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１３：３０～１４：００

（１） SFAポンプの役割、特長、製品ラインアップ

（２） SFAポンプの設置事例

（３） 各種情報、お知らせ事項

（４） オンラインセミナーの今後の予定

★ 画面の下の“詳細”に 手を挙げる/手をおろすの機能があります

★ 画面下のチャットマークからチャットができます



ＳＦＡポンプの役割

自然流下の通常の排水方法
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ポンプを使った機械式排水
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水まわり器具の増設において

・既存の排水管まで遠いので排水勾配が取れないとき
・床スラブをはつれない。コア抜きできない。配管を埋設できないとき
・床のかさ上げができないとき



SFAポンプ

水まわり設備器具の排水を既存の排水管や
汚水マスまで圧送するどこにでも置ける小型の排水ポンプユニット

メリット

自然流下の配管では排水勾配が取れない場所にも、水まわり設備器具を
大掛かりな工事なしで設置できます。

排水の問題は、SFAポンプにお任せください。
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SFAポンプ 製品ラインアップ

トイレ
（汚水）

シンク・手洗器など
（雑排水）

サニスピード
プラス

複数水まわり
（汚水・雑排水）

サニシャワー
プラス

サニキュービック２
クラシック

価格（税別）

揚程

吐出配管呼び径
(mm)
流入排水の
温度上限

電源

警報機能

¥147,000

5 m

20, 25

35 ℃

100 V

オプション：

サニアラーム

¥118,000

6 m

20, 25

断続的に75 ℃
（上限5分）

100 V

オプション：
サニアラーム

¥97,000

3 m

20, 25

35 ℃

100 V

なし

¥398,000

10 m

40

断続的に70 ℃
（上限5分）

200 V

外部警報盤
標準装備

サニアクセス３ サニコンパクトプロ

¥219,000（洗浄便座モデル）
¥179,000（普通便座モデル）

3 m

25

35 ℃

100 V

なし

ポンプ一体型
トイレ

カタログ P 6, 7                  P 8, 9             P 10, 11            P12, 13              p 14, 15
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サニアクセス３ サニスピードプラス

汚水（トイレ）の場合 雑排水（シンクなど）の場合

■ 排泄物、トイレットペーパー、水を粉砕して圧送
■ 吐出配管：20mm or 25mm 揚程最大 5m
■ 雑排水も２本までＯＫ
■ 壁排水便器（排水芯高さ155mm）に接続

■ お湯（75度まで）ＯＫ
■ 吐出配管：20mm or 25mm 揚程最大 6m
■ 雑排水４本までＯＫ

満水警報装置

サニアラーム



キッチン
シンク

手洗器

食器洗浄
乾燥機

シャワー
ルーム

冷水機

冷蔵
ショー
ケース

洗面
化粧台

ユニット
バス

洗濯機

9

水の
自販機

サニスピードプラス

接続器具・機器の例

■ お湯（75度まで）ＯＫ
■ 吐出配管：20mm or 25mm

揚程最大 6m
■ 雑排水４本までＯＫ
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施工事例
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ＳＦＡポンプ施工事例

オフィスのカフェラウンジ
オフィスフロアの中央に、作業や休憩、ミーティングなど

多目的に使用できるティーサーバーやシンクのある

カフェラウンジを設置しました。

カフェラウンジのシンク、製氷機、食洗器、ドリンクサーバーの排水を

サニスピードプラスよって天井裏にポンプアップした後、横引きし、

排水立て管まで圧送しました。床スラブのコア抜きを行うことなく、

排水の処理が可能となりました。

ＳＦＡポンプ施工事例

東京ベイエリアのコンビニ

大規模ショッピングモール最寄り駅近くのコンビニのトイレ。

建築物バリアフリー条例で定められた整備基準に適合した

段差のない車いすでも入れる広い空間が完成しました。

■採用機種 サニアクセス３

■処理排水 大便器、洗面化粧台

■採用理由 床のかさ上げ・床下配管では、建築物バリアフリー条例基準が満たせないため

■配管経路 天井懐まで垂直に、その後横引きし、既存の排水管へ圧送

■達成事項 出入り口に段差のない利用者に優しいバリアフリー仕様のトイレを設置できた

G
R
O
U
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サニアクセス３
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オフィスのカフェラウンジ
オフィスフロアの中央に、作業や休憩、ミーティングなど

多目的に使用できるティーサーバーやシンクのある

カフェラウンジを設置しました。

カフェラウンジのシンク、製氷機、食洗器、ドリンクサーバーの排水を

サニスピードプラスよって天井裏にポンプアップした後、横引きし、

排水立て管まで圧送しました。床スラブのコア抜きを行うことなく、

排水の処理が可能となりました。
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社員寮を老人ホームにコンバージョン

