
足踏み式ディスペンサー

HC-8000 スタンド型

お買い求めいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

・ 取り付け上の注意事項
・ 使用上の注意事項
・ 移設・修理時の注意事項
・ 廃棄時の注意事項

・ 薬液の装着または交換方法
・ 高さの調整方法
・ 使用方法
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取扱説明書

20101111-00ＭＭ

サラヤ株式会社 〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06（6797）2525お問い合わせ窓口

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点の
　ご案内を承っております。

電話受付：平日（土日および祝祭日、弊社休日を除く） 9：00～18：00
　　　　   URL:http://www.saraya.com/

本製品は、幾多の検査、および品質管理を経てお届けしております。お客様での正常使用の中で万一故障した
場合には、この保証書記載内容にもとづき対応いたします。下記「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。
その際には必ずこの保証書をご提示ください。
なお、この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ご記入いただきました、お名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は、保証期間内のサービス活動および、その他の安全点検活動など
の為以外には利用いたしません。詳しくは、http://www.saraya.com/privacy でご確認ください。
お電話でのお問い合わせは、06-6797-3111個人情報担当（平日9時～17時）まで お問い合わせください。

※設置場所変更・ご移転の際には、事前に下記「お問い合わせ窓口」までご相談ください。

保  証  規  定
1.　「取扱説明書・本体注意ラベル」などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、
無料交換（修理）いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張対応は、出張に要する
実費をいただきます。

2.　次の場合には、保証期間内であっても保証いたしません。
　　（イ）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障・損傷。
　　（ロ）納品後の移動・落下・輸送による故障・損傷。
　　（ハ）火災・塩害・ガス害・異常水圧・異常水質、および地震・雷・風水害・その他の天災地変による故障・損傷。
　　（ニ）保証書のご提示がない場合。
　　（ホ）保証書に未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3.　この保証書は日本国内においてのみ有効です。
　　This warranty is valid only in Japan.
●この保証書は、明示した期間および条件のもとにおいて無料対応をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行して
　いるもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
　詳しくは「取扱説明書」などをご覧ください。なお、ご不明な場合はお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

保　証　書

型　　式 HC-8000

フ　リ　ガ　ナ

お　名　前

ご　住　所

ご担当部署

設置場所

ご担当者

保証期間製造番号 年　　月　　日から  １年間 

TEL.（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　－
FAX.（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　－

都 道　　　　　　　　　　　　　市 区
府 県　　　　　　　　　　　　　郡 　

 ※「各部の名称」ページ参照 （ご購入日）

個人情報の「利用目的について」はこの枠内をご参照ください。



当社指定の薬液以外は使用しない。
故障の原因になります。

薬液は絶対に飲まない。
健康を害する恐れがあります。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでもご確認いただける場所に保管してください。
本取扱説明書で不明な点は、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）までご連絡ください。

（※１）重傷とは、失明やケガ、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療の
ために入院や長期通院を要するものをさします。

（※２）傷害とは、治療に入院や長期通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。
（※３）損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

表示の説明

注 意

警 告 絶対に行わないでください

必ず指示に従ってください

図記号の説明
誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷
（※１）などに結びつく可能性があるもの

誤った取り扱いをしたときに傷害（※２）、または
家屋・家財などの損害（※３）に結びつくもの

安全上のご注意 1 安全上のご注意 2

取り付け上の注意事項

警 告
仕様に定める規格に従い取り付け、
使用する。
規格外での取り付け・使用は、ケガや事故・
故障の原因になります。

丈夫で、段差のない水平な場所に確実
に取り付ける。
取り付け上の不備がある場合や段差がある
場所でペダルを踏んだ場合、転倒やケガ・故障・
誤作動の原因になります。

