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製品説明

（詳細図）

材質　：アクリル
サイズ：1600×750×580mm
容量　：240L

（オーバーフローまで）

カラー：マットホワイト
　　　　/ ホワイト

INNOCI reserves the right to make changes or modifications on any of its products without advance notice.
（注意）ＩＮＮＯＣＩ製品は、品質向上のため予告なく仕様変更や改良を行う場合がございます。予めご了承ください。

NB25610M-5F/NB25610W-5F
PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS

ROUGH-IN  DIMENSIONSA
Unit : mm

PRODUCT DESCRIPTION

Colors Available : DumbWhite
                            / White

Material: Acrylic

Capacity:240L
(Below the overflow)

Size: 1600X750X580mm

  1.6m INTEGRATED BATH 

（詳細図）
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TOOLS AND MATERIALS REQUIRED (NOT SUPPLIED)B

1. Please read the instruction carefully before beginning to install. 
2. Please follow steps in the instruction to install this product or 
    may result in costly mistake.  innoci shall not be responsible for 
   any loss from that mistake.
3. Professional help is required for installation of this product

    Inspection 
(1) Before starting installation, check and ensure bathtub, are free 
      of leaks that may occur during delivery.
(2) Check and ensure bathtub surface is free of hit and damage.
(3) The floor under the bottom of the bathtub must be able to support 
      the weight of 1000 kg or above.
(4) The hot water supply shall reach to 70% of the maximum 
     volume of the bathtub or above.
(5) Please carefully refer to the bathtub size and actual positions of
     the wate pump in the installation dimension diagram and 
     compare them  with the actual bathtub to determine the accurate
     installation dimensions.
(6) Check the installation dimensions and bathroom dimensions 
     to ensure there is sufficient space to install the bathtub.

       WARNING
(1) To facilitate install and maintenance bathtub’s key parts like 
      drainage system,  DON’T wall up bathtub with cement or tiles.  (2)

DON’T remove bathtub protecting film during installation.(3)
NO bulbs or open fires are allowed to place in bathtub during 

      installation
。(4)

NO stuff like sand, cement or other sundries are allowed to
      place in bathtub as that would likely  damage bathtub surface.(5)

Please install access door for future maintenance.

A.Tools Required

 .Adjustable pipe
   wrench
 .Level
 .Safety shoes
 .Safety glasses
 .Square
 .Screwdriver
 .Pliers
 .Electric drill
 .Tape Measure
 .Pen

B.Materials Required

 .Wall coverings,as necessary
 .Silicone sealant
 .Gypsum cement(optional)
 .Construction adhesive(optional)

ATTENTIONC

A . 工具

.  パイプレンチ

.  水平器

.  安全靴

.  安全眼鏡

.  直角定規

. ドライバー

.  ペンチ

.  電動ドライバー 

.  巻き尺

.  筆記具

B . その他

.  養生材

.  シーリング

. モ ルタル ※

. 各種接着剤 ※
※ 必要に応じて現場にてご用意く下さい。

（工具その他　用意するもの）

（注意事項）
1、 施工前に本説明書をよくお読みください。
2、 必ず、施工説明書の指示通りに施工をしてください。
　   指示通り以外での施工に起因する事故および故障に関しては、当社で
       は責任を負いません。
3、 本製品の取付けおよび施工は、必ず専門業者が行ってください。

(1)   施工前に、輸送に起因するバスタブの破損や配管のゆるみなどがないか
        確認してください。

(2)  バスタブの表面に傷や損傷がないか確認してください。

(4)  施工中は、熱源や電球など照明器具および火器類をバスタブの上や近く
　   に置かないように気を付けてください。

(5)   砂やセメントなどの資材や、工具等をバスタブの上に置かないように注意
　    してください。

(1)  排水部分など重要箇所のメンテナンスを行うため、浴槽本体をモルタル
       や構造体などで囲ったり固定しないでください。

(2)  施工が終了するまで、バスタブ表面に貼ってある保護フィルムは剥がさ
　   ないでください。（保護フィルムが貼ってある商品の場合）

(3)   施工前や作業中にバスタブ本体に傷やダメージが付かないよう十分注意
　   してください。

注意事項

(4)  バスタブ満水容積の70％以上になるように給水してください。
　   ジェットバス等ウォーターポンプがある製品の場合は、水量が少ない
　   状態でシステムを起動するとエラーや故障の原因となります。

(5)   施工前に、実物のバスタブサイズとウォーターポンプの位置を図面と
　    照合し、設置寸法等を確認してください。
　 （※ジェットバス等ウォーターポンプがある製品の場合。）
 (6)   取付けサイズとバスルームのサイズを確認し、バスタブ本体を浴室内
　   に無理なく配置してください。

(3)  バスタブを設置する床は、耐荷重1.000Kg以上で設計してください。

施工前の確認事項
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INSTALLATION STEPSD

1

2

1、  Place the bathtub in the suitable position , adjust the supports
  to make it level.Tighten the nut to fix tthe height of the bathtub.
  The bathtub must be installed level.Floor should be
  flat,level and free from any bumps or protrusions.

2、

、

Installing the drain
Put the bathtub on the installation location. Tilt the bathtub
properly and drain pipe at the bottom should be inserted

 into preformed drain hole which should  be 120-250mm 
 away from drainage valves.

