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洗浄ノズル
便器の落ちにくいところについ
た汚れを落とす掃除用具。（2次
給水につきカランやバルブが必
要）

￥10,300（税抜）

AY-90101

洗浄ノズルセット（カラン型）
カランと洗浄ノズルのセット。

AY-90201
AY-90213（水抜型）

￥14,600（税抜）
水抜型 ￥17,600（税抜）

DX用洗浄ノズルセット
DX関係の便器用の掃除用具。

AY-91101
AY-91203（水抜型）

￥18,900（税抜）
水抜型 ￥21,900（税抜）

DX床配管用洗浄ノズル
セット
DX関係の便器用の床配管用の
掃除用具。

AY-93101
AY-93203（水抜型）

￥18,900（税抜）
水抜型 ￥21,900（税抜）

LJ用洗浄ノズルセット
LJ関係の便器の掃除用具。

AY-92101
AY-92203（水抜型）

￥20,100（税抜）
水抜型 ￥23,100（税抜）

760MC付洗浄ノズル
セット
LJ760・LJ777のMC付き
便器の掃除用具。

AY-92701
AY-92803（水抜型） AZ-02601

￥21,800（税抜）
水抜型 ￥24,800（税抜）

金属製ハンドルセット
不特定多数でご使用の場合
（お取り付け出来ない機種も
　ございますのでお問い合わ
　せ下さい。）

￥3,550（税抜）

サイド用
エアーホースセット
ホルダー付、φ40×650L

￥6,950（税抜）

CZ-08501
DXA用消臭剤

￥3,850（税抜）

CZ-07013
DXAK用ファンのみ
（壁抜用）

￥8,500（税抜）

CZ-08023
DXA用ファンのみ
（床抜用）

￥8,500（税抜）

CZ-07017
無臭用接続フランジ
大口径(150～220)から小口径
(VU-100)に修正する｡

￥5,500（税抜）

AY-09066
改造用ソケット
大口径(180～200 )から小口径
(VU-100)に修正する｡

￥4,000（税抜）

AY-09343
排気扇
便槽内のガスを電動ファンで抜
く｡  約8W(ワット)
(φ76φ80φ106共用)

￥7,500（税抜）

共通水中ヒーター
ロータンク内の水の凍結を防止
する｡

￥8,500（税抜）

管ヒーター
φ32用の洗浄管内の水の凍結
を防止する。

￥10,500（税抜）

エアーフラッシュ用
保温ヒーター
エアーフラッシュ内の水の
凍結を防止する｡

￥8,950（税抜）

エアーフラッシュ用
保温ヒーター
エアーフラッシュ内の水の
凍結を防止する。

￥8,950（税抜）

止水バルブ
水タンク内の水を止める｡
クサリ､ フック付きの弁｡

￥3,300（税抜）

DXP-5070用止水バルブ
プラスチックロータンク内の水
を止める｡クサリ､ フック付きの
弁｡
（DXP-5000、DXP-5060）

￥2,750（税抜）

１. 水量調節付ボールタップ
２. SS用ノズル
３. フロートバルブ
４. 排水管トラップ セット

手洗なし､ 手洗付をご指定
ください｡
色をご指定ください。

￥28,800（税抜）

Aセット

￥13,400（税抜）

Bセット 160用セット品 360用セット品170用セット品 370用セット品

１. 水量調節付ボールタップ
２. SS用ノズル
３. フロートバルブ

手洗なし､ 手洗付をご指定
ください｡
色をご指定ください。

（普）￥17,600（税抜）
（寒）￥19,800（税抜）

（普）￥19,800（税抜）
（寒）￥22,000（税抜）

１. 小便フラッシュバルブセ
ット

２.160用噴射ノズルセット
３.160用水洗トラップ

１. 小便フラッシュバルブセ
ット

２.360用噴射ノズルセット
３.360用水洗トラップ

（普）￥17,600（税抜）
（寒）￥19,800（税抜）

（普）￥19,800（税抜）
（寒）￥22,000（税抜）

１. 小便フラッシュバルブセ
ット

２.170用噴射ノズルセット
３.170用水洗トラップ

１. 小便フラッシュバルブセ
ット

２.370用噴射ノズルセット
３.370用水洗トラップ

（配水管トラップが必要な地域）（配水管トラップが不要な地域）

BZ-19310

AZ-12300 AZ-12296 AZ-12321 AZ-12322 AZ-04435 AZ-04430
DX用ハンドルセット
色指定して下さい。
末尾6：オフホワイト 
末尾7：ブルーグレー
末尾8：ピンク

