
SFAポンプのよる
レストラン厨房シンク食洗器の排水の注意点

SFA Japan株式会社
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● 各回、30分です。途中入場、退場自由です。

● 途中でネット回線の切断等の理由で終了した場合は、再度入場してください。

● オンラインセミナー（2020年７月以降）を3回以上受講された方には

受講証を発行します。詳しくは最後に説明します。

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

7月の開催スケジュール

7月1日 （水） 17:30 サニアクセス３を用いたトイレ増設の設計・施工のポイント

7月2日 （木） 17:30 サニスピードプラスを用いた手洗い器増設の設計・施工のポイント

7月3日 （金） 17:30 サニキュービック２クラシックを用いた複数水まわり増設

7月9日 （木） 17:30 SFAポンプによるレストラン厨房シンク食洗器の排水の注意点

7月16日 （木） 17:30 コンビニ/ドラッグストア店舗内でのSFAポンプ導入経緯と現状

7月23日 （木・祝） 17:30 SFAポンプのクリニック、保育施設、介護施設への導入のポイント

7月30日 （木） 17:30 SFAポンプマニアの方へ！オプション製品から施工のコツまで



☆ 疑問点があれば、画面下のチャットメッセージで送ってください ☆

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

SFAポンプのよる
レストラン厨房シンク食洗器の排水の注意点

（１） 厨房の排水におけるポンプの役割
（２） ポンプの選定と配管の注意点
（３） 飲食店における施工事例



ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

レストラン・カフェ・ファストフードなどの飲食店における
SFAポンプに接続実績のある設備機器

厨房 客席

シンク ●

食器洗浄機 ●

製氷機 ●

ビアサーバー
（洗浄水）

●

手洗い器 ● ●

冷蔵ショーケース
（食べ放題）

●

ドリンクバーシンク
（ファミレス）

●

コロナ感染予防対策の店入り口への手洗い器の設置NEW



☆ 床スラブのハツリ
☆ 床スラブのコア抜き

従来の自然流下による排水

・工事が大掛かりになる
・階下での工事が必要
・工事の騒音が大きい
・コンクリート廃棄物が多量に発生

・退去時の原状回復が困難

既
存
の
排
水
管

排水管（40 mm）

シンクの設置を計画

業務用シンク



従来の自然流下による排水 ☆ 床のかさ上げ

・工事が大掛かりになる
・天井が低くなる
・床に段差ができる
・重量物が置けない
・退去時の原状回復が困難

排水管（40 mm）

既
存
の
排
水
管

シンクの設置を計画

業務用シンク



業務用シンク

既
存
の
排
水
管

既
存
の
排
水
管

SFAポンプを使うと、

・床スラブのハツリ、コア抜きが不要
・床のかさ上げが不要

故に、排水勾配がとれない場所に
おいても大掛かりな工事なしに
任意の場所にシンクや食洗器が
新たに設置できます。

【メリット】
・店内レイアウト設計の自由度が向上
・低コスト、短工期、省力化
・騒音の低減
・産業廃棄物の低減
・退去時の原状回復が容易

シンクの設置を計画

SFAポンプ

ポンプを使用した
排水



☆ 疑問点があれば、画面下のチャットメッセージで送ってください ☆

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

SFAポンプのよる
レストラン厨房シンク食洗器の排水の注意点

（１） 厨房の排水におけるポンプの役割
（２） ポンプの特徴と配管の注意点
（３） 飲食店における施工事例



サニスピードプラスの特徴

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

製品名： サニスピードプラス

型番： SSPPLUS-100

定価： 118,000円

上部
流入口

下部
流入口

吐出口

サニアラーム

上部
流入口

下部
流入口

通気口



サニスピードプラスの特徴

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

① 吐出配管が小口径 VP管20mm or 25mm

② 圧送能力が大きい 揚程 6m 水平70m （最大値）

③ 省スペース サイズ 370mmW × 190mmD × 280mmH

④ 工事が簡易 通気管の立ち上げ不要 ・ 制御盤設置不要

⑤ 複数の水まわり可 4か所 （MAX能力以下であれば複数の器具接続可能）

⑥ お湯もOK 断続的に75℃（上限5分）

⑦ 警報装置 サニアラーム(オプション)取り付け可能

⑧ 家庭用電源が使える 100V （2極アース付き） 380/460W

⑨ 様々な器具と接続可 手洗い器、洗面化粧台、シンク、ユニットシャワー、
洗濯機、食洗器、冷蔵ショーケース、除湿器 など

⑩ 内部構造がシンプル 修理が容易



サニスピードプラス

注意点

① ポンプに排水を５分以上連続で流さない。温度は75℃以内。
② ポンプに排水を能力以上に流さない。
③ ポンプにpH4以下の酸性の排水、pH10以上のアルカリ性の排水は流さない。
④ 器具の排水口には必ず目皿等を設置し、大きな固形物が本製品に流入しないようにする。
⑤ 油脂分が多い排水を流す場合は、本製品の流入側（一時側）にグリストラップを設置して
排水から油脂分を取り除く。

