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NOBILIⓇ
商 品 名 品 番 カートリッジ品番 エアレーター品番 その他

ポップ
キッチン用湯水混合水栓 NB-108137CR NB-RCR107040 ― 水受けプレート H7910-88

オーズィー
キッチン用湯水混合水栓 NB-917.9T5CR NB-RCR440 ― 水受けプレート H7910-88

ムーブ
キッチン用湯水混合水栓 NB-92300.50CR NB-RCR280D NB-RAEK22227 水受けプレート H7910-88

セブン
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-E124118.1CR NB-RCR280DECO NB-RAEK22239 ―

セブン
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-E124118.1BM NB-RCR280DECO NB-RAEK22239 ―

セブン
湯水混合水栓　高ポップアップ無し NB-E124128.3CR NB-RCR280DECO NB-RAEK22239 ―

セブン
湯水混合水栓　高ポップアップ無し NB-E124128.3BM NB-RCR280DECO NB-RAEK22239 ―

ブルース
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-E101118.1CR NB-RCR350DECO NB-RAEK219-14CR ―

リブ　プルアウト
湯水混合水栓　ポップアップ有り NB-00118.41CR NB-RCR350 ― 水受けプレート H7910-88

リブ　プルアウト
湯水混合水栓　ポップアップ無し NB-00118.43CR NB-RCR350 ― 水受けプレート H7910-88

アップ
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-94118.1CR NB-RCR280D NB-RAEK219-14CR ―

アップ
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-94118.1BM NB-RCR280D NB-RAEK219-14BM ―

アップ
湯水混合水栓　高ポップアップ有り NB-94128.3CR NB-RCR280D NB-RAEK219-14CR ―

アップ
湯水混合水栓　高ポップアップ有り NB-94128.3BM NB-RCR280D NB-RAEK219-14BM ―

アクアビバ
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-103118.1CR NB-RCR280D NB-RAEK219-14CR ―

アクアビバ
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-103118.1BM NB-RCR280D NB-RAEK219-14BM ―

グラツィア
湯水混合水栓ポップアップ有り NB-5118.6CR NB-RVT2005D NB-RAEK219-14CR ―

グラツィア
湯水混合水栓ポップアップ有り NB-5118.6BR NB-RVT2005D NB-RAEK219-14BR ―

カルロスプリメロ
湯水混合水栓ポップアップ有り NB-218.1CR NB-RVT200260 NB-RAEK219-280 ―

リブ　ソロ
単水栓　低ポップアップ無し NB-LV00236CR NB-RVT2005D NB-RAEK21928

リブ　ソロ
単水栓　低ポップアップ無し NB-LV00236BM NB-RVT2005D NB-RAEK21928

アクエレリ　ソロ
単水栓　低ポップアップ有り NB-93236CR NB-RVT20073 NB-RAEK222-31

廃番商品の交換パーツは、アドヴァンウェブサイトから検索願います。

ハンドル

カートリッジ固定金具

本体

固定金具
ゴムパッキン

ポップ
アップ棒

フレキシブルホース

カートリッジ

エアレーター

排水栓

カートリッジ・エアレーター 
水栓スペアパーツ一覧
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商 品 名 品 番 カートリッジ品番 エアレーター品番 その他

ヴェーラ低ポップ有り エコ仕様 GS-38602.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ高ポップ無し エコ仕様 GS-38610.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ低ポップ有り GS-38601.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ高ポップ有り GS-38603.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ低ポップ無し GS-38605.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ高ポップ無し GS-38609.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴィア トルトーナ低ポップ有り GS-18601.031 GS-R4515 GS-01355 ─

ヴィア トルトーナ低ポップ無し GS-18602.031 GS-R4515 GS-01355 ─

ヴィア トルトーナ高ポップ有り GS-18603.031 GS-R4515 GS-01355 ─

ヴィア トルトーナ高ポップ無し GS-18604.031 GS-R4515 GS-01355 ─

ヴィア バグータ低ポップ有り 
エコ仕様 GS-29905.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴィア バグータ高ポップ有り 
エコ仕様 GS-29906.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

