
ドゥーブル ロビネ 取扱説明書
（ベル・サーキュ２１用）

ドゥーブル ロビネ本体　１式

取扱説明書・・・１枚

( ベル・サーキュ 21 用 )

（ベル・サーキュⅡ用取付部品）

取付金具Ａ(Ⅱ)　１個

取付金具 B(Ⅱ)　１個

シリコーンホース (200mm)　1 本

説明書　1 部

取付金具 C(21)　１個

タッピンネジ (4×12)　２個

取扱説明書・・・１枚

( ベル・サーキュⅡ用 )

トレイクッションＮ４０　１個

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

形名：ＦＴ-ＤＲ０１

【取付方法】
2. ドゥーブルロビネ本体を取り付けます

・取付金具 C(21) の切り欠きに

　取付金具Ａ(21)，取付金具Ｂ(21)

　のツメを差し込んでください

　(○印 4 箇所 )

・予め、ドゥーブルロビネ本体の

　ノブボルトをゆるめてください

【使用方法】

・ベル・サーキュのノズルの位置を任意に決め、

 その状態を保持して使用していただくことができます

・キャップを着脱することによりシャワー / ストレートの

  切り替えができます

注意

・アームナットをゆるめ、
　ノズルホルダを取り外して
　ください
・タッピンネジ (2 箇所 ) を
　ゆるめ、手動ノズルを取り
　外してください

・取付金具 C(21) を
　タッピンネジ (2 箇所 )
　にてトレイに固定して
　ください

ノズルホルダ

手動ノズル

・チューブに過度な屈曲（最小 R=55mm 以下）を

 与えないでください

・使用後は水道水にて十分にすすいでください

・漂白剤に長時間漬け置きしないでください

【ベル・サーキュ２１からベル・サーキュⅡへ買い替えの際に・・・】

株式会社　フジテクノプラス
〒416-0937　静岡県富士市前田 326-1

TEL:0545-64-5005 FAX:0545-64-5009

ベル・サーキュⅡにてドゥーブルロビネをご使用の際は、付属のベル・サーキュⅡ用取付金具に交換してご使用ください

取付金具 C(21)

・再びノズルホルダを
　タッピンネジ (2 箇所 )
　にて組付けてください

ノズルホルダ

取付金具 C(21)

裏面へ

アームナット

1. 取付金具 C(21) を取り付けます

アームナット

・ノブボルトをしめつけ、

　金具をしっかりと固定して

　ください

・ホースジョイントを接続して

　アームナットをしめつけて

　ください

ノブボルト

ホースジョイント

BJSPJ00201

シャワー

ストレート

ノブボルト 取付金具 A(21)

取付金具 B(21)

・ネジ (2 箇所 ) をはずし、
　取付金具 A(21)，取付金具 B(21) を
　取り外してください
・シリコーンホースをＴジョイント，
　ホースジョイントから外してください
・ノブボルトを取り外してください

・ノブボルトをしめつけ、付属の
　取付金具 A(Ⅱ)，取付金具 B(Ⅱ) を
　固定してください
・ネジ (2 箇所 ) により、取付金具を
　Ｔジョイントに固定してください
・付属のシリコーンホース (200mm) を
　Ｔジョイント，ホースジョイントに
　接続してください
　スプリングは元通りに組付けてください

・シリコーンホースが接続しにくい場合、
　水で濡らすと接続しやすくなります
　潤滑油やシリコーンオイル，
　界面活性剤等は使用しないでください

※ベル・サーキュⅡへの取付方法は、ドゥーブル ロビネ取扱説明書 ( ベル・サーキュⅡ用 ) をご覧ください

中に入っているもの

【使用方法】

シャワー

ストレート

・ベル・サーキュのノズルの位置を任意に決め、

 その状態を保持して使用していただくことができます

・キャップを着脱することによりシャワー / ストレートの

  切り替えができます

注意

・チューブに過度な屈曲（最小 R=60mm 以下）を与えないでください

・使用後は水道水にて十分にすすいでください

・漂白剤に長時間漬け置きしないでください

※既にロングトレイ用の
　金具がついている場合は
　取付金具 C(21) に交換
　してください

手動ノズル

アームナット

手動ノズル

アームナット

ノズルホルダ

手動ノズル
アームナット

ネジ

ネジ

⊕ドライバー

⊕ドライバー

ネジ



「ベル・サーキュ２１」でご使用のドゥーブルロビネを
　　　　　　　　　　　　　　　「ベル・サーキュⅡ」でご使用する方法

・ベル・サーキュ 21 用のドゥーブルロビネ

　から、ネジ (2 箇所 ) をはずし、

　取付金具 A(21)，取付金具 B(21) を

　取り外してください

・シリコーンホース (180mm) をＴジョイント，

　ホースジョイントから外してください

・ノブボルトを取り外してください

・ノブボルトをしめつけ、付属の取付金具 A(Ⅱ),

   取付金具 B(Ⅱ) を固定してください

・ネジ (2 箇所 ) により、取付金具をＴジョイント

   に固定してください

・付属のシリコーンホース (200mm) を

　Ｔジョイント，ホースジョイントに接続して

   ください

　スプリングは元通りに組付けてください

1. 取付金具，シリコーンホースを交換します

シリコーンホース (200mm)

ノブボルト

Ｔジョイント

ホースジョイント

ホースジョイント

シリコーンホース (180mm)

ノブボルト スプリング

Ｔジョイント

取付金具 A(21)

取付金具 B(21)

取付金具 A(Ⅱ)

取付金具 B(Ⅱ)

注意 ご使用になるまで大切に保管してください

：交換部品

⊕ドライバー

裏面へ

ネジ

ネジ

注意

ホースジョイントは図の向きで取り付けてください

( ネジ挿入側から見て開口部が右側に向くように )

ベル・サーキュ装着時にホースのねじれを防ぎます



2. ベル・サーキュⅡへの固定方法

BJSPJ00301
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・アームナットをゆるめ、手動ノズルを取り外して
　ください

・ノブボルトを予めゆるめてください
・取付金具 B(Ⅱ) のツメ (2 箇所 ) をノズルホルダに
　差し込んでください
　このとき、金具が中央になるように位置決めして
   ください
・取付金具 A(Ⅱ) はトレイの縁に掛けてください

・ノブボルトをしめつけ、しっかりと金具を固定して
　ください
・ホースジョイントを接続し、アームナットを
  しめつてください

アームナット

ノブボルト ホースジョイント

ノズルホルダ

ノブボルト

ツメ

取付金具 A(Ⅱ)

取付金具 B(Ⅱ)

手動ノズル

アームナット

ドゥーブルロビネ
本体


	ドゥーブルロビネ取扱説明書(ベル・サーキュ21用)
	製品切換説明書（表裏）
	製品切換説明書（表）
	製品切換説明書（裏）


