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このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。
■この取扱説明書をよくお読みになって、
　正しく又末永くお使いください。

■取扱説明書は、いつでも見られる場所に
　必ず保管し、必要な時にお読みください。
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各部の名称

1

ドーサルシャワー

把手

シャワータワー900
BASB - 9090C

椅子

排水口

ハンドシャワー

メインシャワー

ボディーシャワー

ガラスドア

止水栓

ショルダー
　シャワー

排気口

操作パネル

収納
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ハンドシャワー

操作パネル

ボディーシャワー

椅子

ガラスドア

止水栓

シャワータワー825
BASB - 8383C

排水口

メインシャワー

収納

排気口
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水や湿気に反応して発生するガスが、ステン
レス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因にな
ります。保管の場所や方法に十分注意してく
ださい。その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の
注意をよく読んでお使いください。

固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤
は、使ったり、近づけたりしないでくだ
さい。

安全上のご注意

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、
　次の表示で説明しています。

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

必ずお守りください

注意 この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定
されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

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。

■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。

シ
ン
ナ
ー

ア
ル
コ
ー
ル

ガ
ソ
リ
ン

注意

排水部分が損傷して、水漏れの原因になるこ
とがあります。転んで、ケガをする恐れがあります。

床が石けんや湯あかで濡れている時は、
洗い流してください。

排水口にシンナー等の溶剤を流さないで
ください。

排水部分が損傷して、水漏れの原因になるこ
とがあります。

浴室内で使用する洗剤・パイプ用洗浄剤
・防虫剤・その他薬品類は、容器などに
記載されている注意書きに従って正しく
お使いください。



4

ガラスドア（固定ドアとスライドドア）
の隙間に、シャワーをかけ続けないでく
ださい。

水漏れの原因になります。

ベ
ン
ジ
ン

ク
レ
ン
ザ
ー

誤った取付けをすると、思わぬ事故や水漏れ
の原因になることがあります。

シャワータワーの位置を変えたり、新し
く取付ける時は、必ず販売店などにご相
談ください。

高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあり
ます。

お湯を使用する時は、必ず湯温を確かめ
てご使用ください。

破損や、水漏れの原因になります。

シャワータワーに強い衝撃を与えたり、
釘打ち、穴開けなどは絶対にしないでく
ださい。

シャワーホースを無理に引っ張ったり、
ねじったりしないでください。

ご使用後は、部屋の換気扇を回すか、窓
を少し開けて十分な換気をしてください。

シャワーホースが破損して、水漏れの原因になり
ます。

悪臭やカビの原因になります。

変質、変色する恐れがあります。

変質、変色する恐れがあります。

シンナー・ベンジン・粒子の粗いクレン
ザー・研磨クリーム・アルコール・塩化
系エチレン・タワシなどは使用しないで
ください。

シャワータワーにタバコなどの火気を近
づけないでください。

ご使用に際して
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《BASB - 8383C》

操作パネル使用方法

《BASB - 9090C》

【水温調整】

■シャワー機能　スイッチ（Ｄ）

■操作パネル水温調整はハンドル（Ｔ）を操作してください。
ハンドル　（Ｔ）を右へ回すと冷たくなり、左へ回すと温かく
なります。

【シャワー機能の選択】

シャワー機能の選択はスイッチ（Ｄ）を操作してください。
ハンドル（Ｍ）を押しながら、スイッチ（Ｄ）を回し、矢印
の位置に使用するシャワー機能の記号がくるように合わせて
ください。

水量調整はハンドル（Ｍ）を操作してください。
ハンドル　（Ｍ）を左へ回すと吐水、右へ回すと止水です。

【シャワーの吐水、止水】

ボディーシャワー

ショルダーシャワー

ハンドル（Ｍ）

ハンドル（Ｔ）

スイッチ（Ｄ）

メインシャワー

ドーサルシャワー

ボディーシャワー

ハンドシャワー

ハンドシャワー

メインシャワー ボディーシャワー

ハンドシャワー
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シャワー使用方法

【メインシャワーの切り替え】

【ハンドシャワーの切り替え】

メインシャワー本体下部背面にあるレバーでシャワーを切り替えます。

ハンドシャワー本体上部背面にあるレバーでシャワーを切り替えます。

ノーマルマッサージ

ノーマル
マッサージ

ノーマルマッサージ

ノーマルマッサージ

【ボディーシャワー／ショルダーシャワー／ドーサルシャワーの方向調整】

シャワータワー内蔵のノズルは方向調整が可能です。
指先でノズルを回し、お好みの向きにシャワーの吐水
方向を調整してください。

レバー

ノズル

レバー
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・排水口の排水フタを開け、ネットをつまみ出し、毛髪やゴミを取り除いてください。

