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安全のために必ずお守りください
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この洗面所暖房機は、洗面所壁面取付け専用です。

所

所 所

洗面所

取付説明書
取付説明書

安全のために必ずお守りください（続き）

各部の名称と寸法

洗面所 洗面所
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各部の名称と寸法（続き）

3 現場調達部材
● 配線用ケーブル（VVFケーブル単線φ1.6mmまたはφ2.0mm）  ●アースケーブル



●取付金具を取付ける場所を下図の
　範囲内（推奨位置）で選定してください。

また、※の寸法を確保できない場合は、
本推奨位置ではなく、電源の接続が
可能となる他の位置に取付けてください。

天井面

10
0m
m
以
上

取付金具

ドア枠

120mm以上

※
38
0m
m
以
上

壁
面

4
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4 取付手順

取付位置を決める
壁の状態の確認、補修。
穴をあけてもよいか確認。
電源ケーブルの結線可能な位置に取付ける。

取付金具の取付け 取付金具を取付位置に堅固に固定する。
配線をするための穴をあける。

電源の接続 結線図を参照し、結線作業を行う。

本体の取付け
配線作業を行う。
本体を取付金具に引っ掛ける。
本体を取付金具に固定する。
フロントパネルを本体に固定する。

リモコンホルダーの取付け リモコンホルダーの取付位置をお客様と相談した上で決定する。
リモコンホルダーをまっすぐ取付ける。

試運転 取扱説明書を参照し、動作確認を行う。

本体取付け前に
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1350 13.5

洗面所暖房機

取付金具の取付け
使用するねじ穴

ゴムワッシャ

本体引っ掛け部

下穴４ヶ所
（参考位置）

洗面所壁面

取付金具

+トラスタッピンねじ4×40
（4本）

壁にケーブル取出穴をあける場合 天井にケーブル取出穴をあける場合
取付金具の内側にケーブル取出穴をあける。

・ケーブル取出穴の穴径は、φ25で開けてください。
・穴を開ける際は、間柱、筋かいなどを回避してください。

取付金具の近隣天井面の壁面に近い適当な位置にケーブル
取出穴をあける。

・ケーブル取出穴の穴径は、φ25で開けてください。

洗面所壁面洗面所壁面
取付金具取付金具

取付金具内にケーブル取出穴をあける この辺りにケーブル取出穴をあける
（参考位置）

①取付ける側面を十分補強してください。
　◎内・外壁の確認をおこない、壁が損傷している場合には、
　　事前に補修をおこなっておいてください。
②取付金具のねじ穴位置（４ヶ所）に下穴をあけてください。
　◎壁の材質に合わせて下穴径を選定し、あけてください。
③取付金具の使用するねじ穴４ヶ所の裏面に、付属のゴム
　ワッシャ（取付金具用）４個を貼り付けてください。
④本体引っ掛け部を上側にし、取付金具を付属の+トラスタッピン
　ねじ4×40（取付金具取付用）4本で固定してください。
　また、中空構造の壁や板厚が薄い壁への取付けの場合、市販のボード
　ファスニング部材などを使用して、確実に取付けてください。
◎取付金具は、堅固に、また確実に取付けてください。
　また、本体が傾かないよう水平に取付けてください。

6

電気結線工事
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洗面所暖房機

電気結線工事（続き）

電源端子台まで配線用遮断器（単相AC100Ｖ）から
電源電線（銅/単線φ1.6mmまたはφ2.0ｍｍ）を配線
し、電源電線先端の加工をします。

電源端子台にアース端子またはアース棒よりアース線
（銅/単線：φ1.6mmまたはφ2.0mm）で結線
してください。

アース工事

電源端子台

コードクランプ

アース線電源電線

本体

電源端子台

コードクランプ

端子台カバー
引っ掛け部

端子台カバー

端子台カバーを取付けてください。

現場手配のアース線
（銅／単線φ1.6mm
またはφ2.0mm）

※メンテナンスの際、本体を容易に取外せるように、電源電線は
　本体付近で2ｍくらいの余裕をとるよう配線してください。
※電源端子台は単線専用です。より線は接触不良により発熱の
　おそれがあるため絶対に使用しないでください。
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8 本体の取付け

