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この度は、当社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。 

1. はじめに 

1.1. 本書について 

本書は『ステンレス製フットスタンド』の取扱説明書です。 

設置、ご使用の前に必ず本書をご覧になり、正しくお取扱いくださ

い。 

本書は重要な書類です。 

必要な時にすぐ確認できるところへ大切に保管してください。 

1.2. 製品の受け入れについて 

製品の受け入れの際は、以下のことをお確かめください。 

① 型式 .......................... 納入仕様書に記載 

② 破損箇所の有無 

万が一、不足部品・仕様が異なる製品、破損した製品の場合、お手

数ですが、当社のお問い合わせ窓口（9 ページに記載）までご連絡

ください。 

1.3. 警告マークについて 

次の表示の区分は表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じ

る危害や損害の程度を説明しております。 

本書に使用される警告マークの意味は以下のようになります。 

警告 
取り扱いを誤った場合、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。 

注意 
取り扱いを誤った場合、傷害または物的損害に結びつくもの。 

禁止 
取り扱いにおいて、その行為を禁止するもの。 

強制 
取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するもの。 
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1.4. 安全にお使いいただくために 

警告 
本書に記載の用途以外に使用しないでください。重大事故に

つながるおそれがあります。 

警告 
火気や火花が出る器具の近くには設置しないでください。火

災や故障の原因となります。 

警告 

段差のない、丈夫で水平な床に設置してください。転倒やケ

ガ・作動不良の原因となります。 

警告 
換気が行える場所に設置してください。揮発した消毒液が充

満して気分が悪くなったり、引火のおそれがあります。 

警告 
本体を分解・改造しないでください。重大事故につながるお

それがあります。 

警告 
消毒液は、その製品の「使用上の注意」などをよく読んで使

用してください。 

警告 
消毒液は飲まないでください。健康を害するおそれがありま

す。 

注意 
製品の上に物を置かないでください。落下によるケガや故障

の原因となります。 

注意 
踏み台を踏む際は、力一杯踏まないようにしてください。ケ

ガや故障の原因となります。 

注意 
素足で踏み台を踏む際は、足の指が挟まれないようにしてく

ださい。ケガをするおそれがあります。 

注意 
ボトル受けとスタンド台の隙間に指を入れないでください。

ケガをするおそれがあります。 

注意 
定期的に点検をおこなってください。 

注意 
製品を廃棄するときは、各国・地域の法律または規則に従っ

て適切に廃棄してください。 

注意 
清掃は毎日おこなってください。雑菌が繁殖するおそれがあ

ります。 
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1.5. 用途について 

「ステンレス製フットスタンド」は消毒ボトルに直接触れることな

く踏み台（ペダル）を脚で踏むことにより消毒液を手元に供給する

ことを目的としております。 

1.6. 仕様について 

製品名称 ステンレス製フットスタンド 

製品型式 SFS-08 

主要材質 ステンレス製（SUS304） 

外形寸法 300×250×H902～1006mm 

本体重量 約 6kg 

適用消毒液 手・指消毒用 

※消毒液・消毒ボトルは取扱っておりません。別途お客様にてご用意くださ

い。 

1.7. 標準付属品 

品名 材質 サイズ 数量 

トラスねじ SUS304 M5×12L 4 

耐震マット（本体に貼付済み） ポリウレタン 50×50×3.0 4 

使用方法を表示したカード ラミネート 95×135 1 
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2. 各部の名称 

