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確認内容 チェック

据付工事終了後、次の手順で試運転を行う。
販売店・工事店様用

■この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、
正しい据付工事が必要です。

　据付工事の前に、この説明害を必ずお読みください。
● 据付工事は販売店または専門の工事店様が実施してください。間違っ

た工事は、事故の原因になります。
● 電気工事は第二種電気工事士が行ってください。
● 据付工事部品は、必ず付属部品および指定の部品を使用してください。

当社指定部品を使用しないと、事故の原因になります。
● お客様ご自身での工事は、事故の原因になります。

このヒーターユニットはジェットタオル
交流100V用: JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB116MN形
単相200V用: JT-SB216KSN2, JT-SB216MSN形
専用のものです。

※蓄熱式ヒーターのため、電源投入後すぐには温風は出ません。ジェットタオル本体を動かさず、しばらく待ってから確認してください。
※初期運転時、ジェットタオルの温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、ヒーターに付着した油やほこりが焼けるためで異常ではあり

ません。

運転 自動

交流100V専用
単相200V専用

JP-110HU2-H
JP-210HU2-H
据付工事説明書

形  名
ヒーターユニット

2105875HB2905

この説明書は、
再生紙を使用
しています。中津川製作所 〒 508 － 8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

試運転
● 試運転は部屋の換気をしながら行ってください。
● JT-SB116KN2，JT-SB216KSN2形で「満水お知らせランプ」を使用する場合は、ヒーターユニットを据付けた

後、再度、「満水検知ランプ設定」を行ってください。（「満水検知ランプ設定」はJT-SB116KN2，JT-SB216KSN2
形の取扱説明書を参照してください）

お客様への説明
● 別冊の取扱説明書およびジェットタオルの取扱説明書に従って、正しい使いかたをご説明ください。
 とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るように

ご説明ください。
● この据付工事説明書は、引っ越しなどで製品を移動する際に必要となりますので、据付け後お客様にお渡しください。
　なお同梱の取扱説明書および保証書も必ずお客様にお渡しください。
●物件などで使用者が不在の場合は、発注者（オーナー、ゼネコン）や管理人などに説明してください。

ジェットタオルに電源を供給する 正しい電源を使用していますか？
　　JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形：交流100V
　　JT-SB216KSN2, JT-SB216MSN形：単相200V
間違えると故障の原因になります。

ジェットタオルの電源スイッチを「入」にする
（タッチスイッチの電源［切／入］を「入」にする）

手を入れて風が出ますか？
（5～10秒程度たってから手を入れてください）

ヒーターユニットの切換スイッチを切換えてランプ
の確認をする

● 「連続」にすると運転ランプは点灯しますか？
 〔点灯しない場合は信号線の黒コネクターの接続を確認する〕
● 「自動」にすると運転ランプ・自動ランプは点灯しますか？
● 「切」にすると運転ランプ・自動ランプは消灯しますか？
● いずれかのランプが点滅していませんか？ 〔点滅は故障〕

据付工事後の確認
据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。
不具合がありましたら必す直してください。 （機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません）
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項目
配線工事

本体の固定

電源電圧

アース接続
（ヒーターユニットのみ）

エアフィルター

チェック確認内容
ジェットタオル本体の据付工事説明書に従い、工事されていますか？（火災の原因になります）
ジェットタオル本体は十分強度のあるところに確実に固定されていますか？
（けがや故障の原因になります）
● 傾きやがたつきがはありませんか？
● JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形：交流100V
● JT-SB216KSN2, JT-SB216MSN形：単相200V
（故障の原因になります）
アース（D種接地）工事を行っていますか？（感電の原因になります）

エアフィルターは確実に取付けられていますか？（故障の原因になります）

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。
必ずお渡しください。
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● 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

● 図記号は次の通りです。

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷
などに結びつく可能性があるもの

● 可燃性ガスの漏れるおそれがある場所には据付けない
 火災の原因になります
● 塩害地域、腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスが存

在する場所には据付けない
 火災・感電の原因になります
● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、

薬品をかけたりしない
 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります
 JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形
● 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじ

ったり、たばねたりしない
 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります
 JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形

分解禁止

分解禁止

風呂・シャワー室
での使用禁止

風呂・シャワー室
での使用禁止 指示に従う

警告

禁止

禁止

アース線を必ず
接続せよ

アース線を必ず
接続せよ

安全のために必ず守ること

● 本説明書に記載されていない分解や改造はしない
 火災・感電・けがの原因になります

● 浴室など湿気の多い場所や、結露する場所、直接水
のかかる場所には据付けない

 感電の原因になります

● アース(D種接地）工事を確実に実施する
 故障や漏電のときに感電するおそれがあります
※アース線はお買上げの販売店などでお買い求めく

ださい

お客様立会いで試運転を行ってください。



同梱部品

取付板……………1個
取付ねじ…………5本（4×16）
コードクリップ…1個

単位（㎜）パネル

取付板引掛部

表示ランプ

14
6 18
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切換スイッチ
260
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127 12.5
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14
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11
7