￥3,550（税抜）

AZ-02610

エアーフラッシュセット
エアーフラッシュとバキューム
ブレーカーとのセット｡

￥18,900（税抜）

AZ-03711

CZ-50001（手洗なし）
CZ-50002（手洗付き）

CZ-50011（手洗なし）
CZ-50012（手洗付き）

DY-17501（普通型）
DY-17503（寒冷地）

DY-17511（普通型）
DY-17513（寒冷地）

DY-16501（普通型）
DY-16503（寒冷地）

DY-16511（普通型）
DY-16513（寒冷地）

SS-2000（SS-550）用水洗化改造キット 小便器用水洗化改造キット

寒

寒

エアーフラッシュ
空気ダンパーを利用したフラッ
シュバルブ｡水抜ネジ付き｡
（悪戯防止タイプはご指定下さ
い。同価格です。）

￥19,000（税抜）

AZ-03743
寒 寒 エアーフラッシュ用

起動弁＆キャップセット

￥3,200（税抜）

AZ-03765
エアーフラッシュ用
プッシュボタンセット

￥3,300（税抜）

AZ-03751
バキュームブレーカー
エアーフラッシュ・フラッシュ
バルブ等の逆流防止用｡

￥2,750（税抜）

AZ-03705
エアーフラッシュセット

エアーフラッシュとバキューム
ブレーカーとのセット｡  
水抜ネジ付き｡
(悪戯防止タイプはご指定下さ
い。同価格です。）

￥20,900（税抜）

AZ-03733
エアーフラッシュ
空気ダンパーを利用したフラッシ
ュバルブ｡

￥17,000（税抜）

AZ-03721

水タンクフタ固定金具
悪戯防止用にご使用下さい。
DX-260用
￥16,000（税抜）アップ。
DX-570用（LR-570用）
￥18,200（税抜）アップ。
上記機種、手洗いなしのタイプ、
オフホワイトのみ使用できま
す。（納期：約2～3週間）

ロンクリーン

オプション部品（トイレ関係）
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①止水栓を止めます。(図１)　
②タンク内のオーバーフローパイプを少し
ひねりながら引き抜きます。(図２）

　これにより、水はオーバーフロー受を通
り、Ｕ字溝の方へ流れていきます。

③水抜きが終わったら、オーバーフローパ
イプを受けに垂直に注意して差し込んで
ください。

④レバーのキャップが付いている場合、先
の細い物で外します。＋ドライバーでネジ
を緩めてレバーを外します。（図３）

⑤止水バルブのクサリを外します。プラス
チックの六角ナットをモンキーレンチ等
で緩めラチェット(ハンドルセット)を外
します。（図４）

⑥新しいハンドルセットを六角ナットで取
り付けます。

　シャフトをレバーの溝奥まで差し込み、
ビスでしっかりと止めます。締め付け後
レバーが前後に２ミリ動けば正常です。

　キャップをはめます。
　レバーを回してスムーズに動くが確認し
て下さい。（図５）

⑦止水バルブのクサリをレバー先端に引っ
かけます。クサリが少したるむようにフ
ックとクサリで調整してください。

⑧止水栓を開いて正常に洗浄出来るか確認
してください。

エアーフラッシュ用キャップ＆新起動弁セット交換方法

止水バルブ対応表

　　　　　　　■　交換方法　■

Ｕ字溝へ

図２ ＤＸ、DXＡＫ

Ｕ字溝へ

図２ ＤＸＰ

止水栓

閉める

図１

図５

図３ 図４

セットが完成したら

セットの方法

※水洗化対応便器SS-550,2000,LR-570はサイホン管
　のためスペーサーを使用しません。

Ａ 張りすぎ･･････×
(水が漏れる)

Ｂ 最適･･････････○
(Ａより１目か２目のばすとよい)

Ｃ たるみすぎ････×
(水が完全に流れない)

スペーサーは必ず奥まで
差し込んでください。

※止水栓を閉めるとき
何回転で止まったか
覚えておいてくださ
い。開くとき、閉め
たときの回転数分開
いてください。

少しひねりながら
静かに抜く

少しひねりながら
静かに抜く

オーバー
フローパイプ

オーバー
フローパイプ

ハンドルセットの交換方法

ロンクリーン 各種 止水バルブ取付説明書

品番：AZ-02610
品名：DX用ハンドルセット

ロンクリーン部品の交換方法