■シャワータワー本体

・湯あかや汚れは、乾いてからでは落ちにくくなりますので、ご使用後にスポンジか柔らかい布で軽く
　水洗いするか、中性洗剤で汚れを落とし、十分に水洗いしてください。

■ストレーナー

・メインシャワーのストレーナーにゴミなどが詰まると、吐水量が減ったりしますので、定期的に掃除
　してください。

図１ 図２ 図３

メインシャワー ストレーナー

保護カバー

■排水口

・排水口に毛髪やゴミが溜まると排水機能が低下し、悪臭の原因になったり、床面に水があふれたりし
　ますので、週に一回程度掃除してください。
　また、取り除いたゴミなどは排水口の中に流さないでください。配管が詰まる原因になります。

歯ブラシ

お手入れ方法

排水口の掃除方法

ストレーナーの掃除方法

排水フタ

排水口

ネット

１．メインシャワー本体を回して取り外します。（図１）
２．保護カバーを外し、メインシャワーからストレーナーを取り出します。（図２）
３．ストレーナーを歯ブラシなどで水洗いします。（図３）

※掃除後は、取り外した手順の逆から行い、組立ててください。



8

・シャワータワーを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

・ＢＡＳＢ－９０９０Ｃの場合、シャワータワー本体下部に止水栓がついています。
　ＢＡＳＢ－８３８３Ｃの場合、操作パネル下部に止水栓がついています。
・キャップを緩めると止水できます。
　１．マイナスドライバーでキャップを左へ回します。
　２．５回転程回して、キャップが浮いた状態になると止水できます。
　※　配管内に残っている水が多少出てくることがあります。

故障かな？と思う前に

故障と思う前に、次の項目をご確認ください。
それでも直らない時や原因がわからない時は、お買い上げの販売店または最寄りの弊社にご連絡ください。

廃棄について

止水方法

《BASB - 8383C》《BASB - 9090C》

詳細図

マイナスドライバー

止水栓
（湯）

キャップ

止水栓
（水）

現　象 点　検　・　調　整

止水栓

止水栓

●吐水量が少ない。

●高温あるいは、低温しか出ない。

・ストレーナーにゴミなどが詰まっていませんか？
→ストレーナーを掃除してください。
　（「ストレーナーの掃除方法」参照）

・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。

・給水・給湯源に異常はありませんか？

・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？

・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。
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《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などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店また
は、最寄りの弊社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。

保　証　書

お買い上げ日 年　　　　　　　月　　　　　　　日

ご住所

お名前

住　所

店　名

TEL

TEL

様

〒

（　　　　）　　－

（　　　　）　　－

シャワータワー BASB - 9090C　・　BASB - 8383C

※太枠内に記入のない場合は無効になりますので、記入もれがな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。

記
この保証書は、お客様の正しい使用状態において、万一本製品が故障した場合に、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。お客様へお引き渡しをいたしました日の翌日から起算して、
防水性能の暇庇については２年間、その他の性能の暇庇については１年間、無償で保証いたします。
　（注）なお、暇庇とは、お引き渡しまでの間に発生した損傷・欠点により、本製品が本来備えている
　　　　べき性能を満たしていない場合の損傷・欠点を指します。
　（注）また、防水性能とは通常の使用状態で浴室外へ漏水しないことをいいます。なお、出入り口扉
　　　　のガラリやシャワータワー周囲からのハネ水、および特に悪影響を与えない程度の水滴などは
　　　　対象外とさせていただきます。
暇庇についてお客様よりご指摘があり、弊社においてもその旨が認められた場合、無償にて修理、または、
部品の交換をいたします。
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。

１取扱説明書など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）ご使用の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ｂ）お買い上げ後の据付け場所の移動、落下や運送上の故障および損傷。
（ｃ）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。
（ｄ）弊社のシャワータワー用部品以外のものを使用して起きた損傷・故障。
（ｅ）本書のご提示がない場合。
（ｆ）本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
　なお、必ずしも上記の事項に当てはまらないケースなどは、ご相談の上判断させていただきます。

お
客
様

販
売
店

品　名

か し
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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

■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・住所な
　どの個人情報（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などに利用させていた
　　　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、工事店・販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

・ご氏名　・ご住所　・電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

アフターサービスについて



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頂けます。
詳しくは、http://www.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

P9WP-TR112
06.1

ユーザーサポートセンター
お問い合わせFAX 03-3406-0750 info@toyo1.toyokitchen.co.jp

東京・南青山

東京 03-5485-8998　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

〒107-0062　東京都港区南青山 6 - 4 -10

http://www.toyokitchen.co.jp