取付金具

■ ジェットタオル本体は、本体の据付工事説明書に基づき、必ず強固な壁に据付けてください。
■ つぎのような場所には据付けないでください。（故障の原因になります）

●屋外
●0℃未満になる場所
●ほこりの多い場所
●40℃以上になる場所
●結露する場所
●塩害地域
●日光･強い光が当たる場所
　（本体の手検知センサーが誤作動するおそれがあります）

● 製品（電源ケーブル）に通電した状態で据付
工事をしない

 感電するおそれがあります

● 本体の据付工事は、十分強度のあるところを
選んで確実に行う

 落下によりけがをするおそれがあります
● 据付けの際は手袋を着用する
 着用しないとけがをするおそれがあります

誤った取扱いをしたときに軽傷または家
屋・家財などの物的損害に結びつくもの注意

使用部品

据付場所の選定

● ヒーターユニットはジェットタオル本体に据付けて使用します。
 ジェットタオル本体は、本体の据付工事説明書に基づき、必ず強固な壁に据付けてください。
● 壁据付け専用です。床固定を行う場合は、別売品のJP-S06FS2-Hを購入ください。

使用箇所

－2－ －3－

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷
などに結びつく可能性があるもの

● 配線工事は電気工事士の資格のある方が、電気設備
技術基準や内線規程に従って確実に行う

 誤った配線工事は火災・感電のおそれがあります
● 交流1OOVで使用する
 JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形
● 単相200Vで使用する
 JT-SB216KSN2, JT-SB216MSN形
 間違った電源を使用すると、火災・感電の原因になります
● コンセントで使用する場合、15A以上で単独とする
 火災・感電の原因になります
 JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形

指示に従う 指示に従う

指示に従う

警告

禁止

安全のために必ず守ること つづき

サイドパネル（左）

ジェットタオル本体

ヒーターユニット本体

運転 自動

＜全体図＞

正面 背面

取付板（同梱部品）

ジェットタオル本体

ヒーターユニット
本体

サイドパネル（左）

ジェットタオル本体

ヒーターユニット本体

取付板（同梱部品）

コードクリップ

ジェットタオル本体

ヒーターユニット
本体

● 同梱部品はすべて使用しますので、
捨てないでください。

● ジェットタオル本体のエアフィル
ターを、ヒーターユニットで使用
します。

●乗りもの（船舶・航空機を含む）
●腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスが存在する場所
●食材・食器等の近く
●厨房
●直接水がかかる場所
●消毒槽のある部屋、プール、浴室
●床が常時濡れている場所
●湿度95％以上になる場所

正面 背面
JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形 JT-SB116MN, JT-SB216MSN形

● 電源が専用配線の場合は単独配線とする
 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱

して発火することがあります
● 漏電しゃ断器を必ず取付ける
 感電するおそれがあります
● ヒーターユニットにジェットタオル本体付属のエア

フィルターを必ず取付ける
 取付けないとほこりが入り、火災の原因になります

◆ジェットタオル本体の取付板の取付位置変更
 （JT-SB116MN形, JT-SB216MSN形の場合）
ジェットタオル本体の取付板を右図位置に取付けます。

ジェットタオルがすでに取付けられている場合
・ジェットタオル本体を一度取りはずします。
・取付板の取付位置は床面から900mmとしてください。

（取付板は通常の取付位置より
　男性用は＋25mm、女性用は＋45mm高くなります）

ジェットタオル本体の据付工事説明書の指示に従ってください。

据付工事の方法

指示に従う

警告

● 配線工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って確実に行う
 誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります
● 配線工事は、必ずジェットタオル本体の電源プラグを抜いて（専用配線の場合は、漏電しゃ断器を切って）

から行う
 感電するおそれがあります

● 交流100Vで使用する：JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形
● 単相200Vで使用する：JT-SB216KSN2, JT-SB216MSN形
 間違った電源を使用すると火災・感電の原因になります

230
取付穴

取付板

床面 単位（mm）

本体取付穴
位置

JIS 1個用
スイッチボックス
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同梱部品
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■ ジェットタオル本体は、本体の据付工事説明書に基づき、必ず強固な壁に据付けてください。
■ つぎのような場所には据付けないでください。（故障の原因になります）

