2. 設置条件

日本水道協会認証登録品

●浄水器の取付場所の選定
シーガルフォー浄水システム
ビルトインタイプ

1. 専用水栓の下部（流し台下）で、既設の配管にぶつからない場所。

X1-MA01（N）／X2-MA01（N）

2. 専用水栓から付属のホースで、接続可能な場所。

施 工 説 明 書

3. この時、取付フック板の取り付け位置の高さは、地板から2〜3cm浮か
せてお取り付けください。
留意：キャビネットの背板や側板等が薄い場合には、芯材のある所に
固定してください。

〜必ずお読みください〜
この度は、「シーガルフォー浄水システム」をお買い求め頂き誠に有難うご
ざいました。ご使用になる前に、この説明書を必ずお読みの上、取扱説明
書と共にご使用になられる方がいつでも見られる所に保管してください。

3. カートリッジ取付と本体ユニット組立

安全上のご注意
!

警告…回避しないと死亡・重傷の恐れあり。

!

注意…回避しないと軽傷・物損の恐れあり。

!

! …必ず守ること。遵守事項を示す。
…禁止事項を示す。

1

警告

本体ユニット上部に取付けてあ
るバルクヘッド（OUT・IN）に
コネクターをネジ込んで固定し
てください。

コネクター
（Oリングパッキン付）
バルクヘッド（OUT）
本体ユニット上部

バルクヘッド

※決して締めすぎないでください。（IN）
コネクター内のOリングが破損し
て、水漏れの原因となります。

●水道水以外の水をご使用になる場合は、必ず販売店または輸入元まで相
談する。
! 体調を損なう恐れがあります。

!
●分解・修理をしない。
事故につながる恐れがありま
す。分解・修理が必要な場合
には販売店または輸入元まで
ご相談ください。

2

注意

●V-ク ラ ン プ の 着 脱 が
固い場合には、軍手
等を着用する。

●取付直後は3分間以上浄化水を放流する。
!

! 怪我をする恐れがあります。

Vクランプ

正しく浄化水をお使いいただくためで
す。人体に害はございませんが、飲料不
適のためカートリッジ内部の不安定な吸
着剤や空気を必ず出してください。

3分間

③本体ユニット 1個
（カートリッジは取付けてありません）

Vクランプの着脱が固い場
合には、軍手を着用する等
してください。怪我をする
恐れがあります。

ユニット下部

カートリッジ上部に白いプ
ラスチックの保護カバーが
セットされています。
この保護カバーのつまみを
上へ引っ張り、取り外して
ください。

4

5
⑤止水栓 1個

⑧カートリッジ 1個

⑦取付フック板 1個

⑨専用水栓一式

6

カートリッジを本体ユ
ニット上部側の内部中
央にあるネジ部にあわ
せて右回りにゆっくり
とねじ込んで行き、
固く
なった所から更に1/4回
転程度まわします。

（ネジ 2個付き）

●工事に必要な工具等

1. 高水圧地区（水栓使用圧力以上）では、水栓を急

1. ソケットレンチ

閉止すると強い水撃を発生しますので、減圧弁等
が設置されているか確認してください。
2. 施工前は必ず水道の元栓を閉め、止水されている
事を確認してください。
3. 凍結の恐れのある場所に設置する場合には、保温
の工夫をして凍結を防止してください。
4. この浄水システムは給水用です。給湯配管には使
用しないでください。
5. 新築の建物へ設置する場合や、近所で水道工事が
あった場合には、カートリッジがすぐに目詰まり
してしまう恐れがあります。設置前に配管内の切
りくずやゴミを洗い流してください。通水前は必

7

留意：カートリッジは真っすぐに締
め込んでください。また、無
理な締め込みはしないでくだ
さい。カートリッジネジ部が
破損し、正しく浄化されない
恐れがあります。
良い例

カートリッジを取付終わっ
たら、元通りに上下ユニッ
トを合わせます。

Vクランプを本体ユニットの
周りに巻き付けVクランプナ
ットを締めて完了します。

2. ドライバー

悪い例

!