アイスパ低ポップ無しエコ仕様 GS-41001.031 GS-SP00752 GS-R3166.031 ─

アイスパ高ポップ無し エコ仕様 GS-41003.031 GS-SP00759 GS-R3166.031 ─

アイスパ壁埋込タイプポップ無し GS-41088.031 GS-R4213 GS-R3166.031 ─

レッタンゴロ低（クローム） GS-20001.031 GS-R4516 GS-1108.031 ─

レッタンゴロ高（クローム） GS-11921.031 GS-R4516 GS-1108.031 ─

ミミ低（クローム） GS-31101.031 GS-R4516 GS-28970.031 ─

ミミ高（クローム） GS-11987.031 GS-R4516 GS-28970.031 ─

ミミ2ハンドル（クローム） GS-31401.031 GS-29076031 GS-28970.031 ─

オバーレ低 GS-23001.031 GS-R4517 GS-1108.031 ─

オバーレ高 GS-11941.031 GS-R4517 GS-1108.031 ─

スモールソロ高 GS-00915.031-1 GS-1441.031 GS-1777.031 ─

スモールソロ低 GS-20511.031 GS-1126.031 ─ ─

オゾン プルアウト GS-13915.031 GS-1156.031 GS-1384.031 シャワーヘッド：GS-01198.031（エアレーター込み）

オゾン プルアウト
（天板レバータイプ） GS-13925.031 GS-1156.031 GS-1384.031 シャワーヘッド：GS-01198.031（エアレーター込み）

オキシジェンハイテック GS-16537.031-12D15M GS-1156.031 GS-1384.031 シャワーヘッド：GS-01198.031（エアレーター込み）

ジャスト GS-20576.031-12D15M GS-1354.031 GS-1108.031 シャワーヘッド：GS-28866.031（エアレーター込み）

クワドロハイテック GS-16776.031-12D15M GS-1156.031 GS-1386.031 シャワーヘッド：GS-R0710.031(エアレーター込み）

VERAハイテック GS-17073.031-12D15M / 
36D20M GS-29329.031 GS-R2724.031 シャワーヘッド：GS-29643.031（エアレーター込み）

レッコ GS-51013.031 GS-SP00638 GS-SP00645 シャワーヘッド：GS-SP01614（エアレーター込み）

オキシジェン クッチーナ GS-23530.031-12D15M GS-1156.031 GS-1384.031 シャワーヘッド：GS-01198.031（エアレーター込み）

エレガンザ 低 ポップ有り GS-46001.031/149 GSR-4213 GS-01103.031 ─

エレガンザ 高 ポップ有り GS-46004.031/149 GSR-4213 GS-01103.031 ─

エレガンザ ツーハンドル 
ポップ有り GS-46012.031/149 GS-01127 GS-01103.031 ─

レッタンゴロK 低 ポップ有り GS-53001.031/149/030/
708/299/706/707 GS-SP01277 GS-SP00923 ─

レッタンゴロK 高
ポップアップ機能無し GS-53004.031 GS-SP01277 GS-SP00923 ─

レッタンゴロK 壁埋込タイプ
ポップアップ機能無し GS-53088.031 GS-SP00564 GS-SP01161 ─

ゴッチャ 湯水混合水栓 GS-33608.031 GS-29180 GS-28970（標準エアレーター）
GS-29204（エコエアレーター） ─

ゴッチャ 湯水混合水栓 GS-33609.031 GS-29180 GS-28970（標準エアレーター）
GS-29204（エコエアレーター） ─

ゴッチャ 湯水混合水栓 GS-33610.031 GS-29180 GS-28970（標準エアレーター）
GS-29204（エコエアレーター） ─

廃番商品の交換パーツは、アドヴァンウェブサイトから検索願います。
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固定タイプ長オーバー
フロー用スロット付
RP-147.705.5
設計価格¥9,800