⑥ ポンプへの流入配管、吐出配管のレイアウトは、設計施工ガイドに従う。（施工説明書P8,9）

冷凍冷蔵庫

製氷機

食洗器

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

シンク



サニスピードプラスは、ポンプ内水面高さが起動水位に達すると
ダイヤフラム式圧力感知センサーが反応して、ポンプが起動します

サニスピードプラス

残留水

起動水位 約 95mm (3 L)
停止水位 約 60mm (2 L)

排水が1リットル流入しするとポンプが起動し排水が始まります。

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

サニアラーム警報発報水位 約 210mm



ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

機器からポンプへの流入に関する注意 （設計施工ガイド 9ページ に記載）

● 機器とポンプの距離が2mを超えないようにする。

● 接続機器から本製品への流入配管には、
1％以上の先下り勾配をつける。

● 接続機器の”あふれ面（縁）”の高さは、ポンプの
起動水位(※1)より高くなるように設計する。

● ポンプの下部流入口を使用する場合は、横引き配管を
起動水位(※1)以上の高さから振り下げて接続する。

● サニアラームを設置した場合は、接続機器の”あふれ面（縁）”の高さは、
サニアラーム発報水位(※2)より高くなるように高くなるように設計する。

(※1)サニスピードプラスの起動水位 95mm   ± 15mm 最大値 １１０ｍｍ
(※2)サニアラームの発報水位 210mm ± 15mm 最大値 225ｍｍ



☆ 疑問点があれば、画面下のチャットメッセージで送ってください ☆
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SFAポンプのよる
レストラン厨房シンク食洗器の排水の注意点

（１） 厨房の排水におけるポンプの役割
（２） ポンプの選定と配管の注意点
（３） 飲食店における施工事例



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

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

サニスピードプラス

サニスピードプラス

食器
洗浄機



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

レンタルオフィスのカフェラウンジ

JPタワー名古屋のレンタルオフィスフロアの中央にカフェラウンジを設置しました。

ミーティングやイベントなど多目的に使用できる

共有空間をそなえた刺激あふれるワークプレイスが誕生しました。

■採用機種 サニスピードプラス

■処理排水 バリスタカフェのシンク、手洗い器、製氷機、食洗器、ドリンクサーバー

■採用理由 パイプシャフトまで遠く、また床スラブのコア抜きによる床下配管も不可能

■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 配管のための床のかさ上げを行わずに、水まわりをフロア中央に設置できた
サニスピードプラス

JP TOWER

NAGOYA

バリスタカフェ オフィス



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

駅ホーム上のコンビニ

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



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

デパート屋上のビアガーデン

毎年４月末から９月末まで営業するデパート屋上のビアガーデン。

屋上の厨房内の水まわり器具の排水が

近くに排水管が無いので自然流下による排水もできませんでした。

■採用機種 サニキュービック２クラシック（２台）

■処理排水 シンク、食洗機、手洗器、洗濯機、ドリンクサーバー、冷蔵ショーケースのドレン

■採用理由 屋上に１か所のみ用意されている排水管まで排水勾配がとれないため

■配管経路 ３ｍ垂直に、その後３０ｍ横引きし、既存の排水管へ圧送

■達成事項 排水勾配がとれない屋上に、ビアガーデンをオープンすることができた

サニキュービック２クラシック

厨房

既存の排水管へ圧送

洗濯機



完成写真

洗面化粧台キャビネット内へのサニスピードプラスの設置方法

TOTO洗面化粧台Aシリーズ
LDA506ADUA

SFAサニスピードプラス
SSPPLUS-100

⇒ 資料ダウンロード
⇒ リーフレット/動画
⇒ 洗面化粧台キャビネット内への

サニスピードプラスの設置方法技術資料

ホームページ
www.sfa-japan.jp 

コロナ感染予防対策の店入り口への手洗い器の設置NEW



85～90db

65～70db

SFAポンプの作動音

60～65db

55～60db

※出典：環境スペース株式会社資料
※ポンプ作動音は機器から１ｍ離れた場所での測定値

サニスピードプラス

サニアクセス３

サニシャワープラス

サニキュービック２
クラシック

の車内



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



カタログならびに各種資料は、
全てSFAウェブサイトから取り出せます

① 仕様図

② 施工説明書・取扱説明書

③ CADデータ

④ 分解図

⑤ 施工説明ビデオ

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



■本日使った資料は、ホームページにアップします。

■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。

■会社様個別のオンラインセミナーの開催も承ります。
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（オンライン相談会）。
図面を見ながら、機種選定や配管レイアウト等について協議させて頂きます。

■カタログ等のご依頼はホームページの“お問い合わせフォーム”からご連絡
ください。自由記入欄に“セミナー資料一式希望”を記載ください。

www.sfa-japan.jp 

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

オンライン名刺交換
QRコード


