
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

SFA Japan株式会社

2020年 7月23日 17:30～18:00

サニスピードプラス

サニアクセス３ サニキュービック２
クラシック

サニシャワープラス サニコンパクトプロ

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



● 途中入場、退場自由です。

● 回線が切れた場合は、再度接続して入場してください。

● 過去に実施したセミナーに使った資料は、ホームページにアップしています。

● 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。

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、その都度、画面下のチャットメッセージで送ってください ☆

SFAポンプの
クリニック、保育施設、介護施設への導入のポイント

（１） SFAポンプの役割と特長
（２） クリニック、保育施設、介護施設への導入事例
（３） 幼児用便器とポンプの接続について
（４） SFAポンプの使用上の注意と不具合事例

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



SFAポンプとは・・・

水まわり器具の排水を既存の排水管や
排水マスまで圧送する小型の排水ポンプユニットです。

SFAポンプを使うメリットは・・・

大掛かりな排水管工事をすることなく、
任意の場所に水まわり器具を設置できます。

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



排水管（75 mm）

既
存
の
排
水
管

排水管の勾配を確保するために
☆ 床スラブのハツリ
☆ 床スラブのコア抜き

【問題点】
・工事が大掛かりになる
・工事の騒音が発生
・コンクリート廃棄物が多量に発生
・躯体の鉄筋損傷に注意が必要
・排水管の点検、修繕、更新が困難
・退去時の原状回復に多額の費用が発生

便器の増設工事（重力式の排水）

重力式



排水管（75 mm）

既
存
の
排
水
管

便器の増設工事（重力式の排水）

排水管の勾配を確保するために
☆ 床面のかさ上げ

【問題点】
・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
・排水管の点検、修繕、更新が困難
・退去時の原状回復に多額の費用が発生

重力式
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水
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水
管

ＳＦＡポンプ

排水管 VP
(20, 25 mm)

SFAポンプを使うと
排水管の勾配が不要なので
★床スラブのハツリやコア抜きが不要
★床面のかさ上げが不要

便器の増設工事（機械式の排水）

機械式

【SFAポンプを使う利点】
・工事が容易、騒音・廃棄物が低減
・躯体をいじめない
・バリアフリー
・排水管が“見える”ので点検、修繕、更新が容易
・退去時の原状回復が容易

簡単な工事でどんな場所にでも
水まわり器具を設置できる



排水方式

重力式
（重力による自然流下）

機械式
（ポンプによる圧送）

メリット デメリット

仕組みがシンプル
動力が不要
故障が少ない

排水管の径を小さくできる
排水管の勾配が不要

既存の建物における水まわり器具の増設工事において、

重力式の排水は、排水管勾配が必要 ⇒ 水まわり器具のレイアウトは制限を受ける

機械式の排水は、排水管勾配が不要 ⇒ 水まわり器具のレイアウトが自由にできる

排水管の勾配が必要
排水管の径が大きい

停電や機械の故障時に
排水できない

排水方式 （重力式 vs 機械式）

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



サニアクセス３の特徴

流入口

サニアラーム

便器接続口

吐出口

製品名： サニアクセス３

型番： SAC3-100

定価： 147,000円

排泄物、トイレットペーパーを
洗浄水と共に粉砕して圧送します。

壁排水タイプ（排水芯高155/148mm）

汚水用

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



サニアクセス３（汚水用）の特徴汚水用

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 （粉砕機能搭載）

② 圧送能力が大きい 揚程 5m 水平100m （最大値）

③ 省スペース サイズ 475mmW × 170mmD × 265mmH

④ 工事が簡易 通気管の立ち上げ不要 ・ 制御盤設置不要

⑤ 他の器具も接続可 手洗い器等排水を接続可

⑥ 警報装置を取付け可 サニアラーム(オプション・定価6,600円)

⑦ 家庭用電源が使える 100V （2極アース付き） 380/460W

⑧ 一般の便器と接続可能 壁排水便器（排水芯高155/148mm）

⑨ 作動音が小さい 65～70db （人が行き交う街頭 程度）



サニスピードプラスの特徴

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

雑排水用

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



サニスピードプラスの特徴雑排水用

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 （粉砕機能なし）

② 圧送能力が大きい 45 L/min (揚程 6m)

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 作動音が小さい 60～65db （静かな乗用車の車内程度）



☆ 疑問点があれば、その都度、画面下のチャットメッセージで送ってください ☆

SFAポンプの
クリニック、保育施設、介護施設への導入のポイント

（１） SFAポンプの役割と特長
（２） クリニック、保育施設、介護施設への導入事例
（３） 幼児用便器とポンプの接続について
（４） SFAポンプの使用上の注意と不具合事例

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



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

オフィスビル内のクリニック

東京メトロ駅前の30階建オフィスビビルの

３階のメディカルモールフロアーに内科クリニックが入居。

フロアの中央付近に患者様のトイレと手洗器を設置しました。

■採用機種 サニアクセス３

■処理排水 大便器、手洗器

■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 低コスト短工期の工事で、フロア中央に水まわりを設置できた