固定タイプ短オーバー
フロー用スロット付
RP-147.505.5
設計価格¥8,900

固定タイプ長
RP-147.755.5
設計価格¥8,900

固定タイプ短
RP-147.555.5
設計価格¥7,900

固定タイプ超短
RP-147.355.5
設計価格¥7,900

ボール取付スペーサー
RP-47.010.0
設計価格¥4,900

45φ
63φ

25

ハンドプッシュ式
スロットなし（クリッカー）短
RP-8530.310.5
設計価格¥7,900

ハンドプッシュ式
スロットなし（クリッカー）超短
RP-8530.300.5
設計価格¥7,900

ポップアップポップアップ

ハンドプッシュ式 オーバー
フロー用スロット付（クリッカー）短
RP-8530.360.5
設計価格¥8,900

ポップアップ

スリム4 ラウンド サークル用
専用排水栓
RP-394240001
設計価格¥7,900

●洗面ボウルによって適合する排水栓が異なります。
　組み合わせは適合表をご覧ください。

超短 短 長

固定タイプ
※水が貯められません

スロットあり
※オーバーフロー付
　洗面ボウル用

スロットなし

ハンドプッシュ
タイプ
※水が貯められます

スロットあり
※オーバーフロー付
　洗面ボウル用

スロットなし

専用排水栓

スペーサー

ポップアップレバーなし　排水栓

 パーツリスト

Parts List

※交換用排水目皿
RP-119.713.5
設計価格¥4,600

※交換用排水目皿
RP-137.036.0
設計価格¥4,600
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オーバーフローキャップ

排水栓用パッキン

ロッドタイプ（300mm）

RP-529.161.5
設計価格¥7,000

ヘアキャッチャー

RP-120.360.5
設計価格¥2,800
※取付可能品番　RP-8529.161.5／
RP-8531.161.5

排水栓上部用ゴムパッキン

RP-ZPGK61-20
設計価格¥450

断面形状 

固定ハンドプッシュ排水栓
下部用ゴムパッキン
ポップアップレバータイプ

RP-ZPGK62
設計価格¥500

排水栓用ゴムパッキン
※各排水栓の下部用

RP-ZPGK59
設計価格¥450
※固定ハンドプッシュ式は使用不可

300mm

ハンドレバータイプ（370mm）

RP-8531.161.5
設計価格¥7,800

370mm

ディアナ用オーバーフローキャップ
アートセラム

GI-L30
設計価格¥1,300

オーバーフローキャップ
ゴールド

GI-W50
設計価格¥2,000

ポップアップレバー付排水栓 その他排水栓

パーツリスト

マルチパーパスシンク用
排水栓

RP-34.655.5
設計価格¥3,800
※付属のクサリ及び固定棒は
使用しません。

オーバーフローキャップ

GI-L20
設計価格¥1,300
【対応商品】
GILから始まる洗面ボウル
・ノーマル GIW-11101F/  
 GIW-11001F

・マリセオン GI-701111
・デュオアンダー GIW-1509401

104
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止水栓・接続金具類

止水栓・接続金具類

排水管用パーツ

排水管  Sトラップ

RP-26.791.5
設計価格¥9,800

排水管  Tトラップ

RP-710.165.5K
設計価格¥19,000

排水管  Tトラップ
（ラウンドボトム）

RP-19.235.5
設計価格¥7,800

排水管  Pトラップ

RP-26.735.5
設計価格¥7,800

レバー止水栓（2個入）

GS-SEV2PZ
設計価格¥9,600/セット

レバー止水栓

GS-SEV2261
設計価格¥11,600/個

縦止水栓（床立上げ専用）

GS-SEVDMI
設計価格¥3,400/個

T型ジョイント

GS-SET635XG
設計価格¥3,500/個

単水栓ホース　L400mm

GS-SETFLEX400
設計価格¥3,500/本

フランジ

RP-1153105
設計価格¥500/本

オゾンプルアウト用
シャワーホース 1.2m

GS-R5155.031
設計価格¥9,500/本

ジャスト用 キッチン
フレキシブルホース 1.５m

GS-R3462.031
設計価格¥6,800/本

排水管用紙パッキン

RP-ZPGX3039AM
設計価格¥580

断面形状 

排水管用ゴムパッキン

RP-ZPGW3831GO
設計価格¥580

断面形状 

排水管用ツバ付直管

RP-803.005
設計価格¥1,200

排水管用ゴムパッキン

RP-ZPGW3832GO
設計価格¥580

断面形状 

A B C

A A A A

B B

B C C
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逆止弁用パッキン

逆止弁

その他

水受けトレー

GS-TREY
設計価格¥3,500

水受けプレート

H7910-88（乳白色透明）
設計価格¥1,500

壁取付ネジキット
（陶器洗面器用）
（コンクリート・木下地兼用）

GI-FLAVABO
設計価格¥2,800

アンダーボール
落下防止金具

GI-LBIS
設計価格¥3,000

ハンザ逆止弁アダプタ
G⅜  +G½  （2組）

HS-5991.3921.NA
設計価格¥6,500

ノビリ® 逆止弁アダプタ
G⅜  +G½  （2組）

NBNIPL00213
設計価格¥6,000

ジェシー® 逆止弁アダプタ
G½  +G½  （2組）

GSR-0355
設計価格¥8,000

G½  用 ジェシー® シートパッキン

GS-0310.031
設計価格¥980

G⅜  用 ジェシー® シートパッキン

GS-0311.031
設計価格¥980

G⅜  用 ハンザ ゴムパッキン

HS-5991.2551
設計価格¥980

パーツリスト 106
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水栓・洗面ボウルを安心してご利用いただくために