※「ステンレス製フットスダンド」は以降「スタンド」といいます。 

ボトル受け台

スタンド（本体）

踏み台

押さえ金具 

トラスねじ
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3. 設置方法 

【スタンドの設置】  

スタンドの裏面四隅に貼付され

ている耐震マットの保護シール

を剥がしてから設置してくださ

い。 

耐震マットは一度剥がれても再

度付け直すことができます。 

耐震マットの表面に埃、土、泥な

どが付着し、粘着力が低下した場

合は、水洗いなどで表面の汚れを

除去してください。使用による消

耗が激しい場合は新品との交換

をご検討ください。 

【押さえ金具の取付け】  

押え金具を付属品のトラスねじ

でスタンドに取付けてください。 

消毒液・消毒ボトルを設置後に位

置調整を行うため仮締め程度と

し、締めすぎないようにご注意く

ださい。 

押え金具が上下に稼働できるこ

とをご確認ください。 
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【押さえ金具の位置調整】  

ボトル受け台に消毒液・消毒ボト

ルを設置し、押さえ金具と消毒

液・消毒ボトルのノズル部分（可

動部）が接触していることを確認

してください。 

トラスねじを締め付けて固定し

てください。 

※トラスねじは緩みが発生しな

いようにしっかりと締め付けて

ください。 

【ストローク調整】  

スタンド下部の踏み台裏にある

調整用ボルトを操作することで

ストロークを調整することが可

能です。 

消毒液・消毒ボトルの噴霧量確認

しながら調整してください。 

調整用ボルト
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4. 使用方法 

スタンド下部の踏み台を踏むと

ボトルが上昇し手で触れること

なく消毒液が噴霧します。 

※消毒液・消毒ボトルを新品と交

換した直後は、すぐに噴霧されま

せん。噴霧されるまで繰り返し踏

み台を踏んでください。 

【使用方法の表示について】  

付属品の使用方法を表示したカ

ードを両面テープなどで使用者

がわかりやすい位置へ取付けく

ださい。 
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5. お手入れ方法 

製品の清掃は毎日おこなってください。 

製品に付着した汚れは、乾いた雑巾などで拭き取ってください。 

汚れが落ちないときは、薄めた中性洗剤を雑巾に浸み込ませて拭き取

ってください。中性洗剤を使用した後は、水で塗らした雑巾で洗剤を

拭き取り、乾いた雑巾で乾拭きしてください。 

注意 

中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。サビや変色

の原因となります。 

注意

金属製のブラシ、たわしは使用しないでください。製品に

傷が付くおそれがあります。 

6. トラブルシューティング 

故障かな？･･･と思ったら、まず次のことをご確認ください。 

症状：消毒液が出ない場合 

確認事項 対処方法 

消毒液の残量は十分あります

か？ 

消毒液・消毒ボトルを新品と交換

してください。 

消毒液・消毒ボトルは正しく取付

けられていますか？ 
5～6ページをご確認ください。 

押さえ金具の位置調整は適切で

すか？ 
5～6ページをご確認ください。 

ストローク調整は適切ですか？ 7 ページをご確認ください。 

上記をご確認になり、それでも症状が改善されない場合は、当社のお問

い合わせ窓口（9ページに記載）にご相談ください。 
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7. 保証について 

保証書 

製  品  名： ステンレス製フットスタンド 

型    式： SFS-08 

上記、弊社製造の製品につき、下記の保証をいたします。 

1) 保証期間 

購入日より 1年間 

2) 保証内容 

弊社製造の製品及び付属部品の保証期間内に現れる故障について、日

本国内で使用された製品に限り、弊社に起因するものと認める場合に

は、当該製品の取替または修理を無償でいたします。 

但し、本製品の故障により生じた損害についてはその責を負いません。 

3) 保証期間内であっても、以下の①～⑤項は保証の適用から除外されます。 

① 弊社の承認なく修理・改造を行われた製品 

② 製品の機能に影響する変更が加えられた為に生じた故障 

③ 設置工事の瑕疵、手入れ不十分、取扱い不注意、天災・地変等の弊

社の責ではない理由によって生じた故障 

④ 製品の使用、または保管のために補給する消耗品 

⑤ 製品の本体及び部品の塗装 

8. アフターサービスについて 

お困りごとがありましたら、下記お問い合わせ窓口にご相談ください。 

お問い合わせ窓口 

ホーコス株式会社 

建築設備機器事業部 

広島県福山市草戸町 4-1-13 

TEL 084-922-2855 

4297.2009Z 


