
取扱説明書 安全上のご注意
●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した　　注意は、状況によって重大な結果（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。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この図記号は、製品の取扱いにおいて、
その行為を禁止する図記号です。

この図記号は、製品の取扱いにおいて、
指示に基づく行為を強制する図記号です。

湯をお使いになる時は、必ずレバー
ハンドルを水側にしてから開栓して
ください。その後徐々に湯側を開栓
し、お好みの温度に調整してくださ
い。

湯側を先に開栓すると、高温の湯が出て
やけどをする恐れがあります。

器具が破損し、ケガをしたり、漏水し、
家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあ
ります。

レバーハンドルの位置で湯温を確か
めた後、吐水してください。

アツイ
湯温確認

高温の湯が出てやけどをする恐れがあり
ます。 やけどをする恐れがあります。

高温の湯をお使いの後は、器具内に
高温の湯が残らないように、しばら
く水を流してください。

他所の水栓の使用等により水圧変動
が起こり、湯を使用中に湯温が急上
昇することがあります。

水
アツイ次に使用すると、器具内に滞留した高温

の湯が出てやけどをする恐れがあります。 やけどの恐れがありますので、やけどの
恐れがないところまで水圧変動を押さえ
た配管設備にしてください。レバーハンドル操作の急閉止は、配

管からの漏水を起こすことがありま
すので、ゆっくり操作してください。 分解は、保守・点検の決められた項

目以外はしないでください。

漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐
れがあります。

器具が破損し、やけど・ケガをしたり、
漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐
れがあります。

定期的に、配管周り（ユニット内等）
の水漏れや、ガタツキが無いか確認
してください。

劣化・摩耗等で部品が破損し、やけど・
ケガをしたり、漏水で家財等を濡らす財
産損害発生の恐れがあります。

凍結が予想される際は、室温を下げ
ないようにして水栓を布等の保温効
果があるもので包んでください。

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。

カチ
カチ ホカ

ホカ

やけど、漏水をした場合の処置

やけど

漏　水

やけどをした場合は、すぐにやけどをした箇所に水を流しながら
冷やしてください。そして専門家の医師の診察を受けてください。

漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプを
お使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門業者に修
理を依頼してください。

シンナー・ベンジン・アセトン・カビトリ剤・
酸性、アルカリ性、塩素系洗剤・研磨剤入り洗
剤・たわし等は使用しないでください。
塗装の変質・剥がれの原因になります。

吐水パイプを可動範囲以上に無理に動かさない
でください。

取付けがゆるんで器具が破損したり、水栓本体がずれて漏水
の原因になります。
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高温の湯をお使いの時は、吐水パイ
プが高温になっています。直接肌を
触れないでください。

器具に乗ったり、寄りかかったりし
て無理な力を加えないでください。

湯

水

各部の名称 使用方法

ご使用に際して

レバー
ハンドル

■吐水・止水、水量調整
・吐水は、レバーハンドルを上げてください。
・止水は、レバーハンドルを下げて、元の位置に戻してください。
・水量は、レバーハンドルの上下の角度によって調整してください。
※レバーハンドルの操作はゆっくり行ってください。

止水

■水温調整
・レバーハンドルを右（水側（青））へ回すと水になります。
・レバーハンドルを左（湯側（赤））へ回すと湯になります。
・水温は、レバーハンドルの左右の角度によって調整してください。
※レバーハンドルの操作はゆっくり行ってください。
※湯をお使いになる時は、水側で吐水してから、徐々に湯側にしてください。
※湯をお使いになる時は、やけどをする恐れがありますので、十分ご注意ください。

