
MODEL D7102C
Description TOWEL BAR

A INSTALLATION DIMENSION
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PRODUCTS INSTALLATION INSTRUCTIONS 

DMS with



B HELPFUL TOOLS 

INSTALLATION STEPC
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Mark installation location
As illustrated( or use tape measure),
 mark installation hole on wall according to flange hole.

(1) Use Impact Drill to drill four holes on 
      wall. 
(2)  Plug anchors into hole.

As illustrated, fix flange on wall by tightening self-tapping
 screw  into anchor through flange hole.

Plug towel bar set into flange  with notch of support downwards
fix support and flange together by tightening set screw.

ScrewdriverImpact Drill Adjustable WrenchPencil Tape Measure
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D MAINTENANCE

To keep the surface clean and bright, please clean 
regularly,please abide by the following procedures:

1. Use rinsing water and soft cloth, clean bilge and bilge 
    membrane on the surface to the best of the abilities. 
2. Cleaned the residua with the following cleansers only.
    
    Soft liquid cleanser.
    Colorless glass cleanser, totally soluble powder cleanser 
    without abrasive capability.(Mixed by instructions.)
    No abrasive cleansers waxes
    Never use cleanser, emery cloth or handkerchief which can
    rub.
    Never use cleaners containing abrasive cleansers, 
    ammonia,bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other
    products not recommended for chrome.
3. After cleaning, use rinsing water to clean all cleanser
    immediately and drying with a soft cotton cloth.

If the pictures and statements in the ‘Installation Specifications’  is 
unconfirmed with practicality,please take practicality as standard.

※　保証内容はＤＭＳ発行の保証書の規約に準じます。



DMS with
アフターサービスにつきまして

この度は、弊社商品をお買上げ下さいまして誠にありがとうございました。
アフタサービスにつきましては下記の手順となります。出来る限りリーズナブルな価格で商品をご提供できますよう、皆様に
ご協力をお願いしております。お客様ならびに施工店様にはお手数をお掛けしますが、ご理解下さいますようお願いいたします。

【　アフターサービス・フロー　】
①　保証書をご覧いただき、保証内容及び保証期間内か保証期間外かをご確認下さい。
②　不具合の状況をご確認いただき、状況写真と詳細のご連絡をお願いします。
　　※　保証期間内外に関わらず、不具合状況のご確認はお客様もしくは施工店様でお願いいたします。インターネットによる全
　　　　国を対象とした通信販売の特性上、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。
　　※　電気関係の不具合の場合は、不具合箇所の通電や電圧を電気設備業者様がチェックをお願いします。通電チェックは、
　　　　分電盤および専用回路の漏電チェックだけではなく、不具合箇所を特定するためテスター等でチェックをお願いします。

③　ご連絡いただきました不具合状況を確認し、弊社より対応策をご連絡いたします。

■　保証期間内の場合
　□　弊社による責任施工の場合
　　　　　→　（1）　ご連絡いただいた不具合状況を確認し、メーカー確認および早期解決のための事前準備をいたします。
　　　　　　　（2）　弊社より現場にお伺いし、再度状況を確認し修理いたします。
　□　責任施工でない場合
　　　　　→　・　不具合の原因が製品に起因するものと特定された場合は、交換部品を無償にてお送りいたします。
　　　　　　　・　交換方法等は、電話またはメールにてフォローいたします。

■　保証期間が過ぎている場合
　□　弊社による責任施工の場合
　　　　　→　（1）　ご連絡いただいた不具合状況を確認し、メーカー確認および早期解決のための事前準備をいたします。
　　　　　　　（2）　保証期間を過ぎた場合は有償修理となりますので、修理見積書をご提示いたします。
　　　　　　　（3）　弊社より現場にお伺いし、再度症状を確認し修理いたします。
　□　責任施工でない場合
　　　　　→　・　不具合の原因が製品に起因するものと特定された場合は、交換部品を有償にてお送りいたします。
　　　　　　　・　修理は施工店様でお願いいたします。修理交換方法等は、電話またはメールにてフォローいたします。
　　　　　　　・　弊社による修理をご希望される場合は、修理お見積書をお送りいたします。

【　ご注意　】
・　保証内容につきましては、保証規約に準じます。
・　ジェットバスは保証期間内外にかかわらず、点検口が無い場合の不具合は免責事項とさせて頂いております。  
　   弊社 HP をご確認下さい。http://www.bravat.jp/faq/#n021
　   ※ ジェットバスは、バスタブと電気製品という耐久年数の異なる組み合わせの商品です。お客様に末永くご利用頂くために、  
　　　継続的なメンテナンスが必要になります。また、工事内容によりましては一回では終わらない場合もございます。
　　　必ず点検作業可能な点検口の設置をお願いいたします。