サニアクセス３

工事前工事後



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

保育園の水まわり

駅前のテナントビル内に保育園を開園。

SFAポンプは、保育施設の設立を設備面からサポートし、

待機児童ゼロの働きながら子育てできる社会実現に貢献します。

■採用機種 サニアクセス３（幼児用便器の背面に設置）、サニスピードプラス

■処理排水 幼児用便器、手洗い器、洗濯機、調乳室のシンク

■採用理由 オフィスビルなので、排水設備が１か所しかなく排水勾配がとれない

■配管経路 天井懐まで垂直に、その後横引きし、ＰＳ内の既存の排水立て管へ圧送

■達成事項 子供たちと保育士のことを第一に考えた水まわりレイアウトが実現できた

サニアクセス３

幼児用便器

手洗い器

洗濯機パン

天井下の排水管へ圧送



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。

サニスピードプラス

ＳＦＡポンプ施工事例

保育園の水まわり

駅前のテナントビル内に保育園を開園。

SFAポンプは、保育施設の設立を設備面からサポートし、

待機児童ゼロの働きながら子育てできる社会実現に貢献します。

■採用機種 サニスピードプラス

■処理排水 幼児用マルチシンク

■採用理由 オフィスビルなので、排水設備が１か所しかなく排水勾配がとれない

■配管経路 天井懐まで垂直に、その後横引きし、ＰＳ内の既存の排水立て管へ圧送

■達成事項 散歩から帰ってきた際の手洗いうがいが、よりスムーズにできるようになった



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

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

サニアクセス３

ポンプからの吐出配管は室内の既存の洗面台の排水管に接続し
た。接続部と洗面台の排水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の封水が切れることを防いでいる。



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

小学校に冷水機を設置して熱中症を防ぐ

近年の夏季の気温上昇により、学校管理下においても児童生徒の

熱中症事故への危険性が高まっています。こまめな水分補給による

脱水症の防止を目的として小学校に冷水器を設置しました。

■採用機種 サニスピードプラス

■処理排水 冷水器（OSGコーポレーション社製 オアシス・ウォータークーラー）

■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 既存の排水溝まで圧送

■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冷水器が設置できた

サニスピードプラス

サニスピードプラス

冷水器

冷水器



医療機関
・大学病院・総合病院・救急救命センターの増床
・クリニック（診療所）のテナントビルへの入居・開業
・健康診断専門クリニックの開業
・完全男女別の構造のクリニック
・歯科の開業 （ユニット）
・美容外科、AGA治療クリニックの開業

保育施設
・駅前のテナントビルへの入居
・企業内託児所の設置
・放課後等デイサービス

介護施設
・デイケアセンターの開所
・介護老人保健施設、特別養護老人ホーム （企業独身寮の用途変更）

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



☆ 疑問点があれば、その都度、画面下のチャットメッセージで送ってください ☆

SFAポンプの
クリニック、保育施設、介護施設への導入のポイント

（１） SFAポンプの役割と特長
（２） クリニック、保育施設、介護施設への導入事例
（３） 幼児用便器とポンプの接続について
（４） SFAポンプの使用上の注意と不具合事例

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



サニアクセス３と組み合わせ可能な便器

21

【原則】 壁排水便器（排水芯高さ155mm）
ポンプと便器は同一床面に設置する

【例外】 幼児用便器 （ただし制限あり）

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



22

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

TOTO床置床排水大便器（幼児用） C300B と サニアクセス３の組合せ方法



23

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

TOTO床置床排水大便器（幼児用） C3１0B と サニアクセス３の組合せ方法



☆ 疑問点があれば、その都度、画面下のチャットメッセージで送ってください ☆

SFAポンプの
クリニック、保育施設、介護施設への導入のポイント

（１） SFAポンプの役割と特長
（２） クリニック、保育施設、介護施設への導入事例
（３） 幼児用便器とポンプの接続について
（４） SFAポンプの使用上の注意と不具合事例

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

ポンプ

使用上の
注意

不具合
事例

サニアクセス３ サニスピードプラス

便器に排泄物、トイレット
ペーパー以外のものを
流さない

・器具の排水口には必ず付属の
ゴミカゴ、目皿、ストレーナーを設置する

・油脂分が多い排水を流す場合は
一時側にグリストラップを設置する

・強酸、強アルカリ、高い濃度の漂白剤が
含まれる排水を流さない

便器に流された異物が、
ポンプ粉砕機構部に
絡みつき、排水が停止

異物の例：ガーゼ、厚手の使い捨
ておしぼり、ハンドタオルなど

SFAポンプの使用上の注意と
クリニック、保育施設、介護施設における不具合事例

器具に流された強酸、強アルカリの
洗剤・薬品による、水圧感知ゴム膜の
経年劣化



ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



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機種ごとの下記資料は、
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



7～8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

８月３日 （水） 17:30 ウイルス感染防止を目的とした「手洗い設備」の増設

８月７日 （金） 13:00 SFAポンプ施工ライブ2020 vol.1 "Shaking up water"

８月21日 （金） 17:30 SFAポンプの設備工事業者様への提案方法（販売店の営業担当者様対象）

８月28日 （金） 17:30 SFAポンプのメンテナンス・アフターサービスについて

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー



１． 満水警報装置サニアラーム（外部警報盤への移報方法、IoT遠隔監視システム）

２． サニキュービック専用カーボンフィルター
３． 排水ポンプ専用洗剤
４． ブリヂストン「粉砕圧送トイレ対応排水配管パック」

５． ナショナル製圧送トイレのSFAポンプを使った改修
６． 便器とサニアクセス３のアキレスジョイントによる延長接続の方法
７． ポンプを屋外に置く際の使用するカバーの紹介
８． 複数のポンプからの排水吐出管を1本の配管にまとめる際の考え方

９． ハマセツ＆リベンプラザ 「どこでも寄っトイレ」
１０. Ｇテクノ 「移動式水洗トイレ サラオ」
１１. ＯＳＧ 「ウォーターステーション」「冷水器」
１２. 前澤化成工業 「セパレップ」×「サニスピード」

１３． ＳＦＡ第二事務所
１４． なごや福祉用具プラザ
１５． 水道屋のはせがわせつび

次回のセミナーについて
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
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