が高すぎる場合

上記トラブルシューティングでも解決しない場合は販売店にお問い合わせください。

SG-001

水道直結法式

製品寸法

警告
ご自身でユニットを分解、修理、改造しないでください。

仕様

SG-001

370X500X60mm

静圧:0.07- 0.8 MPa,　動圧:above 0.03MPa
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kirei: 型式

おしり吐水量

ビデ吐水量

水供給方式

水圧範囲

逆止弁 真空ブレーカー

製品質量
2.23    KG

故障かな？と思ったら

自己診断とトラブルシューティング