■自社試験センター

■スペアパーツを完備

イタリアなどのブランド水栓や洗面ボウル、イタリアンキッチンなど様々な水まわり商品を取り扱っています。世界中の優れた

デザインや機能を持った商品、をお客様へ安心してご利用いただくために、商品の販売から提案、アフターサービスまで様々

な取り組みを行っております。

公益社団法人日本水道協会(JWWA)公認の
試験センターを自社にて保有し、徹底した
品質管理を行っています。さらに、世界最
新鋭のエアー検査機にて全品検査を行うこ
とで、品質管理の精度を高めています。

倉庫には水栓のカートリッジやエアレーター
をはじめ、スペアパーツを取り揃えておりま
す。通販サイトにてカートリッジやエアレー
タなど必要なスペアパーツをご購入できるの
でもしもの時にも安心です。

日本水道協会(JWWA)公認マーク

水栓・洗面ボウルを安心してご利用いただくために107



■ショールームで体感

■アフターサービス

日本最大級のショールームでイタリアンキッチンや水栓、洗面ボウルの組み合わせを実際にご確認いただけます。実際
に、見て触って相談してください。そのほかにも当社取扱いのタイルや石材、フローリングを床・壁に使った洗面やキッ
チンの水廻りスペースもご提案しております。

商品保証期間は出荷後、水栓は2年間、その他の商品は1年間です。
万一、不具合が発生した場合、当社へご連絡ください。（但し、保証期間内でも有償修理となる場合があります。）
ご購入いただいた商品を安心してご使用いただけるようにエアレーター、カートリッジ等のメンテナンス部品などは倉庫にて
在庫し、すぐにメンテナンスができるような体制を整えています。ホームページにはメンテナンス方法などの動画を用意
しておりますので、もしもの時にはお客様自身でカートリッジの交換などができるようになっています。

水栓・洗面ボウルを安心してご利用いただくために 108



流通センター別在庫表記について

●名阪流通センター配送エリアのお客様へ

お客様がカタログを見て、お近くの弊社流通センターにお求めの商品の在庫があることをパッと分かれば、便利に
違いない！と考えました。なぜなら、その商品は短い納期で運賃負担も軽くお求め頂けるからです。
岩井流通センター、名阪流通センター、九州流通センターの３か所で在庫を保管していますが、全ての流通センター
に全ての商品が保管されているわけではありません。よりお求めやすい価格で商品をお届けするためには、適正
な在庫回転率を確保する必要があるからです。
※従来よりお客様にご負担いただく運賃は、ご注文頂いた商品が保管されている弊社流通センターからご希望納品先までの距離と重量により算出されています。

ご注文頂いた商品の在庫が岩井流通センターにしか保管していない場合、通常であれば岩井流通センターからご希望
納品先までの運賃をお客様にご負担いただいております。この定期便サービスは、お客様の運賃負担を軽くするため
に、岩井流通センターから名阪流通センターまでの運賃を弊社が負担させていただくサービスです。
名阪流通センターからご希望納品先までの運賃のみお客様のご負担となります。
なお、定期便サービスをご利用いただく場合は、ご希望納品日の 2週間前までにご注文ください。
詳しくは受注センターまでお問い合わせください。
受注センター　TEL：0297-30-2711　（平日 9：00 ～ 18：00）　

流通センター別配送エリア地図

北海道
東北
関東
中部地方の一部

岩井流通センター配送エリア

名阪流通センター配送エリア

九州流通センター配送エリア

中部地方の一部
近畿
四国
中国（山口県を除く）

山口県
九州
沖縄地方

岩井流通センター

名阪流通センター九州流通センター

運賃
アドヴァングループ負担

運賃
お客様負担

岩井流通
センター

（茨城県坂東市）

名阪流通
センター

（三重県伊賀市）

ご希望
納品先

定期便サービスのご利用について

防滑性

印の付いた掲載商品は、対象流通センター
で常に在庫を保管しております。ご希望
商品の在庫がご希望納品先の担当流通
センターにある場合、短納期で運賃負担
も軽くお求め頂けます。