水 湯

シングルレバー混合水栓（MKFA-65911F2）
ホース付きシングルレバー混合水栓（MKFA-65916F2）

ゆっくり

湯側（赤） 水側（青）

注意

吐水口

吐水口

レバー
ハンドル

吐水パイプ

吐水パイプ シャワー
ヘッド 湯側（赤） 水側（青）

吐水

【Ｔａｌｌ　Ｂｏｙ】

【シングルレバー混合水栓の場合】

【ホース付きシングルレバー混合水栓の場合】

可動範囲



お手入れ方法

・年に２回以上は水栓回りの水漏れが無いか点検してください。

※清掃後は、取り外した手順の逆から行い、組立ててください。

点検・調整

使用中に異常が生じた場合は、次の項目を点検し、調整してください。

現　象 点　検　・　調　整

●吐水量が少ない

●高温あるいは、低温しか出ない

・止水栓が閉まりすぎていませんか？
→止水栓を調整してください。

・泡沫金具にゴミ等が詰まっていませんか？
→泡沫金具を清掃してください。（「お手入れ方法」参照）

・給水・給湯源に異常はありませんか？

・止水栓が閉まりすぎていませんか？
→止水栓を調整してください。

・熱源が正常に作動していますか？
　また、給水圧力に大幅な変化はありませんか？

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

アフターサービスについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名・住所等の個
　人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。
　１．弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、
　　　これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
　　　なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使
　　　のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供い
　　　たしません。
　２．弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
　３．お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございまし
　たら、取付・設置店、販売店、又はトーヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において１年間です。

ご連絡して頂きたい内容

・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

《お客様へ》
お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させて
いただく場合がございますのでご了承ください。
この保証書は、本書に明示された期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従って、この保証書
によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対する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な場合は、お買い上げの販売店または、トー
ヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。詳しくは、アフターサービス欄をご覧ください。

修理記録
修理内容 担当者修理年月日

１　取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従って正常なご使用状態で、上記保証期間中に故障した場合
　　には、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。無料修理をさせていただき
　　ます。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
２　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。
３　本書は日本国内においてのみ有効です。（This  warranty  is  valid  only  in  Japan.）
４　保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
　　（ａ）用途以外（車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障および損傷。
　　（ｂ）使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
　　（ｃ）温泉水、飲料不可な井戸水等、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したこ
　　　　　とに起因する故障および損傷。
　　（ｄ）お買い上げ後の取付・設置場所の移動、落下や運送上の故障および損傷。
　　（ｅ）火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷およびその他の天災地変による故障および損傷。
　　（ｆ）戦争、暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合。
　　（ｇ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）および外部ノイズ等に起因する不
　　　　　具合。
　　（ｈ）取付・設置説明書に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造等に起因する不具合。
　　（ｉ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する製品の不具合。
　　（ｊ）表面仕上げの色あせ等、経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合。
　　（ｋ）パッキン等消耗部品の劣化に伴う故障および損傷。
　　（ｌ）海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
　　（ｍ）汚れやメッキ部品のサビ等、通常のお手入れ不足による不具合。
　　（ｎ）ねずみ等の動物や昆虫等の行為または、ツルや根等の植物の害に起因する不具合。
　　（ｏ）砂やゴミ、給水・給湯配管のサビ等、異物流入および水あかの固着に起因する不具合。
　　（ｐ）凍結による故障および損傷。
　　（ｑ）本書のご提示が無い場合。
　　（ｒ）本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

この保証書は、お客様の正しい使用状態において、万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理をさせてい
ただくことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票に記載しております。

記

※太枠内に記入の無い場合は無効になりますので、記入漏れが無いかご確認ください。もし、記入されていな
　い場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよ
　う大切に保管してください。

保　証　書

品　名

保証期間 １年間 お買い上げ日 年　　　　月　　　　日

ご住所

お名前

住　所

店　名

〒

様 TEL

TEL

（　　　　）　　－

（　　　　）　　－

お
客
様

販
売
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【Ｔａｌｌ　Ｂｏｙ】シングルレバー混合水栓　　　　　　MKFA-65911F2
　　　　　　　　　　ホース付きシングルレバー混合水栓　MKFA-65916F2

■水栓本体
・柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ってください。
※汚れは、中性洗剤をスポンジに付けて落とし、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭き
　してください。

■泡沫金具
・吐水ヘッドの泡沫金具にゴミ等が詰まると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、
　定期的に清掃してください。

１　吐水ヘッドの金具カバーを回して取り外し
　　ます。

２　金具カバーから泡沫金具を取り出します。

３　泡沫金具を歯ブラシ等で水洗いします。

金具カバー

歯ブラシ等

パッキン

泡沫金具

金具カバー

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

P9WP-TR595
17.7www.toyokitchen.co.jp 〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3

トーヨーキッチンメンテナンス　　www.tk-maintenance.com

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから　→

お問い合わせ先

ＴＥＬ　050 - 3852 - 2392〈受付時間　平日9 : 00～18 : 00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉 
メール　tks@toyo1.toyokitchen.co.jp
ＦＡＸ　0575 - 23 - 1262

TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。
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