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9月1日 （火） 13:00 SFAポンプ施工ライブ2020 vol.2 " Don't break the floor “

9月10日 （木） 17:30 工場、研究施設、物流倉庫におけるSFAポンプ導入事例

9月17日 （木） 17:30 SFAポンプオンラインセミナー2020年度上半期総集編

9月の開催スケジュール

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

● ゲストの皆様のマイクはミュートにさせて頂いています。

● 回線が切れた場合は、再度接続して入場してください。

● 途中入場、退場自由です。



ＳＦＡポンプ施工ライブ2020 vol.2
Don't break the floor

（１） SFAポンプの役割とメリット
（２） サニアクセス３の組み立て（施工）
（３） サニアクセス３の特徴、仕組み、内部構造
（4） お知らせ

☆ 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。

サニスピードプラス サニアクセス３



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

水まわり器具の増設工事

従来の床下配管 1
（排水を自然流下）



排水管（75 mm）
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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

水まわり器具の増設工事

従来の床下配管 2
（排水を自然流下）



排水管 VP
(20, 25 mm)

ＳＦＡポンプ

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

【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

水まわり器具の増設工事

SFA床上排水配管技術
（排水をポンプアップ）

既
存
の
排
水
管



水まわり器具増設における排水配管工事

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

従来の

床下
SFAの

床上VS

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
⇒工事が簡単になる

排水管の勾配が必要
排水管の径が大きい
⇒工事が大掛かりになる

停電や機械の故障時に
排水できない

SFA床上排水配管技術を使えば、

『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』



☆ 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
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（１） SFAポンプの役割とメリット
（２） サニアクセス３の組み立て（施工）
（３） サニアクセス３の特徴、仕組み、内部構造
（4） お知らせ



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）



サニアクセス３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

サニアクセス３

排水が 1.5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。

サニアクセス３のポンプ起動と停止の仕組み

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

残留水

起動水位 約 100mm (5  L)
停止水位 約 75mm (3.5  L)

サニアラーム警報発報水位 約 210mm



サニアクセス３の内部構造

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

ポンプ
機構部

水圧
センサー
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修理や点検に伴うSFA製品の分解作業は
規定の技術講習を受講したSFA認定修理店のみに

実施が認められています。

サニアクセス３の組み立てと
分解による内部構造のご紹介を行います。



☆ 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
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（１） SFAポンプの役割とメリット
（２） サニアクセス３の組み立て（施工）
（３） サニアクセス３の特徴、仕組み、内部構造
（4） お知らせ
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各種資料はこちらにあります
http://www.sfa-japan.jp/



ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー

各種資料はこちらにあります
http://www.sfa-japan.jp/

製品ごとの
ページ



9月1日 （火） 13:00 SFAポンプ施工ライブ2020 vol.2 " Don't break the floor “

9月10日 （木） 17:30 工場、研究施設、物流倉庫におけるSFAポンプ導入事例

9月17日 （木） 17:30 SFAポンプオンラインセミナー2020年度上半期総集編

会社単位でのオンラインセミナーの開催も承っています。
商品勉強会などにご活用ください。

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。

９月の開催スケジュール

ＳＦＡポンプ・オンラインセミナー