※尚、受注状況により、一時的に品切れが生じることが
　ございます。予め、在庫と納期を弊社にご確認ください。

3  MD-0463A （グリップ）  
設計価格 ￥9,700/m²

グレー

岩 名

岩 名
岩井流通センターと
名阪流通センターに
常に在庫があることを示します。

流通センター別在庫表記について109



の破損、瑕疵、品違いのご連絡については、対応できかねますので予め
ご了承願います。

お客様のご都合により国内または海外航空便を使用した場合、航空運賃
を別途実費請求させていただきます。

運送会社・海運会社の都合、天候不順、交通事情その他の事情により、
商品の到着、発送スケジュールは変更となる場合があります。
降雪、地震、暴風、戦争、火災、船会社の倒産等により商品の配送が
遅れたとしても免責とさせていただきます。ただし、免責事項にあたる
かについては、その該当事項の発生内容により判断されます。

商品の梱包材や段ボール・パレットなどの廃材はお客様の方での処分を
お願いいたします。パレットは、岩井物流センターへご持参いただいた
場合は、お引き取りいたします。

■施工・使用上のご注意
床材につきましては、仕上がりにご満足いただくために必ず仮並べを
してから施工してください。

各商品毎に記載の施工方法等の注意書きをよくお読みの上、事故の未然
防止のためにも正しい施工方法をお守りください。

弊社は、お客様又は第三者 ( 当社がお客様から施工を請負い、第三者へ
施工を再委託した場合を除く ) が行った施工により商品に暇疵が生じた
場合は、その責任を負いません。

弊社は、商品の施工方法 ( 以下「施工方法」) をウェブサイト・カタログ
等で公開し、又はお客様若しくは施工業者へ開示する場合がありますが、
これは施工方法に従えば商品の施工において何ら問題が生じないことを
保証するものではありません。

■返品
「届いた商品がイメージと違う」「注文する商品または数量を間違えた」
「使用する商品が変更になった」など、お客様都合での返品や交換および
返送はお受けいたしかねます。また、各商品特有の色幅や基準範囲内で
のサイズ寸法の誤差、ロット違いの色・サイズの差による返品・交換も
お受けいたしかねます。ご注文前にショールームまたはカットサンプル
での現物確認をお願いいたします。

お買い上げ頂いた商品に引渡しの時点で傷・破損・汚損・故障等の
不良（以下「不良」 ）がある場合を除き、弊社は返品・交換を受け付け
いたしません。

商品の不良を理由とする返品・交換をご希望のお客様は、予め弊社まで
ご連絡頂きますようお願いいたします。ご連絡のあった後、弊社は前項
及び次の条件を全て満たす場合に限り、返品・交換を承ります。

1. 商品の受取当日含め 3日以内に、お客様からの返品・交換のご連絡が
あったこと

2. 弊社が写真、現物確認等により商品の状況を確認可能なこと

3. 弊社が商品の状況を確認後、不良があると判断したこと

本カタログ掲載内容およびイラスト・写真等の無断掲載はかたくお断り
いたします。

お願いとご注意 カタログを正しくご利用いただくために
必ずご覧ください。

■価格について
 • 表示価格は設計価格になります。

 • 設計価格は2022年 6月1日現在のものです。

 • 設計価格には、施工費、加工費、取付費、搬入費および運賃は
含まれておりません。運賃は別途請求となります。

 • 設計価格には、消費税は含まれておりません。消費税は別途加算と
なります。

 • 商品により仕様や価格など予告なく変更する場合があります。そ
のため最新の情報は当社ウェブサイトでご確認いただくか、当社
営業所までお問い合わせください。

■商品ご選定の際は
カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色・柄が異なることが
ございます。
ご注文前に、カットサンプルをお取り寄せの上ご確認ください。または、
お近くのショールームにて実際の商品をご確認いただくことをお勧めい
たします。カットサンプルはホームページからご請求いただくか、弊社
担当者までお問い合わせください。（一部有償）

石材、フローリング、ウッドデッキ等の天然素材の商品は、ロットごと
に色調、模様などにばらつきがあり、カタログ掲載商品とは微妙に異
なります。弊社でご紹介する見本と納入する商品が全く同じであること
は保証しかねますので、予めご了承ください。