以前は企業の社員寮として使われていた６０部屋３階建ての建物を

介護付き有料老人ホームに改修しました。

トイレは共同のものが各フロアに1か所あるだけでした。

■採用機種 サニアクセス３

■処理排水 大便器

■採用理由 各個室にトイレを設置したいが、汚水を流せる排水設備が近くに無かった

■配管経路 天井付近を経由して、個室内の既存の洗面台の排水管に圧送した。

■達成事項 各個室にトイレを設置でき、入居者と介護職員双方にとって便利になった
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サニアクセス３

ポンプからの圧送排水は室内の既存の洗面台の排水管に接続し、
接続部と洗面台S字トラップの間に吸気弁（ミニドルゴ）を設置し、
排水時に洗面台排水管の風水が破封することを防いだ。
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オフィスのカフェラウンジ
オフィスフロアの中央に、作業や休憩、ミーティングなど

多目的に使用できるティーサーバーやシンクのある

カフェラウンジを設置しました。

カフェラウンジのシンク、製氷機、食洗器、ドリンクサーバーの排水を

サニスピードプラスよって天井裏にポンプアップした後、横引きし、

排水立て管まで圧送しました。床スラブのコア抜きを行うことなく、

排水の処理が可能となりました。
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イタリアンレストランの厨房

テナントビルの１階にイタリアンレストランが入居。

厨房機器、ドリンクバーの排水を流し込む配管が

厨房スペースにはありませんでした。

■採用機種 サニスピードプラス

■処理排水 シンク（グリーストラップ付）、業務用食器洗浄機、ドリンクバーの排水

■採用理由 床スラブのコア抜きによる階下排水および床のかさ上げが不可能

■配管経路 天井懐まで垂直に、その後横引きし、既存の排水立て管へ圧送

■達成事項 レジに近い位置に厨房が設置でき、店員の導線を短くできた
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サニスピードプラス

サニスピードプラス

食器
洗浄機
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オフィスのカフェラウンジ
オフィスフロアの中央に、作業や休憩、ミーティングなど

多目的に使用できるティーサーバーやシンクのある

カフェラウンジを設置しました。

カフェラウンジのシンク、製氷機、食洗器、ドリンクサーバーの排水を

サニスピードプラスよって天井裏にポンプアップした後、横引きし、

排水立て管まで圧送しました。床スラブのコア抜きを行うことなく、

排水の処理が可能となりました。
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ドラッグストアの調剤併設

テナントビル１階のドラッグストアおいて、調剤業務を

開始するにあたり、水剤台とシンクを備えた調剤室を増設しました。

既存の排水管まで遠く、自然流下による勾配は確保できませんでした。

■採用機種 サニスピードプラス （シンク下のキャビネット内に設置）

■処理排水 調剤室内のシンク、水剤台

■採用理由 既存排水管が近くに無く、自然流下では排水勾配がとれないため

■配管経路 天井懐まで垂直に、その後横引き圧送し、既存の排水立て管に接続

■達成事項 低コスト短工期の工事で、排水設備が無い場所に調剤室を設置できた

G
R
O
U
P

サニスピードプラス
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オフィスのカフェラウンジ
オフィスフロアの中央に、作業や休憩、ミーティングなど

多目的に使用できるティーサーバーやシンクのある

カフェラウンジを設置しました。

カフェラウンジのシンク、製氷機、食洗器、ドリンクサーバーの排水を

サニスピードプラスよって天井裏にポンプアップした後、横引きし、

排水立て管まで圧送しました。床スラブのコア抜きを行うことなく、

排水の処理が可能となりました。
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ドラッグストアの飲料食料品コーナー

店内の食料品、飲料売り場にお客様用の手洗器の設置しました。

食品営業許可の条件としてお客様用の手洗い器の

設置が必要であったが、近くに排水設備がありませんでした。

■採用機種 サニスピードプラス

■処理排水 店内売り場の手洗い器

■採用理由 既存排水管が近くに無く、自然流下では排水勾配がとれないため

■配管経路 天井懐まで垂直に、その後横引き圧送し、既存の排水管に接続

■達成事項 排水設備が無い場所でも手洗い器が設置でき、食品営業許可が取得できた
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サニスピードプラス
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オフィスのカフェラウンジ
オフィスフロアの中央に、作業や休憩、ミーティングなど

多目的に使用できるティーサーバーやシンクのある

カフェラウンジを設置しました。

カフェラウンジのシンク、製氷機、食洗器、ドリンクサーバーの排水を

サニスピードプラスよって天井裏にポンプアップした後、横引きし、

排水立て管まで圧送しました。床スラブのコア抜きを行うことなく、

排水の処理が可能となりました。
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駅ホーム上のコンビニ
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私鉄駅のホーム上にコンビニを開店。