●屋外
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●40℃以上になる場所
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●塩害地域
●日光･強い光が当たる場所
　（本体の手検知センサーが誤作動するおそれがあります）

● 製品（電源ケーブル）に通電した状態で据付
工事をしない

 感電するおそれがあります

● 本体の据付工事は、十分強度のあるところを
選んで確実に行う

 落下によりけがをするおそれがあります
● 据付けの際は手袋を着用する
 着用しないとけがをするおそれがあります

誤った取扱いをしたときに軽傷または家
屋・家財などの物的損害に結びつくもの注意

使用部品
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JT-SB116MN, JT-SB216MSN形

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

－4－
－5－

6ヒーターユニットを固定する
①ジェットタオル本体を立てる。
②同梱の取付板の引掛穴を、ジェットタオル

本体背面の取付板の引掛部に合わせ、取付
ねじ2本で固定する。

取付板引掛部

取付板
（同梱部品）

取付ねじ
（4×16）
（同梱部品）

取付板引掛部

引掛穴

5ヒーターユニットをジェットタオル本体
に据付ける

①ジェットタオル本体下部のレールにヒーターユ
ニットのL形部を差し込み、後方へスライドさ
せる。

②ヒーターユニットの取付金具にあるねじ穴を合
わせ、同梱の取付ねじ2本で固定する。

6ヒーターユニットを固定する
①ジェットタオル本体を立てる。
②同梱の取付板の引掛穴を、

ジェットタオル本体背面の取
付板の引掛部に合わせ、取付
ねじ2本で固定する。

5ヒーターユニットをジェットタオル本体に据付ける
を参照ください。

ジェットタオル本体

ヒーター
ユニット

レール部

取付金具
取付ねじ

（4×16）
（同梱部品）

1ジェットタオル本体を寝かせ
て置き、ドレンタンクとエア
フィルターをはずす
●ドレンタンクは手掛部に手を掛

け手前に引く。
●エアフィルターは取っ手を持っ

てまっすぐ手前に引く。

エアフィルター

ヒーターユニット

パネル
取っ手

取っ手がこの位置にくるように入れる

2ジェットタオル本体の前パネル
を取りはずす

①前パネル取付ねじ（2 本）をはずす。
②前パネル下部を持ち上げる。
③前パネルのみぞをジェットタオル本

体からはずし、前パネルを取りはず
す。

3ヒーターユニットにエアフィルターを取付ける
①パネルを持って手前に開ける。
②ヒーターユニットのパネルに、ジェットタオル本体か

らはずしたエアフィルターを入れてパネルを閉める。
●エアフィルターがパネルに収まらないときは、裏

返して入れます。

4ジェットタオル本体のサイ
ドパネル（左）をはずす

①サイドパネル（左）の固定ねじを
はずす。

②サイドパネル（左）をジェットタ
オル本体からはずす。

● エアフィルターは必ず取付けてください。
 エアフィルターを取付けないと、ほこりが

入り、火災の原因になります。

お願い

1.ヒーターユニットの固定

エア
フィルター

取っ手
ドレンタンク

ジェットタオル本体

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

2.電気工事　接続しにくい場合は本体を寝かして作業してください。

1ジェットタオル本体のメンテナンスパネルをはず
して、ドレンタンクとエアフィルターをはずす

2ジェットタオル本体の前パネルを取りはずす
●　前パネル下部を無理に持ち上げると変形するおそれがあり

ます。下記手順に従って取りはずしてください。
①前パネルのねじ（２本）をはずす。
②前パネル下部を少し持ち上げる。
③前パネルを上部方向にスライドさせて、ジェットタオル本体の引掛け

部からはずし、前パネルを取りはずす。

3ヒーターユニットにエアフィルターを取付ける
を参照ください。

4ジェットタオル本体のサイドパネル（左）をはずす
①サイドパネル（左）の固定ねじ (2 本 ) をはずす。
②サイドパネル（左）をジェットタオル本体からはずす。

前パネル取付ねじ
前パネル

ジェットタオル本体

みぞ

サイドパネル（左）

ジェットタオル本体

ねじ

ねじ

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

1配線（電源線・信号線）をジェットタオ
ル本体内に引き込む

ジェットタオル背面にあるノックアウト穴部
から電源線、信号線の順に本体内へ引き込む。
●ノックアウト部のバリを取ってください。
●線が通しにくい場合は、回路カバー（手順 3