商品によって、その特長・機能は異なります。分かりやすいようマーク等
を表示しておりますので、商品選定の際にはご参考ください。安全にお使
いいただくために、商品説明をよく読み、用途にあった適切な商品をお選
びください。また、アドヴァングループは適材適所の商品をご提案したい
と考えております。ご不明点等がございましたら、何なりと営業担当者ま
でお問い合わせください。

ご注文は、できるだけ一括でお願いします。追加注文の場合、初回注文
とは色調ロット違いやサイズロット違いの製品が現場に納品されること
がございますのでご了承ください。

商品によっては、カタログ掲載以外の特注サイズ・加工もご注文いただ
けます。詳細は営業担当者にお問い合わせください。

受注生産品については納期・最少受注単位にご注意ください。

ご注文を受けてから海外から輸入する商品です。ご注文の際は納期、
数量などご確認ください。

カタログ掲載商品は一部を除き、常時在庫を原則としておりますが、大
量注文や諸事情により一時的に品切れを生じることがあります。ご検討
の際は、必ず弊社まで在庫と納期をご確認のうえ、早めのご注文をお願
いいたします。

各種事情により、予告なしにサイズなどの仕様変更および製造中止によ
る品切れ等がある場合もございますので、予め弊社営業担当者にご確認
ください。

建築基準法・消防法などの法令によって、使用方法ならびに使用場所に
制限があります。ご注文前に各法令法規をご確認ください。

■配送について
お届けは原則として車上渡しとなります。物件内への搬入は行いません
のでご了承ください。必ず荷受人様の手配をお願いいたします。

商品が施工・設置場所まで搬入できるか、ご注文前に搬入経路をご確認
ください。
商品到着時に、間違いがないか必ず商品のご確認をお願いします。万一破
損していた場合は商品受取当日中に配送係の者に申し出ていただくか、
商品受取当日含め3日以内に弊社へのご連絡をお願いいたします。瑕疵・
商品違いについては商品受取当日含め 3 日以内に弊社までご連絡くだ
さい。状況に応じて適切な対応をさせていただきます。上記期日以降
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品質保証について
 •  商品の保証期間は出荷後、1年間（水栓は2年）となります。万一、
不都合が発生した場合、当社へご連絡ください。

 • 保証期間内でも次の場合は、有料修理となりますのであらかじめ
ご了承ください。

1.  使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

2.  取付後の移設などに起因する故障及び損傷

3.  火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷

4.  砂、ごみ、髪などによる不具合及び施工不良による不具合

5.   消耗部品の消耗保証期間経過後の修理などについては、営業
担当者にお問い合わせください。

（社）日本水道協会認証品について
 • 「JWWA」の表記のあるものは認証品として出荷可能な商品です。

鉛浸出新基準対応について
当社の洗面所水栓、台所用水栓は鉛浸出の基準（0.007mg/ 以下）に
対応しております。

安全に関するご注意
 • 器具選定の際には、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。

 • 主要な商品には「施工説明書」を同梱しています。設置工事をされ
る場合は、よくお読みの上施工してください。

 • 取り扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。

同梱の工具について
 • 同梱の工具は必ず取り置きしてください。後日メンテナンスの際、
必要となります。

■ 商品の取り扱いについての注意とお願い
設計・施工にあたってのお願い
 •  寒冷地仕様品は用意しておりません。

 • 排水の接続は全てスリップイン方式です。また、排水用アダプター
はご用意しておりません。

 • 洗面器・手洗器の取付位置・給排水位置・サイズについては図面データ
を参照してください。

 • カウンター式洗面器の切込み寸法は型紙を用意しておりますので
ご請求ください。

 • ガラス製品・陶器製品などの壁への取付の際には補強した木下地上、
又はコンクリート下地への取付を行なってください。

水栓金具について
 • シングルレバー式湯水混合水栓は、レバーを持ち上げると吐水
します。左右に動かすことで温度を調整し、上下に動かすことで
吐水量を調整します。

 • 水栓をキャビネットに設置する場合は、水量調節及びメンテナンス
性の向上のためにキャビネット内に給湯・給水配管及び止水栓を
設置してください。流し台裏側に施工する場合などは配管接続部
が確認できる様に点検口を設けてください。

 • ハンドル部に湯（H）・水（C）の表示が無い商品があります。特に
パブリック現場でご採用いただく場合にはご留意してください。

 • ポップアップ操作棒部分に水がかかると操作棒を伝いカウンター
より下へ水滴が落ちる場合があります。ご使用の場合は操作棒
部分に水がかからないようにご注意ください。