コンビニに隣接するの待合室で、

列車の到着を待つ間に、飲食が可能となりました。

■採用機種 サニスピードプラス （木製のカバーを付けて保護）

■処理排水 冷蔵ショーケース

■採用理由 駅ホーム上には排水設備が無く、線路への排水も不可であったため

■配管経路 天井までに垂直に、その後横引きし、既存の排水管へ圧送

■達成事項 排水設備が無いにもかかわらず駅ホーム上にコンビニが開店できた

サニスピードプラス

ポンプのカバー



カフェラウンジ
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オフィスのカフェラウンジ
オフィスフロアの中央に、作業や休憩、ミーティングなど

多目的に使用できるティーサーバーやシンクのある

カフェラウンジを設置しました。

カフェラウンジのシンク、製氷機、食洗器、ドリンクサーバーの排水を

サニスピードプラスよって天井裏にポンプアップした後、横引きし、

排水立て管まで圧送しました。床スラブのコア抜きを行うことなく、

排水の処理が可能となりました。
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高速道路SAの仮設トイレ

高速道路サービスエリアのトイレ改修工事の期間中、

５台の仮設トイレを屋外に設置し、利用者の利便性を確保しました。

大型連休の繁忙期のトイレ利用者の利便性を確保しました。

■採用機種 サニキュービック２クラシック（２台）

■処理排水 仮設トイレユニット（５台）と手洗い用シンク

■採用理由 既存の排水桝が近くに無く、自然流下では排水勾配がとれないため

■配管経路 地表付近を横引きし、既存の排水桝に圧送

■達成事項 臭いのない衛生的な「便槽の無い水洗式仮設トイレ」を設置できた
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サニキュービック２クラシック

サニキュービック２クラシック

臨時に設置した仮設トイレ



SFAポンプ製品の 品質・保証期間・メンテナンスについて

品質 ・耐用年数を７～１０年として製品設計をしています。
・ISO9001の認証を受けた自社工場で製造されています。
・電気用品安全法の規格に適合しておりPSE適合証明書の交付を受けています。

保証期間 ・家庭（住宅）でのご使用の場合は２年
・商業施設・公共施設などの非住宅でご使用の場合は１年

製品の製造上の不備によって発生した不具合は、保証期間内において 無償で製品を交換もしくは
修理します。お客様の使用上の問題に起因する原因によって発生した不具合については、
保証期間内外にかかわらず、製品の交換もしくは修理は有償となります。

メンテナンス
アフターサービス

・弊社製品は日常的な清掃や点検などのメンテナンスは不要です。
・弊社の故障受付窓口は２４時間３６５日、ご連絡を受付けます。
・不具合や故障は、弊社の認定修理店（全国に２２０社）のネットワークを
駆使して、迅速に訪問し解決します。
・予防保全を目的とした「定期メンテナンスサービス」も用意しています。
・製品の修理に使用する部品は、日本国内の倉庫に常に保管しています。

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



【１】 出張修理サービス

ＳＦＡ製品の不具合連絡対して、認定修理店を緊急に派遣して行う修理

【２】 定期メンテナンスサービス （任意）

計画的に点検・修理・部品交換などを行い故障の予防を目的とするサービス
ユーザーと認定修理店、SFAの間で事前に取り決めを行う。

基本作業内容：

①モーターの脱着・清掃 ②函体内部清掃 ③電気部点検 ④電気系統試験 ⑤通水・作動試験

SFAのアフターサービス
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各種資料は、
全てSFAウェブサイトから取り出せます

仕様図

施工説明書・取扱説明書

CADデータ

分解図

施工説明ビデオ取り出せます
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ＳＦＡポンプ使用のメリット

排水設備が無い場所でも水まわり器具が簡単に設置できます。

従来の自然流下の配管敷設工事と比較して、

◇ 大掛かりな工事（床スラブハツリ等）が必要ありません。
◇ 工事費用の大幅な削減が可能です。
◇ 工期短縮できます・
◇ 工事の省力化を図れます。
◇ 工事による騒音、廃棄物の発生が少なくなります。

勾配が とれない時は ＳＦＡ

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー
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■本日使った資料は、ホームページからダウンロードできます。

■今後のオンラインセミナーの予定は、ホームページに掲載します。

■参加者が1人から99人までの個別セミナーも承ります。
日時とセミナーの内容についてご希望をお知らせください。

■個別のお打ち合わせも承ります。
図面を見ながら、機種選定や施工上の注意点をお伝えします。
疑問点にお答えします。

ご不明点ご希望は、貴社を担当させている弊社セールスまでご連絡ください。
もしくは、こちらにご連絡ください。

ktsujimichi@sfa-japan.jp

ホームページ

www.sfa-japan.jp

mailto:ktsujimichi@sfa-japan.jp