参照）を先にはずしてください。

2タッチスイッチのリード線をはずす
（JT-SB116KN2，JT-SB216KSN2 形の場合）

リード線（左）1か所、リード線（右）2か所
のリード線をタッチスイッチ基板からはずす。
●タッチスイッチ基板のシートおよびラバー

をはずさないでください。

3回路カバーをはずす
回路カバーのねじ（2本）をはずし、
回路カバーをはずす。
●回路カバーを固定しているねじ

（2本）をはずすと、共締めされ
ている回路ボックスもはずれる可
能性がありますので、落下に注意
してください。

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

4信号線と電源線を接続する
◆信号線の接続
①信号線（黒コネクター）を回

路ボックス内にある同色の
コネクター端子に接続する。
●確実に接続されたか確認

してください。
②信号線（黒コネクター）を引

掛部に入れる。

◆電源線の接続
①回路ボックス内の電源線接続端子を保護しているビニール

チューブを取りはずす。（JT-HC116KN2形は除く）
②ヒーターユニットの電源線（赤コネクター）を本体の電源

線接続端子に接続する。
③電源線を下側のブッシュに通し、回路カバーを元通りねじ

2本で取付ける。
●接続された線を回路カバーに挟み込まないよう注意して

ください。

④タッチスイッチ基板にリード線を
取付ける。

（JT-SB116KN2，JT-SB216KSN2
形の場合）

● タッチスイッチ基板のシートおよ
びラバーをはずさないでください。

リード線（右）

タッチスイッチ基板

リード線（左）

シート

ラバー

コネクター
端子

信号線

引掛部

黒コネクター

ねじ

ねじ
ヒーターユニット

回路カバー

回路ボックスヒーターユニット

電源線

ノックアウト穴部

信号線

リード線（左）

タッチスイッチ
基板

電源線 赤コネクター
ブッシュ

電源線
接続端子

ビニールチューブ
電源線
接続端子

JT-HC116KN2形の場合

電源線

赤コネクター
ブッシュ

電源線接続端子
（基板上の「HU」が
印刷された端子）

ドレンタンク エアフィルター

メンテナンスパネル

ジェットタオル本体

引き抜く

メンテナンスパネル下部の両
端を持って手前に少し開け、
下方に引き抜いてください。

①
②

サイドパネル（左）

ジェットタオル本体
ねじ

取付ねじ（4×16）
（同梱部品）

取付板引掛部

リード線（右）

取付板（同梱部品）

お願い

前パネル

ジェットタオル
本体

引掛け部
前パネル取付ねじ



JT-SB116MN, JT-SB216MSN形

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

－4－
－5－

6ヒーターユニットを固定する
①ジェットタオル本体を立てる。
②同梱の取付板の引掛穴を、ジェットタオル

本体背面の取付板の引掛部に合わせ、取付
ねじ2本で固定する。

取付板引掛部

取付板
（同梱部品）

取付ねじ
（4×16）
（同梱部品）

取付板引掛部

引掛穴

5ヒーターユニットをジェットタオル本体
に据付ける

①ジェットタオル本体下部のレールにヒーターユ
ニットのL形部を差し込み、後方へスライドさ
せる。

②ヒーターユニットの取付金具にあるねじ穴を合
わせ、同梱の取付ねじ2本で固定する。

6ヒーターユニットを固定する
①ジェットタオル本体を立てる。
②同梱の取付板の引掛穴を、

ジェットタオル本体背面の取
付板の引掛部に合わせ、取付
ねじ2本で固定する。

5ヒーターユニットをジェットタオル本体に据付ける
を参照ください。

ジェットタオル本体

ヒーター
ユニット

レール部

取付金具
取付ねじ

（4×16）
（同梱部品）

1ジェットタオル本体を寝かせ
て置き、ドレンタンクとエア
フィルターをはずす
●ドレンタンクは手掛部に手を掛

け手前に引く。
●エアフィルターは取っ手を持っ

てまっすぐ手前に引く。

エアフィルター

ヒーターユニット

パネル
取っ手

取っ手がこの位置にくるように入れる

2ジェットタオル本体の前パネル
を取りはずす

①前パネル取付ねじ（2 本）をはずす。
②前パネル下部を持ち上げる。
③前パネルのみぞをジェットタオル本

体からはずし、前パネルを取りはず
す。

3ヒーターユニットにエアフィルターを取付ける
①パネルを持って手前に開ける。
②ヒーターユニットのパネルに、ジェットタオル本体か

らはずしたエアフィルターを入れてパネルを閉める。
●エアフィルターがパネルに収まらないときは、裏

返して入れます。

4ジェットタオル本体のサイ
ドパネル（左）をはずす

①サイドパネル（左）の固定ねじを
はずす。

②サイドパネル（左）をジェットタ
オル本体からはずす。

● エアフィルターは必ず取付けてください。
 エアフィルターを取付けないと、ほこりが

入り、火災の原因になります。

お願い

1.ヒーターユニットの固定

エア
フィルター

取っ手
ドレンタンク

ジェットタオル本体

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

2.電気工事　接続しにくい場合は本体を寝かして作業してください。

1ジェットタオル本体のメンテナンスパネルをはず
して、ドレンタンクとエアフィルターをはずす

2ジェットタオル本体の前パネルを取りはずす
●　前パネル下部を無理に持ち上げると変形するおそれがあり

ます。下記手順に従って取りはずしてください。
①前パネルのねじ（２本）をはずす。
②前パネル下部を少し持ち上げる。
③前パネルを上部方向にスライドさせて、ジェットタオル本体の引掛け

部からはずし、前パネルを取りはずす。

3ヒーターユニットにエアフィルターを取付ける
を参照ください。

4ジェットタオル本体のサイドパネル（左）をはずす
①サイドパネル（左）の固定ねじ (2 本 ) をはずす。
②サイドパネル（左）をジェットタオル本体からはずす。

前パネル取付ねじ
前パネル

ジェットタオル本体

みぞ

サイドパネル（左）

ジェットタオル本体

ねじ

ねじ

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

1配線（電源線・信号線）をジェットタオ
ル本体内に引き込む

ジェットタオル背面にあるノックアウト穴部
から電源線、信号線の順に本体内へ引き込む。
●ノックアウト部のバリを取ってください。
●線が通しにくい場合は、回路カバー（手順 3

参照）を先にはずしてください。

2タッチスイッチのリード線をはずす
（JT-SB116KN2，JT-SB216KSN2 形の場合）

リード線（左）1か所、リード線（右）2か所
のリード線をタッチスイッチ基板からはずす。
●タッチスイッチ基板のシートおよびラバー

をはずさないでください。

3回路カバーをはずす
回路カバーのねじ（2本）をはずし、
回路カバーをはずす。
●回路カバーを固定しているねじ

（2本）をはずすと、共締めされ
ている回路ボックスもはずれる可
能性がありますので、落下に注意
してください。

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

4信号線と電源線を接続する
◆信号線の接続
①信号線（黒コネクター）を回

路ボックス内にある同色の
コネクター端子に接続する。
●確実に接続されたか確認

してください。
②信号線（黒コネクター）を引

掛部に入れる。

◆電源線の接続
①回路ボックス内の電源線接続端子を保護しているビニール

チューブを取りはずす。（JT-HC116KN2形は除く）
②ヒーターユニットの電源線（赤コネクター）を本体の電源

線接続端子に接続する。
③電源線を下側のブッシュに通し、回路カバーを元通りねじ

2本で取付ける。
●接続された線を回路カバーに挟み込まないよう注意して

ください。

④タッチスイッチ基板にリード線を
取付ける。

（JT-SB116KN2，JT-SB216KSN2
形の場合）

● タッチスイッチ基板のシートおよ
びラバーをはずさないでください。

リード線（右）

タッチスイッチ基板

リード線（左）

シート

ラバー

コネクター
端子

信号線

引掛部

黒コネクター

ねじ

ねじ
ヒーターユニット

回路カバー

回路ボックスヒーターユニット

電源線

ノックアウト穴部

信号線

リード線（左）

タッチスイッチ
基板

電源線 赤コネクター
ブッシュ

電源線
接続端子

ビニールチューブ
電源線
接続端子

JT-HC116KN2形の場合

電源線

赤コネクター
ブッシュ

電源線接続端子
（基板上の「HU」が
印刷された端子）

ドレンタンク エアフィルター

メンテナンスパネル

ジェットタオル本体

引き抜く

メンテナンスパネル下部の両
端を持って手前に少し開け、
下方に引き抜いてください。

①
②

サイドパネル（左）

ジェットタオル本体
ねじ

取付ねじ（4×16）
（同梱部品）

取付板引掛部

リード線（右）

取付板（同梱部品）

お願い

前パネル

ジェットタオル
本体

引掛け部
前パネル取付ねじ



－6－ －7－

5アース線を接続する
外部アース線をヒーターユニット背
面に締めてあるアースねじで締め付
ける。

6配線を固定する
信号線と電源線を同梱のコードクリップで
固定する。

6配線を固定する
信号線と電源線を同梱のコードクリップで固定
する。

JT-SB116MN, JT-SB216MSN形

1配線（電源線・信号線）をジェットタオ
ル本体内に引き込む

ジェットタオル背面にあるノックアウト穴部
から電源線、信号線の順にジェットタオル本体
内へ引き込む。
●ノックアウト部のバリを取ってください。

2速結端子カバーを取りはずす
速結端子カバー取付ねじ（1 本）を
はずし、速結端子カバーを手前に引
き出す。
●ゴムブッシュはなくさないでく
ださい。

3回路カバーをはずす
回路カバー取付ねじ（1本）をはずし、回路カ
バーをはずす。

4信号線と電源線を接続する
◆電源線の接続
①電源線を製品前面側ゴムブッシュ
に通す。
②ヒーターユ二ットの電源線（赤コ
ネクター）をジェットタオル本体
の電源線接続端子に接続する。

③回路カバーを元どおり、ねじ(1本)で取付
ける。
●接続された線を回路カバーに挟み込まな
いよう注意してください。

④速結端子カバーを取付ける。
電源ケーブルをゴムブッシュに通して、速
結端子カバー取付ねじで元通りジェットタ
オル本体に取付ける。
●電源ケーブルおよび電線をはさみ込んで
いないことを確認してください。

●速結端子カバーの表面（手前側）に電線
があると、前パネルが取付けられません。
速結端子カバーの左側へ電線を移動して
ください。

◆信号線の接続
①信号線（黒コネクター）をマイコ
ンボックス内にある同色のコネク
ター端子に接続する。
●確実に接続されたか確認してく
ださい。

②信号線（黒コネクター）を引掛部
に入れる。

3.ジェットタオルの固定

運転自動

ねじ

前パネル

ドレンタンク

みぞ

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

1ジェットタオル本体の前パネルとドレ
ンタンクの取付け

①ジェットタオル本体のみぞに合わせて前パネ
ルを取付ける。
②はずしたねじ（2本）を締め付け固定する。
③ドレンタンクを差し込む。

3ジェットタオル本体
を固定する

ジェットタオル本体を据
付ける。
●据付け方法の詳細はジ
ェットタオル本体の据
付工事説明書をご確認
ください。

2ジェットタオル本体を固定する
ジェットタオル本体を据付ける。
●据付け方法の詳細はジェットタオル本体の据付工
事説明書をご確認ください。

1ジェットタオル本体の前パネルの取付け
①前パネル上部をジェットタオル本体の引掛部に引掛ける。
②前パネル側面の突起部と本体のみぞ部をはめ込む。
③ねじ部と本体固定部を合わせる。
④はずしたねじ(2本)で元どおり本体に取付ける。
●前パネルが確実に取付けられていることを確認してく
ださい。

3ドレンタンク、メンテナンスパネルの
取付け

ドレンタンク、メンテナンスパネルを元どおり
取付ける。

JT-SB116MN, JT-SB216MSN形

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形
5アース線を接続する

を参照ください。

コネクター
端子

信号線

引掛部

黒コネクター

前パネル

ねじ

引掛け部

みぞ部
突起部

メンテナンスパネルの両端を持っ
て上面の差し込み部を本体の溝に
差し込み、下部を閉じるようにして
本体に取付けてください。

閉じるように

ツメ

①
差し込み

②

ドレンタンク

メンテナンス
パネル

ヒーターユニット

電源線

ノックアウト穴部

信号線

コードクリップ
（同梱部品）

取付ねじ（4×16）
（同梱部品）

アースねじ（4×8）

外部
アース線

⑤サイドパネル（左）をジェットタオル本体のド
レン口に入れこみながら取付け、ねじ（1本）で
固定する。

ドレン口

ジェットタオル
本体

サイドパネル（左）

ねじねじ

サイドパネル
（左）

ねじ

信号線

ドレン口
H

U
　

H
U

ア
カ

　
ア

カ

速結端子カバー

ゴムブッシュ

速結端子カバー
取付ねじ

速結端子カバー

ゴムブッシュ

速結端子カバー
取付ねじ

回路カバー 回路カバー取付ねじ

回路カバー 回路カバー取付ねじ

ゴムブッシュ 電源線

コードクリップ
（同梱部品）

固定ねじ（4×16）
（同梱部品）

③サイドパネル（左）をジェットタオル本体の
ドレン口に入れこみながら取付け、ねじ（2
本）で固定する。
●接続された線がサイドパネル（左）に挟み
込まれないよう注意してください。



－6－ －7－

5アース線を接続する
外部アース線をヒーターユニット背
面に締めてあるアースねじで締め付
ける。

6配線を固定する
信号線と電源線を同梱のコードクリップで
固定する。

6配線を固定する
信号線と電源線を同梱のコードクリップで固定
する。

JT-SB116MN, JT-SB216MSN形

1配線（電源線・信号線）をジェットタオ
ル本体内に引き込む

ジェットタオル背面にあるノックアウト穴部
から電源線、信号線の順にジェットタオル本体
内へ引き込む。
●ノックアウト部のバリを取ってください。

2速結端子カバーを取りはずす
速結端子カバー取付ねじ（1 本）を
はずし、速結端子カバーを手前に引
き出す。
●ゴムブッシュはなくさないでく
ださい。

3回路カバーをはずす
回路カバー取付ねじ（1本）をはずし、回路カ
バーをはずす。

4信号線と電源線を接続する
◆電源線の接続
①電源線を製品前面側ゴムブッシュ
に通す。
②ヒーターユ二ットの電源線（赤コ
ネクター）をジェットタオル本体
の電源線接続端子に接続する。