 • 他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に
湯温が上昇または下降することがあります。

 • 温水混合水栓を単水専用としてご使用する際は、T型ジョイントを
併用ください。

水圧条件について
 • 海外製品は国内製品と比較して器具抵抗が大きくなっていますので、
以下の点にご注意ください。

 • 取扱いの水栓の推奨水圧は0.2Mpa ～ 0.3Mpa です。

※ 水圧は 0.5Mpa 以下でご使用ください。カートリッジの寿命が
短くなる恐れがあります。

洗面用・キッチン用水栓の場合
※ 十分な吐水量を得るために最低必要水圧 0.05Mpa 以上（流動
圧）、最高水圧0.75 Ｍ pa以下（静水圧）、（給水圧力≧給湯圧力）
を、給水・給湯ほぼ同圧で確保してください。

 • 0.1Mpa 以下に減圧されている電気温水器（標準圧力型）と
のセットでは十分な吐水量が得られないことがありますので
ご注意ください。

 • シャワー切り替え機能付きのキッチン用水栓は、製品により
必要動水圧が異なりますのでご注意ください。

シャワー・バス水栓の場合
※ 十分な吐水量を得るために 0.3Mpa 以上（動水圧）を、給水・
給湯ほぼ同圧で確保してください。

 •  0.3Mpa 以下に減圧されている高圧型電気温水器とのセットで
は、器具の性能を十分に発揮できませんのでご注意ください。

シャワーヘッド引出しタイプ水栓の取付けについて
 • キッチン用水栓・風呂用水栓はホースを伝わって水滴がキャビネット
内に落ちることがあります。その為、キャビネット内には水受トレイ
を設置してください。

 •  水栓に使用できる水質は上水及び飲用井戸水です。それ以外の水質
（温泉水や酸度の高い水など）には水栓の使用が向いていません。

 • 給湯温度は最高で70℃まででお使いください。

デッキタイプバス水栓の取付けについて
 •  デッキ下部からの吐水口・ハンドル部の締付け固定が必要です。施工・
将来のメンテナンスのために、必ずデッキ下部へ点検口を設けて、
作業可能なスペースを確保してください。

洗面ボウルについて
 • 陶器製洗面ボウルの置きタイプ、壁付けタイプの商品によっては、
背面には、釉薬がかかっていない商品もあります。

 •  小さなサイズ、浅めの洗面ボウルの場合、使用時に器の外に水はね
することがあります。

 •  陶器の色は写真のため、実物と多少異なる場合があります。あらか
じめご了承ください。

 •  冷えた陶器洗面ボウルに熱湯を注がないでください。ヒートショック
現象によるヒビや割れの原因となります。

カウンターへの穴あけの際の注意
 •  陶器製品は若干の寸法誤差がある場合があります。穴あけの際には
目安として図面集の切込み寸法をお使いいただき、詳細の取合いや
収まりについては現物での確認を行ってください。

洗面ボウルの排水金具について
1.  排水金具本体にゴムパッキンをつば下まで差し込み、洗面ボールに取
り付けてください。

2.  ナットの締付けは、洗面器の破損を防止するため、ゴムパッキンの
弾性を失わない程度に締付けます。

カタログをご利用の前に（アクア・水まわり） カタログを正しくご利用頂くために
必ずご覧ください。

固定排水栓 ポップアップ

GS-SET635XG

1/2インチ

1/2 インチ 1/2 インチ
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ポップ操作性について
 • 操作レバーとポップ
アップからの操作棒の
接点を10cm以上とり、
操作性が固くならない
ように調整しながら取り
付けてください。水栓の
操作レバーを少し折り曲
げて調整してください。

※ ポップアップ式水栓を閉じ
て水を溜めた場合でも多少
の水は排水されていき、少
しずつ水位は下がっていき
ます。

洗面用品の壁付けについて
 • コンクリート壁：同梱されているアンカーボルトを使用し、確実に
固定してください。

 • 木造壁：フレーム固定位置の壁裏には、木板等で十分な補強をして
ください。

 • ALC壁、ブロック壁には取付できませんのでご注意ください。

ガラス製品について
 • カタログ掲載商品の金属部分はクロームメッキ処理、または亜鉛
メッキ処理、耐酸性処理されています。

 • ガラス洗面シリーズのガラスは全て強化ガラスを使用しています
が、飛散防止処理はされておりませんので、お取り扱いにご注意
ください。

ガラス製品の取付について
 • ガラス洗面には必ず専用の排水栓をご使用ください。お使いになる
水栓に排水栓が付属している場合であっても、水漏れの原因になり
ますのでそれは使用しないでください。