壁にケーブル取出穴をあける場合 天井にケーブル取出穴をあける場合
①ケーブル類をケーブル取出穴に押し込み、本体の引っ掛け
　穴を取付金具のツメに引っ掛けてください。

②本体が水平に取付いていることを確認して、+バインド
　デルタイトねじ4×20（本体取付用）4本で固定する。

本体の引っ掛け穴

取付金具の引っ掛け部

ケーブル取出穴

ケーブル類

ケーブル類

凹部

凹部

取付金具の引っ掛け部

本体の引っ掛け穴

+バインドデルタイトねじ4×20
（4本）

+バインドデルタイトねじ4×20
（4本）

ケーブル類

①ケーブル類を取付金具の凹部を通る位置にし、本体の
　引っ掛け穴を取付金具のツメに引っ掛けてください。

②ケーブル類が、取付金具の凹部を通り、取付金具と本体
　の間にかみ込んでいないことを確認してください。

③本体が水平に取付いていることを確認して、+バインド
　デルタイトねじ4×20（本体取付用）4本で固定する。
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①フロントパネルを付属の+バインドタッピンねじ4×12
（フロントパネル取付用）4本で本体に取付けてください。
　付属のねじ穴カバー4個をはめてください。

②フィルター挿入部下のねじ穴に付属の+バインド
　タッピンねじ3×10（フロントパネル取付用）1本
　を取付けます。ねじ取付け後、フィルターを取付け
　てください。
※フィルター挿入部下の本体停止スイッチが運転
　（右側）に入っていることを確認してください。

①フロントパネルを付属の+バインドタッピンねじ4×12
（フロントパネル取付用）4本で本体に取付けてください。
　付属のねじ穴カバー4個をはめてください。

②フィルター挿入部下のねじ穴に付属の+バインド
　タッピンねじ3×10（フロントパネル取付用）1本
　を取付けます。ねじ取付け後、フィルターを取付け
　てください。
※フィルター挿入部下の本体停止スイッチが運転
　（右側）に入っていることを確認してください。

③ケーブル類を天井裏へ通し、洗面所内で露出して
　いるケーブル類をケーブル用モール等で覆う。
④天井に開けた穴の洗面所側を湿気やスキマ風などが
　もれないよう、シリコンコーキング材などで仕上げる。

フロントパネル フロントパネル

本体停止スイッチ

フィルター挿入部
下のねじ穴

フィルター

+バインドタッピンねじ3×10
（1本）

本体停止スイッチ

フィルター挿入部
下のねじ穴

+バインドタッピンねじ3×10
（1本）

フィルター

+バインドタッピンねじ
4×12（4本）

ねじ穴カバー（4個）

+バインドタッピンねじ
4×12（4本）

ねじ穴カバー（4個）

ケーブル類

洗面所側

シリコンコーキング材ケーブル用モール

本体の取付け（続き）
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リモコンホルダー

+皿タッピンねじ3×20
（２本）

リモコンの取付け
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洗面所暖房機

洗面所

点検と試運転



取扱説明書の裏表紙の保証書に、必要事項を記入の上、この取付説明書と共にお客様に必ず保管していただくように依頼してください。

修
　
理

製
　
品

0120-011-408

0120-228-428 住環境機器お客さま相談窓口
〒103-8502　東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL  03-3669-8112　FAX  03-3669-8135
http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/support.html

マックス カスタマーセンター
〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町6-2  マックス本社ビル別館５F
TEL  03-5623-4616　FAX  03-3668-8127

修理のご依頼は　マックスエンジニアリングサービス（株）へ

製品についてのお問い合わせは　マックス（株）へ

インターネットでの修理のご依頼は
http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/

PCサイトが 
表示されます

PCサイトが 
表示されます

●取扱説明書の裏表紙の保証書に、販売事業者さま、住所、電話番号、
　取付年月日を記入の上、お客さまに必ずお渡しください。 ３版 2018年6月

初版 2005年6月
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