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８月３日 （月） 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

8月の開催スケジュール

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、および

SFAオリジナルUSBメモリーもしくはQUOカード（¥500分）をお送りします。



ウイルス感染防止を目的とした
「手洗い設備」の増設

（１） SFAポンプの役割
（２） 洗面化粧台へのサニスピードプラスの取付け
（３） お知らせ（今月のセミナー予定など）

☆ 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・オンラインセミナー



ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

SFAポンプを使うメリットは・・・

排水勾配を考慮した従来の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ポンプの役割は・・・

水まわり器具の排水を既存の排水管や
排水マスまで圧送します。
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ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

ウイルス接触感染の防止を目的とした手洗い器増設

接触感染とは・・・
ウイルスに感染しているお客様が店内で触れた商品や什器に、
別のお客様や従業員が触れ、その手で、目・鼻・口を触ることによって感染すること

対策は・・・・
全てのお客様、従業員は店内に入るとき、出るときに念入りに手洗いを行う

施設種 ウイルスの接触感染の経路

オフィス 従業員や来訪者が触る什器、衛生器具

飲食店 来店者が触る店内什器、衛生器具

小売り店舗 来店者が触る店内商品、衛生器具

フィットネスジム 利用者が触るトレーニング機器、衛生器具

カラオケボックス 利用者が触る室内機器、衛生器具

学校・学習塾 生徒が触る什器、衛生器具

劇場・映画館 来館者が触る椅子や手すり、衛生器具

集会展示施設 来館者が触る展示物、衛生器具

住宅 手すり、ドアノブ、スイッチ類



使用する機器
☆TOTO洗面化粧台Aシリーズ （LDA506ADUA）
☆SFAサニスピードプラス （SSPPLUS-100）

別途手配部材
☆50mm長の塩ビパイプVU40

（１）準備

① 化粧台の穴あけ加工 （給水・排水）

☆ 化粧台を取り付ける壁に取り出した給水管の
位置に合わせて、キャビネット背面に
給水穴（φ32～45）をホルソーで穴あけする。

☆ ポンプユニットからの排水吐出管を外部に
取り出すために、キャビネット側面に、
吐出穴（φ32～45）をホルソーで穴あけする。

※それぞれの機器の組立・設置方法は専用の説明書の
記載事項に従ってください
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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



（１）準備（つづき）

② 化粧台の組み立て・加工

☆ 化粧台に水栓金具を取り付け、
連結管を取り付ける

☆ 底板のネジを外して底板を取り外す。
☆ 排水金具のパイプの先端を60mm切断する。

（カット後のパイプの先端は化粧設置床面から410mm）

先端を60mm
切断する。

③ ポンプユニットの組み立て

☆ 施工説明書の記載事項に従って組み立てる。

1) 吐出部材を組み立て、方向を決めて取り付る。
2) 本体上ふたに２か所ある流入口のうち、使用する
一方の先端をパイプソーでカットする。

3) 本体上ふたに通気口カバーを取り付ける。
4) 本体下部の２か所の流入口をプラグで閉止する。
5) 本体下面にクッション材を４か所、貼り付ける。
6) サニアラーム（オプション）を取り付ける。
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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
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（１）準備（つづき）

④ 排水トラップ流入管の作製

☆ 化粧台付属部品の排水トラップの袋ナットを
外し分割する。パイプを下図赤線の位置で
切断する。

☆ 化粧台付属部品の防臭栓を長さ50mmの
VU40パイプに差し込み、パイプの他端を
ポンプ付属部品の排水接続用ゴムジョイント
に差し込みホースバンドで固定する。

☆ ポンプユニットをキャビネット内の床面に
置く。部品Bを排水金具のパイプに
取り付ける。部品Bはできる限り高い位置
になるように袋ナットの位置を調節する。

ここで切断する

部品A

部品B

使わない

（２）排水トラップ流入管の接続

部品B

出来るだけ
高い位置に

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
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（長さ50mm）



（２）排水トラップ流入管の接続（つづき）

☆ 先端をパイプソーで切断した本体上ふたの
流入口に、防臭栓を取り付けた排水接続用
ゴムジョイントを装着し、ホースバンドで
固定する。

☆ 部品AのU字部分の長い方を防臭栓に差し
込み、他端を袋ナットで部品Bに取り付ける。
その際、排水トラップ流入管の回転部で角度を
調節し、同時にポンプユニットの設置位置を
微調整しながら行う。位置が決まった後に、
排水トラップ流入管の袋ナットをしっかり
手締めで締める。

部品A

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



（３）排水吐出管と給水連結管の取り付け 完成写真

☆ 排水吐出配管をキャビネット外側から
ポンプ本体のコネクターに深く差し込み
ホースバンドでしっかり固定する。

☆ 給水管に止水栓を取り付け、フレキの
連結管で水栓金具と間を配管する。

☆ 化粧台の適当な位置に切り欠きを作り
ポンプユニット用の電源コンセントを
キャビネット内に引き込む。

☆ 壁固定用ネジで壁に化粧台を固定する。

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



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

洗面器排水トラップ
パイプ径32mm

樹脂製 金属製

防臭栓
・洗面側32mmパイプ
・排水側VU40

タイプ１ タイプ２

補足



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

金属製の排水トラップ

サニスピードプラス
防臭栓

金属製排水管

防臭栓

ＶＵ４０の短管

製品付属の
ゴムジョイント



札幌市

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

手洗い器
増設事例



グッドスマイルリフォーム 永森建築設計事務所

遠鉄ホーム 共感住宅 ray-out ネクスト

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

手洗い器
増設事例
（住宅）



ウイルス感染防止を目的とした
「手洗い設備」の増設

（１） SFAポンプの役割
（２） 洗面化粧台へのサニスピードプラスの取付け
（３） お知らせ（今月のセミナー予定など）

☆ 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・オンラインセミナー



８月３日 （月） 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

個別のオンラインセミナーの開催も承っています。

新入社員様向けの商品研修などでも是非ご活用ください。

連絡先: sales@sfa-japan.jp

ご企画頂いた個別のオンラインセミナー（３名以上）に

参加頂いた方、全員にフランスワインを１本プレゼントさせて頂きます。

8月の開催スケジュール

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー


