
 
 

１）⽔平器

２）49mmナットの締付可能スパナ⼯具（排⽔栓取付に使⽤）

３）プラスドライバー #＋２

５）モンキースパナ ２個

６）六⾓レンチ # 2.5・＃４

メジャー ・指⾦３０cm 以上（物差など）

カッターナイフ ヤスリ （樹脂バリ取りできる物）

組⽴前に事前ご確認、ご⽤意ください。

シールテープ

４）マイナスドライバー

（ パイプレンチ 可 ）

商品受取 ご確認について

● 運送会社の規定により、商品が到着後は必ず商品の梱包状態、商品本体状態、

● 商品到着から3⽇以内に梱包を開梱して部品数など状態をご確認ください。
※商品到着から3⽇以内、初期不良対象期間です。

（２）お客様送料ご負担のご了承（初期不良を除く）を頂いてからの部品発送させて頂きます。
詳しくは、ご購⼊サイト商品ページの ◆ 保証について ◆ 掲載内容の ご参照願います。

※ 部品交換等が発⽣した場合におきましての弊社から代品発送対応の期間にかかる

予め ご理解、ご了承頂きます。

浴室機器商品受取後の御確認・組⽴⼯具のご案内

ガラス扉等・FRP樹脂筐体等をご確認いただき、万が⼀商品に輸送時の破損があった場合は
（１）運送会社に、荷物破損の状況をご連絡ください。運送会社送り状に 問合せ番号、

電話番号の記載がございます。

コーキング・コーキングガン

（２）弊社に破損状況の写真を撮影頂き、mailにて送付及び状況をお知らせください。
（ご購⼊時のご連絡mailアドレスからで結構です。
⼜は、弊社 お客様総合窓⼝ salemarket.service@gmail.com   からも承ります。

商品受け取り確認

商品開梱部品確認

７）電動ドリル 及び φ2.5mm・φ３.2mm・φ３.5mm ドリル刃とも

（１）弊社に状況の写真を撮影頂き、mailにて送付及び状況をお知らせください。
（ご購⼊時のご連絡mailアドレスからで結構です。
⼜は、弊社 お客様総合窓⼝ salemarket.service@gmail.com からも承ります。

初期不良対象外の場合には、部品送料が お客様ご負担となりますのでご了承ください。

● 万が⼀商品部品の数量・状態に 不具合があった場合には、弊社は、速やかに対応させて頂きます。

3⽇を経過した場合、初期不良の対象にはなりません。

お客様側の⼈件費、⼯事遅延等の費⽤は補償対象外とさせて頂きます。
⼯事遅延等の理由がありましても、弊社から作業員出向対応は、致しません。

組⽴に必要な⼯具・資材

梱包受⼊確認・組⽴⼯具 − 1 −



 

パイプ
ハンドシャワー

A2 
1-1 ) 梱包品LIST LU8282-S・LU8282-CP 共通

A９

A1

TRAY･･･１

扉･･･１

A４

･･･１

A５

･･･２

天井

A６

･･･ １

A８

A11 ①

A12 

A11 ②

A14 A15

A18A17 A19

A20 A21

Ver0_rev0

（M4×25）

なべネジ

HW・N

･･･1  set

A50

（両サイド⾦属）

A3 

側⾯ガラス
･･･２

扉レール BACK ボード

A７

･･･ １ ･･･ １

･･･ １

ホースバンド

･･･ 8

A10
ハンシャワー

ホース

混合栓バルブ

･･･ １ ドレン･･･１

（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

排⽔ホース
パッキン･･･１

L型ホース継⼿

･･･１

ホース仕様により
付属しない場合があります。

A13

･･･ ２

ホース仕様により
付属しない場合があります。

なべ頭タッピングネジ

（⾸下Ｌ=約35mm）
L

L

扉ハンドル

⾦属フレーム付）

･･･ ２

上側扉ローラーA16 

･･･ ２

下側扉ローラー

（回転レベル
調節部）

･･･ ２

（スプリング
上下 動作）

（⾸下Ｌ=約16mm）

･･･ 18

なべ頭タッピングネジ
化粧キャップ

･･･ 16

防⽔シール
･･･２

扉 上下取付⽤
扉当たりパッキン

･･･１

A51
扉マグネット帯

･･･ ２

A40 ②
継⼿付きホース
仕様の場合

A40 ①
ホース単品 仕様の場合

ハンドシャワー
ヘッド

材料 − 1 −
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A31

FANカバー
･･･２

ご注意 ： タッピングネジは、太さ・⻑さが異なり、誤った場所にねじ込みしますと

組⽴前に仕分けして、 お間違えの無いようご注意ください。
ネジ折れやパーツの破損となる場合があります。

CP51 FAN

･･･1

CP51 FAN 取付⽤

･･･２

最⻑タッピングネジ
CP52 天井照明

･･･1

CP53 ACアダプター

･･･1

LU8282-CP 専⽤LIST 梱包品

※ LU8282-S には 下記パーツは付属されませんので、ご了承ください。

CP54 コントローラー

･･･1

材料 − 2 −



☆ ご購⼊頂きありがとうございます。組⽴前にお読み ご確認ください。

Ver0_rev0組⽴説明資料
シャワーブースLU 8282シリーズ

※ 商品が届きましたら必ず開梱して各筐体、ガラス等状態確認してください。

商品筐体・ガラスなど割物ですので万⼀破損がございましたら以下の御対応願います。
①商品ダンボール貼付の運送業者に破損の報告、送り状番号など、お伝えください。
②弊社、ご購⼊時の連絡e-mailに破損した商品写真を撮影添付して破損、⽋品等につきましては

e-mail : salemarket.service@gmail.com
マニュアルの【1-1 ) 梱包品LIST 】記号番号・名称を記載、状況についてmailにて お送りください。

樹脂パネル材にラップ状保護フィルムが表⾯となる側に貼られています。

保護フィルムの下層に樹脂光沢⾯が有ります。保護フィルムをはがして頂きますと光沢⾯が現れます。

商品開梱取り出し時には、TRAY・BACK 樹脂ボード・天井等に保護フィルムが貼られています。

組⽴前・ご使⽤前に保護フィルムをはがしてご使⽤ください。

状態としまして⼯場での製作加⼯⼯程の番号・⼨法罫書き線などマジック記載が
ある場合がございますが 品質として問題ございませんのでご容赦ください。

樹脂部材の保護フィルム説明

ガラス板を寝かした状態で持ちますと
ガラス板がタワミ、割れる危険があります。 ガラス板を地⾯に対して垂直（縦）に

ガラス板にタワミができない様に

● ガラス板の取扱のご注意

した状態で慎重に取扱ください。

（本紙では、LU8282-S  からの参考写真となっております。
LU8282組⽴⼿順の互換資料としてご活⽤ください。）

組⽴1 1



1）TRAY排⽔取付

シャワーブース設置場所が浴室以外の場合、漏洩対策としてコーキング塗布をおすすめします。

コーキング・排⽔栓取付⼯具
シリコンコーキング（透明）

締付⼯具（スパナ、ヤスリ、パイプレンチ等）
コーキングガン

１）Ｔ１TRAYの表⾯保護フィルムを剥がします。
取付⽳のバリ・異物・突起などを除去します。

３）ストレーナがはまっていた部分を半時計⽅向に
回して取り外します。パッキンも取り除きます。

Ver１・rev０

２）排⽔ユニットからフタ・ストレーナーを
引き抜くと外れます。

４）ボディーとパッキン接する⾯の全周に
コーキングを塗布します。

この部分が外れます。

（パッキンは⿊⾊⼜は⽩⾊）

５）ボディーに4)塗布したコーキングの上に

表⾯全周にコーキングを塗布します。
パッキンをはめてパッキンの上⾯

６）ボディーより３）で外した部品の裏側リブに
表⾯全周にコーキングを
塗布します。

（ ネジに付着に
ご注意ください。）

７）６)パーツに塗布したコーキングの上に
パッキンをはめてパッキンの上⾯
表⾯全周にコーキングを塗布します。

パッキン

パッキン

（ ネジに付着に
ご注意ください。）

パッキン

パッキンパッキン

８）７)コーキングしたパーツをTRAYの
ブース床⾯側から取付⽳に
差し込みます。

９）コーキングしたパッキン付きの
排⽔ボディーをTRAY背⾯から
時計⽅向に回して取付します。

（ 排⽔ホース取付の⽅向に
向く様に相⼿側パーツの

⾓度調節しながら、しっかり
締付します。

コーキング
コーキング

コーキング

１０）排⽔ホースを排⽔ボディーに取付します。

組⽴1 2



Drain 取付は以上です。

TRAYを実際設置場所に置いて傾斜・凸凹に対してアジャスター調整をします。

中央など床⾯に接していないアジャスターも確実に床⾯に接するように調整します。

１）アジャスターをスカートから⽬⾒当で約３〜５mm程出るように調整します。

床⾯とスカートの間に

２）TRAYを実際に設置する場所に置いて⽔平器で前後斜めの
⽔平確認しながらアジャスターで調整をします。

ガタツキ確認をして必要があればアジャスター再調整をして⽔平・ガタツキ無しに調整します。

約３〜５mm

TRAYの調整は、ここまでです。

実際の組⽴はユニット背⾯の組⽴作業がありますので体が⼊るスペースが
取れる所にTRAYを仮置きして組⽴が完成したらユニット全体を設置場所に
給湯・給⽔・排⽔接続してから所定の場所に移動させます。

11）取外しましたストレーナー・フタを排⽔ボディーに取付けます。

隙間ができるようにします。

0mm

２）TRAY⽔平レベル調整

組⽴1 3



『 A3：側⾯ガラス』

（凹凸有り）

3）扉レールとサイドガラス取付

アドバイス： 『 A:5 扉レール 』の断⾯部のネジ下⽳部の⽳を組⽴前に事前加⼯をおこないますと

① ⽮印側レール断⾯のそれぞれ2カ所

（ レール4本×各2カ所 計 8カ所を 加⼯ ）

『 A3:側⾯ガラス』に上・下 『 A4 扉レール 』を取付

ネジ下⽳をφ3.5mm ドリルで⽳を広げます。
⽳加⼯後にレール断⾯のそれぞれ2カ所の⽳に

②『 A14:タッピングなべ頭ネジ（⾸下Ｌ=約35mm）』

3/4以上 ねじ込みをして確認を推奨します。
確認後、ネジは 取り外してください。

（ 電動ドライバー）

・ ⽳の深さは、取付ネジ⻑さ以上
上下扉レールにネジで取付します。

レール 組⽴時に ネジが⼊れやすくなります。

① 『 A3：側⾯ガラス』に上・下 『 A4： 扉レール 』を『A14： なべ頭タッピングネジ』で取付します。
『 A3:側⾯ガラス』フレームに中・外があります。断⾯の凹凸が有る側が中側です。
同様に『 A4： 扉レール 』にも中・外があります。断⾯の凹凸が有る側が中側です。

上扉レール取付向き

ネジ下⽳

外側 中側

下扉レール取付向き
外側 中側

（凹凸有り）

扉レール

扉レール

『 A3：
側⾯ガラス』

『 Ａ6：BACK ボード』の背⾯側から
① 『 Ａ6：BACK ボード』の背⾯から

『 A10：混合栓バルブ』の

出します。

②『 A10：混合栓バルブ』の取付⾓度位置決めを
してからマジックで
ねじ⽳からBACKボードに

銀メッキ部を中側に

印を付けます。

4）混合栓の取付

『 A10：混合栓バルブ』を取付準備・取付します。

背⾯側 中側

組⽴2 − 1 −



③ BACK ボードに φ2.5mm程度のドリルで
マジック印の中⼼に下⽳を
開けてからφ3.5mmドリルで
ねじ⽳を開けます。

④『 Ａ6：BACK ボード』の背⾯から
再び 混合栓バルブ を中側に
出します。
中側から付属の取付ネジで
混合栓バルブ を固定します。

5）ハンドシャワーパイプの取付

樹脂パーツの⽳から『 A20：なべ頭ネジ 』を通して『 A6: BACKボード 』内側の上部の⼩⽳に通して
１）『 A7：ハンドシャワーパイプ 』 上部銀⾊カバーを上⽅向にずらして外します。

『 A6: BACKボード 』背⾯側から『 A20：平ワッシャ + ナット 』で取付します。上部カバーを被せてください。

BACKボード表⾯

②『 A7：ハンドシャワーパイプ 』下部樹脂オスネジを

下部樹脂オスネジはホース継⼿接続部となります。
BACKボード背⾯から樹脂ナットで固定します。

『 A6: BACKボード 』

⑤ カバーを銀⾊ボディーから

カバーを被せて取付けます。
BACKボードの根元まで

⑥ 混合栓バルブ取⼿根元の
プラスチックキャップを

⼀端外します。

⑦ 混合栓バルブ四⾓樹脂レバーに
取付けてマイナスドライバーで

締め付けます。

（製造時期により六⾓レンチ
ネジ⽌めの場合もあります ）

⑧ 混合栓バルブ取⼿根元⽳に
プラスチックキャップを

はめ込みます。

BACKボード
裏⾯

BACKボード表⾯
BACKボード

裏⾯

組⽴2 − 2 −



③『 A10：混合栓バルブ』と【A7：ハンドシャワーパイプ】 の
下部樹脂オスネジを 継⼿付きホースで接続します。

【A40① : ホース単品】

【 A12: L型ホース継⼿】
【A13: ホースバンド】

ホースバンドをホースに通した状態で混合栓上側の
タケノコ状の奥までホースを差込して、
ホースバンドでホースを締め付けます。

ホースバンドをホースに通した状態で
【 A12: L型ホース継⼿】のタケノコ状の奥まで

差込して、ホースバンドでホースを締め付けます。

A12: L型ホース継⼿を【A7：ハンドシャワーパイプ】の
下部樹脂オスネジを 継⼿付きホースで接続します。

ホース単品仕様の場合

継⼿付きホース仕様の場合

【A40② : 継⼿付きホース】を
【A7：ハンドシャワーパイプ】の
下部樹脂オスネジを 継⼿付きホース接続します。

【A13: ホースバンド】

BACKパネル背⾯側

BACKパネル背⾯側

6）BACKパネルを取付

A18

【A6: BACKボード】

位置を合わせます。左上にドリルφ3.2で貫通後に仮ネジ⽌めして
『 A３: 側⾯ガラス 』の⾦属フレーム部と『 A6: BACKボード 』の

右上にドリルφ3.2で貫通後に仮ネジ⽌めして、左下、右下と
個々に四隅の位置決め、⽳開けネジ⽌めしますと
⽳開けしたネジ⽳があわせやすく固定出来ます。

【A18：なべ頭タッピングネジ】

L

（⾸下Ｌ=約16mm）

組⽴2 − 3 −



（ 電装系有り･･･BACKボードコントローラー、天井照明・天井FAN ）

LU8282-S （ 電装系無し )  電装機器は、ありませんので。

『A4：天井 』 裏⾯から貫通させて

天井機器の取付

①『A4：天井 』 裏⾯4カ所の⽳のうち

天井裏⾯側

対辺2カ所の⽳よりFANの取付⽳から

取付ネジを通します。

『CP51:FAN』

『CP51:FAN取付⽤最⻑タッピングネジ』

FAN ・スピーカーの取付

取り付けます。

①『CP51:FAN取付⽤最⻑
タッピングネジ』

カバー裏⾯の突起先端⽳に
ネジ先端をねじ込みます。

『A31：FAN
カバー 』共締め取付

ブース内側

天井照明の取付
①『A4：天井 』 後⽅の天井照明取付⽳に

『SP52: 天井照明』のコネクターハーネスを
天井裏に通して ⽳に 天井照明の本体部を
奥まで押し込みますと、板バネの⼒で

『SP52: 天井照明』が取付出来ます。

ご注意

⼀点に⼒を加えますと割れる恐れが

ご注意ください。

『SP52: 天井照明』のガラス⾯に

『SP52: 天井照明』

『FANAIR FLOW』
上⽅向取付

ブース中側

天井裏⾯側

ブース内側
ありますので 取付取扱に

天井裏⾯側

『A4：天井 』 は、光沢⾯がブース内です。

” ７）扉に部品の取付 ” に お進みください。

LU8282-CP 仕様電気機器取付

ブース内側から出てきたネジの先端を
『A31：FANカバー』 裏⾯の

全体を共締めしてFANとカバーを
突起先端の取付⽳にネジ位置を合わせて

U8282組⽴説明資料Ver0・Rev0.xlsx − 4 −



７）扉に部品の取付

A16

A17

上側扉ローラー
2カ所取付します。

2カ所取付します。
下側扉ローラー

（スプリング
上下 動作）

扉マグネット帯
A51

（ギザギザ部分回転
⾼さ調節 ）

外側

内側

扉外⾯⾦属枠の溝に 扉マグネット帯を
下まで差込ます。A51

向けてガラスに取り付けます。

『 A21:扉 上下取付⽤
防⽔シール 』をヒレを外側に

向けてガラスに取り付けます。

A21:扉 上下取付
防⽔シールをヒレを外側に

『 A15: 扉ハンドル 』 取付

外側内側

A15

A15

両ネジ中央が扉板となるように位置決めします。

8）扉の取付
①『 A2：扉 』左側 を『 A３: 側⾯ガラス 』の上下の扉枠に取付します。

② A51『 A51: 扉マグネット帯』を扉側と磁⼒で吸着する向きで

A51

②『 A３: 側⾯ガラス 』の右⼊⼝内側の⾦属枠の溝に

③『 A50: 扉当たりパッキン』を

左⼊⼝内側の⾦属枠の溝に
帯下まで差込ます。

③ A50
①上ローラー

①

『 A2：扉 』右側 を『 A5: 扉レール 』の上下の扉枠に取付します。

①下ローラー

六⾓レンチでフレームの根元まで上下ローラーを取り付けします。

A50

帯下まで差込ます。
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『A17 :下部ローラー 』ローラー部が『A1:TRAY』と

下部に隙間が無いと扉開閉時に

10）扉の⾼さ調節

A16  上側ローラー
ギザギザ部部分⾼さ調節つまみ

⾼さ調節で扉の⾼さが最も上に調節しても調節幅が不⾜して扉の開閉で『 A17 :下側ローラー 』が、
ブース内床⾯『 A1：Tray』に⼲渉する⼜はローラー⾞輪が脱輪してする場合

扉をレールから下ろしてから『A16 :上部ローラー 』の

取付再度取付してください。調節幅不⾜⼨法を除去したナット幅⼨法でカバーします。
この際、ナットを取り外しますとローラーユニットの各パーツが外れますので

A16 ： 上側ローラー A17  ：下側ローラー

接触する⼜は、⾞輪がレールから脱輪する場合。

上下ローラーのオスネジの根元ナットを取り外してナット無しの状態で扉枠に上下ローラーを

上下の各ローラーユニットを扉⾦属枠に取り付けするまでは、パーツ脱落分解にご注意ください。

ナット

ナット

ナット無

扉の⾼さの位置をナット1個分上に
上げる事が出来ます。

ナットを使⽤しない事で

ナット

A17  ：下側ローラー取付の 正常状態

正常状態は、下部に
隙間が必要です。

床⾯⼲渉や脱輪の原因となります。

◆ 調節ツマミの調節幅が扉⾼さ調節に不⾜の場合には、ナットを使⽤しない事で
ナットの厚み⼨法分、扉の⾼さを上⽅向に上げることが出来ます。

ギザギザ部部分⾼さ調節つまみを回す事で、⾞輪部分を下⽅向に
下がることで扉全体が上に持ち上がります。
調節後に再度、扉をレールに取付します。
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スプリング⼒で

１）取付前の調節準備
① 六⾓レンチ（ サイズ４mm ）

① 六⾓⽳部に六⾓レンチを差込します。 ② ナット を⼿締めで軽く締めます。

③ 下図の様にスライド主軸突起部と調節ネジとの隙間が無い状態で⽮印の⽅向に

隙間が無い状態を保持しながら、ツマミを回します。

④ ローラー・ボディとスライド⽌めの間に３〜４mm程度隙間が出来ましたらナット を外します。

つまみ部分を回します。⾞輪部が下⽅向に移動することで

ナット を外します。

ナットを外して扉に取り付けるまでの間、
パーツ脱落にご注意ください。

ローラー・ボディがツマミ⽅向に移動します。

３〜４mm程度隙間

扉枠に取付⼿順

参考 A16  ：上側ローラーパーツ構成

扉が上⽅向に持ち上がります。

⑤ 六⾓レンチにて上側ローラーユニットを扉⾦属枠に取り付けます。

⑥下側ローラーユニットも同様にナットを外し六⾓レンチにて
扉⾦属枠に取り付けます。

参考 A17  ：下側ローラーパーツ構成

ナット

ナット

⾞輪が上⽅向に

スライドします。

調節ツマミ

調節ツマミの調節で
⾞輪の位置が

決まります。
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A4

【A18：なべ頭タッピングネジ】

L

（⾸下Ｌ=約16mm）

①『 A4：天井 』 を本体上部に置き位置決めをおこないます。
『 BACKボード 』側から天井にドリルφ2.5で貫通後に

『 A18：なべ頭タッピングネジ』でネジ⽌めします。

11）天井の取付 ・化粧キャップ取付

②『 A19：化粧キャップ』 を本体本体正⾯側及び前側側⾯の⾦属フレームの

【A19：化粧キャップ 】
（取付箇所 16カ所）

ネジ取付⽳に差込取り付けます。
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（ コントロールパネル 付き CP 仕様 のみ ）
PANEL背⾯側コントローラーの各ハーネスを機器に接続します。

ご確認ください。コントローラーからのコネクター部の

天井FAN・天井照明のコネクター部のハーネスに銀⾊テープが
貼付されています。【機器名マーク】が印字されているので

ハーネスにも同様に銀⾊テープ【機器名マーク】が印字されて
います。

天井換気扇
【 FAN  DC12V  】

または、

【Dome light

AC12V   】

【 TOP LIGHT
AC12V  】

天井照明

ACアダプター（ 湯⽔が掛かりにくい天井上などに
設置してください。）

【 AC adapter 】

【 Power supply 】
または、

コントローラーからの配線は、天井コーナー部の〇⽳を
通して天井上の機器にコネクター接続します。

12）電気機器配線接続

LU8282-S （ 電装系無し )  電装機器は、ありませんので。
” 13）外部配管の接続・電源接続” に お進みください。

◆コネクターオス・メスの ⾊は、共通していませんので、

必ず確認して接続してください。
コネクター付近の 銀⾊シール【 ●● 】を
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（ 平⾏ネジ継⼿･･･継⼿ナットを締め付けることで

快適なシャワーブースで癒やしの時間をお過ごしください。

13）外部配管の接続・電源接続

① ユニット背⾯の混合栓バルブに給湯器からの
給湯ホース（温⽔）と⽔道⽔（冷⽔）を接続します。

混合栓接続配管継⼿仕様 PJ 1／2 （オス側）

外部ホース配管継⼿仕様 G 1／2 （メス側）

接続給湯ホース（温⽔）G 1／2 （メス側）

接続⽔道⽔ホース（冷⽔）G 1／2 （メス側）

PJ 1／2 （オス側）

◆ 各ホースには 元バルブの取付を推奨します。

② 排⽔ホースを配⽔管に接続します。

内部平パッキンを継⼿どうしにより加圧され
密閉される構造です。）

③ ACアダプター を１００Vコンセントに接続します。

操作説明

組⽴は、以上となります。

1）シャワー操作部
・ ユニット中央のシングルレバーバルブ（混合栓バルブ）を

レバーの引き上げる⾓度で吐出量調節となり、

レバーを奥に倒すことでシャワー吐出が⽌まります。

⼿前に引き上げますと湯⽔がハンドシャワーから

シングルレバーバルブ

２）コントローラ操作部

主電源天井FAN 
ON/OFF ON/OFF

天井照明
ON/OFF

説明は以上です。

吐出されます。

左右にひねる事でシャワー湯温調節になります。

主電源ボタンを押しますとボタン上の
LEDが点灯してONの状態となります。

天井照明・天井FANのボタンを押しますと
動作確認としてボタン上の
LEDが点灯します。
再度、それぞれのボタンを押しますと
OFF状態となります。

（８２８２−ＣＰ 仕様 ） LU8282-S （ 電装系無し )  
コントローラー電装機器は、実装されません。
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