ユニット用
パッキン

※浄水器用水栓取扱施工説明
書の展開図別途参照

●取付前のご注意

注意

ユニット上部

3

②フレキ管 1本

ず捨て水を行ってください。

!

交換用カートリッジを
用意します。

①専用ホース 2本（IN・OUT）

⑥コネクター 2個

Vクランプ
ナット

本体ユニットを上下に
分割します。

1. 梱包部品

④片ナットチーズ 1個

Vクランプナット
をゆるめ、
Vクランプを外し
ます。

注意

ユニット用パッキンを
正しく付けて下さい。
曲がったり、はさまれ
たままですと漏水の原
因となります。
留意：Vクランプナットを締
めすぎないでくださ
い。締めすぎによりV
クランプが破損し、
水漏れする恐れがあ
ります。

3. スパナー
4. ホールソー（ドリル）
39〜40mm用
5. パイプカッター

4. 専用水栓の取付方法
●専用水栓梱包箱に入っている「浄水器用水栓・取扱施工説
明書」を別途ご参照ください。

5. 専用水栓と本体ユニットの接続

6. 専用水栓と本体の接続
※本体ユニットにカートリッジを取り付けて
いるか確認後、接続して下さい。

混合水栓
1．混合水栓（給水）側に③片ナットチーズを
取付け止水栓（元栓）と接続してください。

レバー
（水量の調整）

2．③片ナットチーズに④止水栓を接続し、
C 専用水栓（給水）側の逆止弁アダプ

ターと①フレキ管を接続し、さらに①フ
レキ管と④止水栓を接続してください。

流し台

3．専用水栓（OUT）側の A アダプターと
②ホース（OUT袋ナット側）及び B アダ
プターと②ホース（IN袋ナット側）を接
続してください。

C

B

水

湯

4．⑦本体ユニットに取付けた⑤コネクター
に②ホース（ワンタッチジョイント側）
をIN → OUT の順に接続してください。
この時、確実に差し込まれているか確認
して、ホース抜け防止のためのロックを
必ずしてください。
※②ホースにはそれぞれ（IN・OUT）接続
先がわかるように表示されていますので
間違えないようにご注意ください。

②
A

④

①

注1）浄水用レバーを操作する前に水道水
（水）のレバーを開け、給水管内のゴ
ミ・鉄クズ等を完全に洗い流してく
ださい。（カートリッジの目詰まりの
原因となる恐れがあります。）

③

①フレキ管
②ワンタッチジョイン
付ホース
③片ナットチーズ
④止水栓
⑤コネクター

IN

OUT

止水栓
（元栓）

注2）接続部からの水漏れがないことをご
確認ください。

パッキン
⑤

⑥取付フック板
⑦本体ユニット
⑧Vクランプ
⑨Vクランプナット

5．⑥フック板を取付ける。
流し台が木製の場合、付属のネジ（2本）
で固定してください。

⑧

⑨

⑥

⑦

※取付フック板に⑦本体ユニットを固定
する際は、ホースが折れ曲がったりね
じれたりしないようにしてください。

※イメージ図ですので実際のサイズとは異なります。

7. 工事後の注意

8. 取付工事をされる方へのお願い
●工事終了後必ず通水し、
再度水漏れしていないか
確認してください。

●取付工事終了後、保証登録カードをご使用になられる方へ
必ずお渡し下さい。
工事者

お客様

保証登録カード
（ハガキ）
個人情報のお取扱について

保証登録カード（返送用ハガキ）

１.個人情報とは
個人情報とは、主に以下のような個人を特定できるものをいいます。
・名前、生年月日、性別、職業、電話番号、住所、Eメールアドレス
・個人別に付与されたIDナンバー、パスワード、
その他の記号等
・他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別できるもの

お客様宛に保証書を発送致します。
重要 ☆このカードによるユーザー登録終了後、
ご購入後なるべく10日以内にご返送ください。
また、
弊社ホームページからも
ご登録いただけます。（http://www.granddukes.com）
型