湿気やほこりの多い場所には取り付け
ない。
故障の原因になります。

火気や火花が出る器具の近くには取り
付けない。
火災や故障の原因になります。万一に備えて
近くに消火器を設置してください。

直射日光の当たる場所、高温になる
場所には取り付けない。
変形、火災の原因になります。

換気が十分に行える場所に設置して
換気する。
換気が不十分だと、揮発した薬液が充満して引火
する危険性や気分が悪くなることがあります。

ペダルを乱暴に踏まない。
乱暴に扱うと故障の原因になります。

手洗い・消毒以外の目的で使用しない。
薬液で顔や頭などを洗わない。石けん液や
消毒液が目に入ると危険です。

使用上の注意事項

警 告
製品に水をかけない。
故障の原因になります。

火のついたローソクやタバコなどの
火気や、揮発性の引火物を近づけない。
変形や火災の原因になります。

注 意
製品の上に物を置かない。
落下によるケガや故障の原因になります。

落としたりぶつけたりして、強い衝撃
を与えない。
故障の原因になります。

アルコール系消毒液の霧を吸い込まない。
薬液中のアルコール成分は、鼻やのどなどの
粘膜に刺激があります。

薬液は、その薬液の「使用上の注意」など
をよく読んでから使用する。

アルコール系消毒液で濡れた手を火気
に近づけない。
消毒液に引火した場合、やけどや火災の原因
になります。

薬液を装着するときは薬液がこぼれ
ないように注意する。
薬液がこぼれた場合はすぐに拭き取る。床面
などの変色や、すべって転倒するなどの事故
の原因になります。

定期点検を行う。
装置の安全および性能を保つため、定期点検
と清掃作業を行ってください。

長期間使用しないときや保管するときは、
本体とトレーを拭き、必ず薬液ボトルを
取り外す。

素足でペダルを使用する場合は足の
はさみ込みに注意する。
足がペダルの下にはさまれるとケガをする
恐れがあります。



各部の名称 4

パネル

カバー

ボトル保持具

薬液ボトル（別売品）

ボトル側支柱

トレー

ペダル側支柱

支柱高さ調整ナット

ボトル受け固定ナット

ボトル受け

ペダルゴム

架台ゴム

ペダル

架台

移設･修理時の注意事項

絶対に分解・修理・改造は行わない。
ケガや故障の原因になります。修理についてはお買い求めの販売店、または当社のお問い合わせ窓口
（裏表紙に記載）にご相談ください。

警 告

安全上のご注意 3

廃棄時の注意事項

製品を廃棄するときは、各国・地域の法律または規則に従う。

注 意

トレーに溜まった消毒液を捨てるときは、火気のある場所に捨てない。
火災の原因になります。

警 告 ボトル部分組品

ペダル部分組品

ロットラベル（背面）
※「製造番号」記載

本体



取り付けについて 6各部の名称 5
外観寸法図

寸法単位：ｍｍ

260

181

6
3

270
3
2
6

1
1
5
5
～
1
5
5
5

付属部品の取り付け方法
①トレーを取り付けます。

②まずパネルのツメを引っ掛けてから、パネル全体
を取り付けます。

③パネルに任意のパネルラベルを貼り付けます。

パネルラベルは、デザインの違う2種類のラベルを、石けん
液用と消毒液用とで計4枚付属しています。

注  意

パネル

ツメトレー

パネルラベル

架台の取り付け方法
①本体に架台を取り付けます。

②ねじ（Ｍ４×8）６本で仮り止めします。

③側面のねじ４カ所を本締めしてから、最後に背面
のねじ２カ所を本締めします。

架台

ねじ（Ｍ４×8）

本体



取り付けについて 7 取り付けについて 8

●ボトル側支柱の角管がペダル側支柱の角管の中に、ボトル側
支柱がペダル側支柱の中に入るように差し込んでください。
●トレーとペダルの向きを合わせてください。

注  意

③向きに注意して、ボトル側支柱をペダル側支柱に
差し込みます。

④パネルを取り付けます。

※ボトル部分組品がペダル部分組品（4ページ
「各部の名称」を参照）から抜けてしまった
場合は、次の手順で取り付けてください。

①パネルを取り外します。

②ボトル側支柱の角管を回して、ロッドピンがボトル
押下部に触れるまで動かし、ロッドピンの位置を
調整します。

支柱が抜けた際の取り付け方法

●ロッドピンはボトル押下部に触れたら、それ以上は上げない
でください。
●正しく調整されていないと、正常な吐出（噴射）量になり
ません。

注  意

ペダル側支柱

ボトル側支柱

ボトル側角管

ペダル側角管

ボトル側角管

ボトル押下部

ロッドピン

ボトル部分組品
（背面）

トレー

ペダル

架台のゴムを外し、ねじで床面に固定することが
できます。

スタンドの固定方法

●固定用のねじは付属していません。別途お買い求めください。
●架台の穴径はφ8なので、それに合ったねじを使用してくだ
さい。

注  意

架台

ねじ（付属していません）

ゴム（４カ所）



ご使用方法 10

本製品は、ペダルを踏むことによって薬液の入ったボトルから薬液を吐出（噴射）させる装置です。
一度足を離し、再度､ペダルを踏むことによって、繰り返し吐出（噴射）させることができます。

ご使用方法 9

①カバーが止まる位置まで上げます。

②ボトル受け固定ナットをゆるめて、ボトル受けを
下げます。

③図のようにボトル保持具に薬液ボトルを合わせます。
※このとき、薬液ボトルの頭がボトル押下部にあたら
　ない場合は、薬液ボトルの頭がボトル押下部に
　あたるようにボトル保持具の位置を変更して
　ください。（10ページ「ボトル保持具位置の変更
　方法」を参照）