③回路カバーを元どおり、ねじ(1本)で取付
ける。
●接続された線を回路カバーに挟み込まな
いよう注意してください。

④速結端子カバーを取付ける。
電源ケーブルをゴムブッシュに通して、速
結端子カバー取付ねじで元通りジェットタ
オル本体に取付ける。
●電源ケーブルおよび電線をはさみ込んで
いないことを確認してください。
●速結端子カバーの表面（手前側）に電線
があると、前パネルが取付けられません。
速結端子カバーの左側へ電線を移動して
ください。

◆信号線の接続
①信号線（黒コネクター）をマイコ
ンボックス内にある同色のコネク
ター端子に接続する。
●確実に接続されたか確認してく
ださい。

②信号線（黒コネクター）を引掛部
に入れる。

3.ジェットタオルの固定

運転自動

ねじ

前パネル

ドレンタンク

みぞ

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形

1ジェットタオル本体の前パネルとドレ
ンタンクの取付け

①ジェットタオル本体のみぞに合わせて前パネ
ルを取付ける。
②はずしたねじ（2本）を締め付け固定する。
③ドレンタンクを差し込む。

3ジェットタオル本体
を固定する

ジェットタオル本体を据
付ける。
●据付け方法の詳細はジ
ェットタオル本体の据
付工事説明書をご確認
ください。

2ジェットタオル本体を固定する
ジェットタオル本体を据付ける。
●据付け方法の詳細はジェットタオル本体の据付工
事説明書をご確認ください。

1ジェットタオル本体の前パネルの取付け
①前パネル上部をジェットタオル本体の引掛部に引掛ける。
②前パネル側面の突起部と本体のみぞ部をはめ込む。
③ねじ部と本体固定部を合わせる。
④はずしたねじ(2本)で元どおり本体に取付ける。
●前パネルが確実に取付けられていることを確認してく
ださい。

3ドレンタンク、メンテナンスパネルの
取付け

ドレンタンク、メンテナンスパネルを元どおり
取付ける。

JT-SB116MN, JT-SB216MSN形

JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB216KSN2形
5アース線を接続する

を参照ください。

コネクター
端子

信号線

引掛部

黒コネクター

前パネル

ねじ

引掛け部

みぞ部
突起部

メンテナンスパネルの両端を持っ
て上面の差し込み部を本体の溝に
差し込み、下部を閉じるようにして
本体に取付けてください。

閉じるように

ツメ

①
差し込み

②

ドレンタンク

メンテナンス
パネル

ヒーターユニット

電源線

ノックアウト穴部

信号線

コードクリップ
（同梱部品）

取付ねじ（4×16）
（同梱部品）

アースねじ（4×8）

外部
アース線

⑤サイドパネル（左）をジェットタオル本体のド
レン口に入れこみながら取付け、ねじ（1本）で
固定する。

ドレン口

ジェットタオル
本体

サイドパネル（左）

ねじねじ

サイドパネル
（左）

ねじ

信号線

ドレン口

H
U

　
H

U
ア

カ
　

ア
カ

速結端子カバー

ゴムブッシュ

速結端子カバー
取付ねじ

速結端子カバー

ゴムブッシュ

速結端子カバー
取付ねじ

回路カバー 回路カバー取付ねじ

回路カバー 回路カバー取付ねじ

ゴムブッシュ 電源線

コードクリップ
（同梱部品）

固定ねじ（4×16）
（同梱部品）

③サイドパネル（左）をジェットタオル本体の
ドレン口に入れこみながら取付け、ねじ（2
本）で固定する。
●接続された線がサイドパネル（左）に挟み
込まれないよう注意してください。



手順

1

2

3

確認内容 チェック

据付工事終了後、次の手順で試運転を行う。
販売店・工事店様用

■この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、
正しい据付工事が必要です。

　据付工事の前に、この説明害を必ずお読みください。
● 据付工事は販売店または専門の工事店様が実施してください。間違っ

た工事は、事故の原因になります。
● 電気工事は第二種電気工事士が行ってください。
● 据付工事部品は、必ず付属部品および指定の部品を使用してください。

当社指定部品を使用しないと、事故の原因になります。
● お客様ご自身での工事は、事故の原因になります。

このヒーターユニットはジェットタオル
交流100V用: JT-SB116KN2, JT-HC116KN2, JT-SB116MN形
単相200V用: JT-SB216KSN2, JT-SB216MSN形
専用のものです。