 • 壁取付マークのついた商品の荷重は壁で支えております。
補強をするなど取付壁の強度には十分ご留意ください。 壁取付マーク

アクセサリーについて
 • アクセサリーは直接水のかかる浴室内、湿度の高い場所でのご使用
は避けてください。

 • 取付箇所が石こうボード等の場合は補強材をご用意ください。

 • ペーパーホルダーのフードはペーパーカット用ではありません。また、
品番によってペーパー支持棒が可動式な為、ペーパーが壁面に接触
する恐れがあります。

アクセサリーのお手入れについて
 • 普段のお手入れとして、乾いた柔らかい布でまめに拭くか、または
磨いてください。

 • 磨き粉などの粗い粒子が含まれた洗剤・酸性洗剤・塩素系漂白剤・
ナイロンたわし・シンナー及びベンジンなどは器具の表面を傷つ
けたり、侵したりするので使用しないでください。もし器具に
付着した場合はよく水洗いをして流してください。

 • 汚れがひどい場合には適度に薄めた食器用洗剤で拭いた後に水
洗いし、最後に乾拭きしてください。湿度の高い場所で使用される
場合は、換気を良くしたり、こまめに拭く・磨くなどのお手入れを
してください。

ニッケル仕上げの水栓について
 • ニッケル仕上げ部は空気と触れることにより黒く変色します。適度
に（週に一回程度）柔らかい布などを使用し、良く拭いてください。
ニッケルの風合いが持続します。

■ 図面、取扱説明書、施工説明書
上記3点は弊社ウェブサイトよりダウンロードして頂けます。

　図面データ ：ファイル形式
PDF、DWG、DXF

　取扱説明書及び施工説明書：ファイル形式
PDF

＊弊社は環境への配慮から紙の使用量削減に努めております。
　ご理解いただきますようお願い申し上げます。

Ⓐの位置が短いと固く、長いと軽くなります。

w w w . a d v a n . c o.jp
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Showroom Information

■東京ショールーム
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-32-14

TEL 03(3475)0194   FAX 03(3475)0245

 営業時間 月－土
日・祝日

10：00～ 18：00
10：00～ 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

車高：1550㎜以内
全長：5050㎜以内
全幅：1850㎜以内
重量：1700㎏以下

■大阪ショールーム
〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12

TEL 06(6245)0573   FAX 06(6245)0976

 営業時間 月－土
日・祝日

10：00～ 18：00
10：00～ 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

車高：1570㎜以内
全長：4900㎜以内
全幅：1950㎜以内
重量：1700㎏以下

■名古屋ショールーム
〒 450-0002
名古屋市中村区名駅 5-3-18

TEL 052(485)9200   FAX 052(485)9205

 営業時間 月－土 10：00～ 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有 車高：2000㎜以内
全幅：2050㎜以内

TOKYO

ショールーム案内
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表紙：ノビリ混合水栓　ブルース P.74

■福岡ショールーム ■沖縄ショールーム ■その他営業所
〒 812-0025
福岡市博多区店屋町 6-18
ランダムスクウェア 1階
TEL 092(291)1011　FAX 092(291)0240

 営業時間 月－土 10：00～ 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 無 お近くのパーキングを
ご利用ください

〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-19-27
ミルコ那覇ビル 1階

■札幌営業所
〒 060-0042　札幌市中央区大通西 10丁目 4-133

南大通ビル新館 8階
TEL：011(231)3281 ㈹　FAX：011(208)5561

■仙台営業所
〒 980-0822　仙台市青葉区立町 1-3

広瀬通東武ビル 3階
TEL：022(211)5560 ㈹　FAX：022(211)5561

■広島営業所
〒 730-0037　広島市中区中町 7-41

広島三栄ビル 5階
TEL：082(246)3344 ㈹　FAX：082(246)3417

TEL 098(866)1639　FAX 098(866)1728

 営業時間 月－土 10：00～ 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

※ショールームの詳しい営業日は
　HPをご覧ください

OSAKA

NAGOYA FUKUOKA OKINAWA

ショールーム案内

インターネットで簡単に注文！
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