③薬液ボトルが固定される位置までボトル受けを
上げてボトル受け固定ナットを締め、カバーを下げ
ます。

薬液の装着または交換方法

カバーは引っ張りすぎると外れてしまうので、強引に引っ張ら
ないでください。

注  意

カバー

ボトル受け

ボトル受け固定ナット

ボトル保持具

薬液ボトルの頭

ボトル押下部

薬液ボトル

カバー

ボトル受け

ボトル受け固定ナット

　ボトル保持具を手前に引っ張ります。

　引いた状態のまま、突起部分が上（または下）の穴に入る位置に移動させます。

　ボトル保持具を差し込みます。

ボトル保持具位置の変更方法

隙間ができる →　　場合



ご使用方法 11

ペダルを踏むと薬液が吐出（噴射）します。

使用方法

支柱高さ調整ナットをゆるめて高さ目盛りを参考に
任意の高さに設定し、支柱高さ調整ナットを締めて
固定します。

高さの調整方法

●新しい薬液ボトルを装着した直後は、すぐにノズルから
薬液は吐出（噴射）しません。薬液が吐出（噴射）するまで、
繰り返しペダルを踏んでください。

注  意

お手入れ方法 12

本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。
汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、適度に薄めた中性洗剤をふくま
せた布で拭き取ってください。そのあと、水で濡らしてよく絞った柔らかい布で洗剤を拭き取り、最後に
柔らかい布でから拭きしてください。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど
化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

注  意 次のものは使わないでください。

ノズルに薬液が固まったりゴミが詰まったりすると、
吐出（噴射）が正常に行われなくなり、十分な機能が
発揮されません。次の要領でノズルの掃除を行って
ください。

①ノズル先端のみを約2分間お湯（約70～80℃）に
浸します。
※浸したあと、吐出（噴射）穴の付着物（薬液の結晶
やゴミ）が取れていない場合は、ノズルの吐出
（噴射）穴にφ0.5mm以下の針金（φ0.5mmシャープ
ペンシル用の芯詰まり取り針など）を差し込んで
付着物を取り除いてください。

②吐出（噴射）状態を確認します。

ノズルの掃除方法

トレーが汚れてきたら、トレーを取り外して洗浄して
ください。

トレーの掃除方法

●ノズルの吐出（噴射）穴を針金で掃除する際、ノズル内部の
部品を傷つけないように注意してください。
●お湯を扱う際は、やけどをしないように注意してください。
※確認後、吐出（噴射）状態が異常なときは、薬液ボトルを
交換してください。

注  意

お湯（約70～80℃）

ノズル

トレー

支柱高さ調整ナット

ペダル

高さ目盛り

ゆるむ締まる



修理を依頼される前に 13

故障かな？…と思ったら、まず次のことをお調べください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合症状が解消されない場合には、ご自分で修理なさらないで、
お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

●薬液切れではありませんか？

●ノズルに薬液が目詰まりしていませんか？

●ポンプが本体取り付け部に確実に装着されていますか？

●ボトル保持具の位置は正しい位置に合わせていますか？

症　状 調べるところ ページ

薬液が
吐出（噴射）
しないとき

9～11
12
9～11
9・10

仕　様

足踏み式ディスペンサー

HC-8000

Ｗ270 × Ｄ326 × Ｈ1155～1555 ｍｍ

約4.6kｇ（梱包、付属品および薬剤は除く）

本体カバー（パネル）…… ＰＰ
ボトル受け ……………… ＰOM
支柱 ……………………… SUS304
支柱高さ調整ナット …… ＰOM
架台（ペダル）…………… SUS304
トレー …………………… ＰＰ

５～35℃（薬液に適切な流動性が保たれていること）

２０～８5％（結露なきこと）

当社指定の薬液

名　　　　称

型　　　　式

外  形  寸  法

製  品  質  量

　
　

材　　　　質
　
　
　

使用環境温度

使用環境湿度

使用薬液（※）

項　　　　目 内　　　　容

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

※ 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。 
　 他社の薬液を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

保証とアフターサービス 14

●裏表紙に保証書が付いています。
　保証書に必要事項をご記入のうえ、内容をご確認いただき大切に保管してください。
●保証期間はお買い上げの日から１年間です。
　なお、保証期間中でも保証できないことがありますので、保証書をよくお読みください。
●保証期間経過後の対応については、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ
　窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

保証について

●アフターサービスでお困りの場合は
　アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店、もしくは当社の
お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。
　※故障の場合は、ご購入日、本製品の型式と、できるだけ詳しい故障状態をお知らせください。
●転居されるときは
　ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い
求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。
　ご転居先での販売店、もしくは最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。

アフターサービスについて
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