※蓄熱式ヒーターのため、電源投入後すぐには温風は出ません。ジェットタオル本体を動かさず、しばらく待ってから確認してください。
※初期運転時、ジェットタオルの温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、ヒーターに付着した油やほこりが焼けるためで異常ではあり

ません。

運転 自動

交流100V専用
単相200V専用

JP-110HU2-H
JP-210HU2-H
据付工事説明書

形  名
ヒーターユニット

2105875HB2905

この説明書は、
再生紙を使用
しています。中津川製作所 〒 508 － 8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

試運転
● 試運転は部屋の換気をしながら行ってください。
● JT-SB116KN2，JT-SB216KSN2形で「満水お知らせランプ」を使用する場合は、ヒーターユニットを据付けた

後、再度、「満水検知ランプ設定」を行ってください。（「満水検知ランプ設定」はJT-SB116KN2，JT-SB216KSN2
形の取扱説明書を参照してください）

お客様への説明
● 別冊の取扱説明書およびジェットタオルの取扱説明書に従って、正しい使いかたをご説明ください。
 とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るように

ご説明ください。
● この据付工事説明書は、引っ越しなどで製品を移動する際に必要となりますので、据付け後お客様にお渡しください。
　なお同梱の取扱説明書および保証書も必ずお客様にお渡しください。
●物件などで使用者が不在の場合は、発注者（オーナー、ゼネコン）や管理人などに説明してください。

ジェットタオルに電源を供給する 正しい電源を使用していますか？
　　JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形：交流100V
　　JT-SB216KSN2, JT-SB216MSN形：単相200V
間違えると故障の原因になります。

ジェットタオルの電源スイッチを「入」にする
（タッチスイッチの電源［切／入］を「入」にする）

手を入れて風が出ますか？
（5～10秒程度たってから手を入れてください）

ヒーターユニットの切換スイッチを切換えてランプ
の確認をする

● 「連続」にすると運転ランプは点灯しますか？
 〔点灯しない場合は信号線の黒コネクターの接続を確認する〕
● 「自動」にすると運転ランプ・自動ランプは点灯しますか？
● 「切」にすると運転ランプ・自動ランプは消灯しますか？
● いずれかのランプが点滅していませんか？ 〔点滅は故障〕

据付工事後の確認
据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。
不具合がありましたら必す直してください。 （機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません）

1

2

3

4

5

項目
配線工事

本体の固定

電源電圧

アース接続
（ヒーターユニットのみ）

エアフィルター

チェック確認内容
ジェットタオル本体の据付工事説明書に従い、工事されていますか？（火災の原因になります）
ジェットタオル本体は十分強度のあるところに確実に固定されていますか？
（けがや故障の原因になります）
● 傾きやがたつきがはありませんか？
● JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形：交流100V
● JT-SB216KSN2, JT-SB216MSN形：単相200V
（故障の原因になります）
アース（D種接地）工事を行っていますか？（感電の原因になります）

エアフィルターは確実に取付けられていますか？（故障の原因になります）

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。
必ずお渡しください。

もくじ
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1.ヒーターユニットの固定……4～5
2.電気工事………………………5～7
3.ジェットタオルの固定……………7
据付工事後の確認……………………8
試運転…………………………………8
お客様への説明………………………8

● 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

● 図記号は次の通りです。

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷
などに結びつく可能性があるもの

● 可燃性ガスの漏れるおそれがある場所には据付けない
 火災の原因になります
● 塩害地域、腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスが存

在する場所には据付けない
 火災・感電の原因になります
● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、

薬品をかけたりしない
 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります
 JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形
● 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじ

ったり、たばねたりしない
 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります
 JT-SB116KN2,JT-HC116KN2,JT-SB116MN形

分解禁止

分解禁止

風呂・シャワー室
での使用禁止

風呂・シャワー室
での使用禁止 指示に従う

警告

禁止

禁止

アース線を必ず
接続せよ

アース線を必ず
接続せよ

安全のために必ず守ること

● 本説明書に記載されていない分解や改造はしない
 火災・感電・けがの原因になります

● 浴室など湿気の多い場所や、結露する場所、直接水
のかかる場所には据付けない

 感電の原因になります

● アース(D種接地）工事を確実に実施する
 故障や漏電のときに感電するおそれがあります
※アース線はお買上げの販売店などでお買い求めく

ださい

お客様立会いで試運転を行ってください。
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