２.個人情報の利用目的
保証登録、資料請求、製品サポート、WEB会員登録、
その他メールや電話・FAX
等によるお問合せなどの際に、必要に応じてお客様からご提供いただく個人情報は、
以下の目的に使用いたします。
・製品保証登録
・メールマガジン配信
・カートリッジ交換・メンテナンス・アフターサービス・新製品などに関連する情報等
の提供
・製品やサービスに関連するアンケート調査等の依頼
・当社の業務及び当社が主催するイベントなどに関する情報等の提供
・その他何らかの理由でお客様と連絡を取る必要が生じたとき

強い場合… 弱い場合…

閉める ゆるめる

３.第三者への開示
ご提供いただいた個人情報は、以下のいずれかの場合を除き、
いかなる第三者に
も開示または提供いたしません。
・お客様からのお問合せや各種ご依頼に適切に対応するために、当社内及び業
務委託先に対して開示する場合
・あらかじめ明示した使用目的の範囲内において、
業務委託先に対し開示する場合
・お客様にご承諾いただいた場合
・法令等により要求された場合
４.個人情報の共同利用
ご提供いただいた個人情報のうち「名前、住所、電話番号、Eメールアドレス及び購
入商品」の個人データにつきましては、
製品保証及び適切なアフターサービスのため、
当社と個人情報取扱に関する覚書を交わした正規販売代理店と共同利用いたし
ます。その場合、当社が個人データの管理責任を負うことといたします。
５.ご本人による個人情報の確認・訂正・削除・追加について
お客様ご本人より個人情報の確認・訂正・削除・追加の依頼や、
ダイレクトメール等
停止のご依頼があった場合には、適切に対処いたします。
６.個人情報の管理について
お客様の個人情報は、第三者がアクセスできない安全な環境下で管理しています。
データの破壊、改ざん、漏えい等が起こらないように、体制を整えております。
７.個人情報の取扱方針の変更及び告知について
個人情報の取扱方針は、必要に応じて変更することがあります。お客様へその都
度ご連絡はいたしかねますので、
ご利用の際にはHP上またはコールセンターにて最
新の内容をご確認ください。

式

製造番号（Serial No.）

※今回のご購入は
台目

必須項目は必ずご記入ください。
ご記入もれがございますと保証書がお手元に届きません。
（その場合、
保証やサービスができかねることがございますのでご注意ください。）

ご購入年月日（必須）

20

年

月

日

※保証の起算日となるため、ご購入年月日は必ずご記入下さい。

氏名（必須）
︿
キ

法人の場合は法人名
をご記入ください。

リ
ト

1.個人

リ
﹀

2.法人

フリガナ

生年月日 1 9

年

月

日生

住所（必須）
〒

TEL（

）

−

使用人数

人

Web会員登録をさせていただきます。よろしければ下記へE-mailアドレスをご記入ください。

Eメールアドレス
シーガルフォーをお知りになったきっかけ
販売店鋪［
］ 雑 誌［
テ レ ビ［
］ ラジオ［
友人・知人（ご紹介者名をご記入ください。）
［

］新
聞［
］ インターネット［
］ そ の 他［

］
］
］

販売店名

作成日 平成17年2月15日
グランドデュークス株式会社
個人情報の取扱方針についてのお問合せは表面のカスタマーセンターまで。

グランドデュークス
●カートリッジが入って
いるか確認して下さい。

必要事項を御記入の上、
10日以内に投函してください。

●止水栓の開閉を調節し、専用水栓から出る水を適量になるまで調整してください。
勢いが強い場合は止水栓を閉めてください。勢いが弱い場合は止水栓をゆるめて
ください。

最後にもう一度、水もれ及びカートリッジを確認してください。
®シーガルフォーは、米国ゼネラルエコロジー社の登録商標です。
©
販売元：

パッキン

Corporation

2005. 5
日本総代理店

閉める
●パッキンがズレていたり、入っていない時
は、接続部より水が漏れることがありま
す。
その場合は、パッキンを正しく取り付けて
ください。

●施工後、お客様への引き渡しまでは、必ず
元栓を閉じて水栓内部の水を抜いておいて
ください。

〒167-0032 東京都杉並区天沼2-4-4
荻窪SYビル5F
TEL

7 0120-074-744

FAX

7 0120-074-745

※無断複製を禁じます。