2、　配水管の施工
　　 　床排水口は、バスタブの排水穴中心より120-250mm離した位置に計画して
　　　 ください。

(施工手順）

1、  バスタブを設置します。
バスタブ下部のアジャスターでレベル調整をして、ナットで脚部を固定します。
注意：バスタブは、必ず凸凹のない水平面に設置してください。

3 3 Cleaning after installation
When the installation is completed, remove the protective film from 
the product carefully; do not use abrasive cleaning tools to clean.
At last,between the exterior bottom of bathtub and the ground, use 
neuter glass glue to evenly seal round and the bathtub will be fixed 
after solidification. 

3、   浴槽設置後の仕上げ

設置が完了したら、バスタブの保護フィルムを注意深く剥がしてください。
(注) アクリルの特性上、深いキズが付いた場合を除き、通常は研磨材を含んだ
　　洗剤は使用しないでください。

バスタブと床面をシールで固定します。
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CHECK AFTER INSTALLATIONE

YES/NOCheck list
1、Please make sure there's no damage in the tub.

2、Please make sure the drainage pipeline is clear.

3、Please make sure the tub is stablized.

4、Please make sure the water supply is well connected.

YES/NOCheck list
1、バスタブに傷や損傷がないか。

2、排水経路につまりがないか。

3、バスタブが固定されているか。

4、給水管がしっかり接続されているか。

(施工後の確認事項）
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5. Do not allow paint, paint remover like chloroform or any
    strong organic solvent like acetone in contact with any bath
    surfaces,or bathtub  surface would be softened, melted or 
    crackle.
6. Do not place flaming cigarette on bath or it would burn 
   bathtub surface.

7.NO bulbs or open fires are allowed to place in bathtub lest
   bathtub surface is damaged.

How to remove scratch:
■　Brighter Tub Repair Program:
（1）If scratch is slight, spray metal polish or car polish on 
         scratch at  first,and then use electric  polishing machine
         to resume glossy surface.
（2）If scratch is deep, use 2000#  abrasive paper to remove 
          scratch at first, and then use same method as (1) to
         resume glossy surface.

1.  Clean the  bathtub immediately after use  as soap, body fat 
     and dirt  are easy to be removed at the time before  bathtub 
     dry.

2.Clean the bathtub frequently if using in high hard water area,
    where high calcium content in water would leave yellow spot 
     after dirt attaching on bathtub surface.

3.Please use soft cloth with neutral cleaner or soap to clean
    bathtub, and  wipe then wipe its surface to dry.

4.No hard stuff or abrasive stuff like cleaning powder are 
   allowed to clean  bathtub, as that would corrode, scratch and 
   dull bathtub surface.

F MAINTENANCE

■　Dumb Tub Repair Program:
（1）If there is a slight scratch or scratch on the surface of the

bathtub, just use cotton cloth and toothpaste to clean it.Yes, if it's a 
stubborn stain, use 600 # sandpaper to polish the surface, and use
cotton cloth to add teeth.Clean the cream! (Sandpaper polishing needs
to be in the same direction)

（2）If scratch is deep, use 600#  abrasive paper to remove scratch at
          first, and then use same method as (1) to resume glossy surface.

(Sandpaper polishing needs to be in the same direction) 

（メンテナンス）

1、 使用後は速やかに洗剤でバスタブのお手入れしてください。
　    乾く前にお掃除をすると、皮脂や汚れを簡単に落とせます。

2、 水質が硬水の地域は、カルシウム含有量が高いためバスタブに黄色
        い斑点状の汚れがつきやすくなります。長くきれいにお使いいただ
        くために、ご使用後は常にお掃除してください。

3、 お掃除は柔らかなスポンジを使用し、中性洗剤で綺麗に洗い、未使用
         時は乾燥状態を保ってください。

4、 硬いスポンジや布、研磨剤の使用はしないでください。それらを使
　    用すると、バスタブが傷つき表面の光沢が失われる原因となります。
　（アクリル製品の場合）

5、 バスタブには、塗料、クロロホルムやアセトンなどの有機溶剤などを
　　付着させないでください。　それらの薬品によりバスタブの表面が
　　軟化、溶解、ヒビが発生する可能性があります。

6、 火のついたタバコをバスタブ表面に置かないでください。

7、 バスタブには、発熱する電化製品や電気器具、火器類は近づけな
　    いでください。

       電球や火のついたロウソクなどをバスタブの中で使用しないでくだ
　    さい。バスタブの表面をいためる原因となります。

 バスタブ表面のキズの対処方法

 ■　バスタブ／ツヤありタイプ

 ■　バスタブ／マット（ツヤなし）タイプ

(1)     軽い擦りキズ程度であれば、メタルコンパウンド等などを用いて電
           動研磨機で磨けば光沢がもどります。

(1)  バスタブ表面に小傷ができた場合は、布と歯磨き粉で磨いてくだ
       さ い。頑固な汚れの場合は、600番の紙ヤスリで表面を磨いた後、
       同様に布と歯磨き粉で磨いてください。
　  (  紙ヤスリで磨く場合は、必ず同じ方向に磨いてください。）

(2)     上記でも修復不可能なキズの場合は、2000番の紙ヤスリでキズ部分
　      を磨いてから、上記（1）の方法を施してください。

(2) 上記でも修復不可能なキズの場合は、600番の紙ヤスリでキズ部分
　   を磨いてから、上記（1）の方法を施してください。


