
 

(安全のために必ずお守りください｡)

警告 

● お守りいただく内容の種類を、 次の絵表示で区分し、 説明しています。 

は じ め に 

施工説明書 

安全上の注意 

警告 

してはいけ 
 

「禁止」  
内容です。 

ない 

下記のようなところで使用しない 
・粉塵が多い場所、振動が激しい場所、 
　機械、家具内 

・可燃性ガス、腐食性ガスなど発生する場所 
　火災、感電、または電池が液もれする原 
　因になります。 

 YESP300-TS 2007.10

トイレ用擬音装置(乾電池タイプ/AC100Vタイプ)

YES300D/YES300共用 

表　　示 意　　味 水を使用する場所で使用 
しないでください。 

禁止 

 
 

 必ず実行して いただく 
「強制」 内容です。 

指定する電源（AC100V）以外では使用 
しない 
火災の原因になります。 

注意 

必ず実行 

必ず実行 

取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上 
の補強木、または12mm以上の合板を設ける 
取り付けが不安定になり、落下してけがをする 
おそれがあります。 

コンクリート壁に取り付ける場合は、市販の樹脂 
プラグなどを使用する 
取り付けが不安定になり、落下してけがをするお 
それがあります。 

<YES300対象>

<YES300対象>

<YES300D対象>

<YES300対象>

<YES300Dは注意>

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

注意 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 
可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定さ 
れる内容を示しています。 

付属の壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4×25） 
を使用する 
取り付けが不安定になり、落下してけがをするお 
それがあります。 

取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確 
認する 
取り付けが不安定になり、落下してけがをするお 
それがあります。 

電池の使用表示に従う 
電池が液もれする原因になります。 

屋外や浴室内など、水がかかったり湿気の 
多い場所には設置しない 
火災、感電、または電池が液もれする原因 
になります。 

配線・コネクターに無理な力を加えない 
火災、感電の原因になります。 

配線や異物を挟み込まない 
火災、感電の原因になります。 

<YES300対象>

配線工事は関連する法令や規定に従って、 
必ず有資格者（電気工事士）が行う 
火災、感電の原因になります。 

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。 
●この説明書では、機器を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 
　いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 

水場禁止 

警告 

必ず実行 

<YES300対象>

<YES300対象>

通電部に触れるときは電源を切る 
感電の原因になります。 

電源電線を端子台に接続するときには、ねじを 
十分締め付けて取り付ける 
接続が不完全な場合は、漏電・感電・火災の 
原因になります。 

商品の機能が十分に発揮されるように、この取付説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。 
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。 

■商品にはお客様用として、取扱説明書(保証書付き)が同梱されています。工事完了後は必ずお客様へお渡しください。 
■保証書にはお買い上げ店名または工事店および取付日を必ず記入してください。 



付属部 
品明細 

付属部品の確認 

取付ねじ なべ頭タッピンねじφ4×25  4本 

 

YES300D YES300
単3形アルカリ乾電池　　　     4個 乾電池 

なべ頭タッピンねじφ4×25  4本 

取付壁および取付位置 

取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木、または12mm以上の合板を設ける 
取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。 

<YES300Dは注意>■ 屋外や浴室内など、水がかかったり湿気の多い場所には設置しない 
<YES300Dは注意>■ 下記のようなところで使用しない 

　 ・粉塵が多い場所、振動が激しい場所、機械、家具内 
　 ・可燃性ガス、腐食性ガスなど発生する場所 

　 火災、感電、または電池が液もれする原因になります。 

■下記を考慮して取付位置を決めてください。 
　● 音姫の感知範囲内（音姫から前方に約115mmの範囲内）に下記の障害物がないこと。 
　　（1）設置物（収納棚、手すりなど） 
　　（2）扉や他機器の可動領域（紙巻器の紙切板のはね上げ位置など） 
　　（3）タオルや垂れたトイレットペーパーなど　　 
      （4）用便中の人体、または出入りする際に人が通過する領域 
　　　 （他のリモコン類を操作する際に手や腕が通過する領域も含む） 

　● メンテナンスのため、商品下部に障害物設置禁止領域をとること。 

　● 真正面に他センサー機器や、ステンレス、鏡など反射しやすいものがないこと。 

　● ドア開閉などで大きな衝撃が加わる場所はさけること。 

　● 操作性のため、音姫と他センサー機器の感知範囲が重ならないことが望ましい。 

　● 使用感のため、使用者の耳元近くに設置しない方が望ましい。 

〈参考セット図〉腰掛式便器の場合 〈感知範囲〉 

※白色紙の場合 

警告 

注意 

■名称 

名称および商品寸法 

■商品寸法 
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YES300(D)の 
他機器設置禁止 
領域 

感知範囲 

センサー中心 

センサー 

■次の部品があることを確認してください。 

音停止ボタン 

本体 

作動ランプ 

センサー 

音量調節部 

スピーカ 

電池ケース 
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YES300D(乾電池タイプ)

取 付 方 法 

1

2

3

電池ケースを取り外したあと、本体下部に取り付けている 
小ねじを5mm程度ゆるめ、背板を外してください。 
 

背板を付属のねじ4本で所定の位置に取り付けてください。 

取付ねじ 
 (なべ頭タッピンねじφ4×25)

本体を背板の上部に引っ掛けて完全にかぶせたあと、小 
ねじを締め付けて本体を固定してください。 
 

しめる 

乾電池の入れかた 

1

2 電池ケースに単3形乾電池4個を入れてください。 

※電池は　　  の方向を正しく入れてください。 

■ 電池の使用表示に従う 
　 電池が液もれする原因になります。 

 

 

電池ケース 

単3形乾電池 

電池ケースの左右のつめを指で挟んで本体から引き出して 
ください。 

乾電池の入った電池ケースを本体に差し込んでください。 

※「パチン」と音がするまで差し込んでください。 

本体 

入れる 

外す 

3

電池ケース 

背板 
小ねじは背板から 
外さないでください。 

外す 

 

■ 付属の壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4×25）を 
　 使用する 

■ 取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認 
　 する 

　 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれ 
　 があります。 

■ コンクリート壁に取り付ける場合は、市販の樹脂プラ 
　 グなどを使用する 

　 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれ 
　 があります。 

※配線・コネクターに無理な力を加えないでください。 
※配線や異物を挟み込まないでください。 

注意 

注意 

注意 



■電源電線の接続は屋内直結専用となっています。 
　電源電線（VVFφ1.6または2.0単線）を図に示 
　した所定の位置に引き出してください。 
 

電源電線引込口 

■ 配線・コネクターに無理な力を加えない 

■ 配線や異物を挟み込まない 

■ 電源電線を端子台に接続するときには、ねじを十分締め付けて 
　 取り付ける 

 　火災や感電の原因になります。 

コネクターを接続してください。 
※コードを挟み込まないように注意して入れてください。 

6

■ 指定する電源（AC100V）以外では使用しない 

■取り付け後は、センサー部に手をかざし流水音が約25秒間流れることを確認してください。 

YES300(AC100Vタイプ)

取り付け前の準備 

取 付 方 法 

※本体外形から電源電線が隠れるように取り付け 
　てください。 

■ 通電部に触れるときは､電源を切る 

コネクター 

背板 

本体 外す 

4 背板を所定の位置に取り付けてください。 
 （乾電池タイプ　 を参照してください。） 2  

5 端子台に電源電線を接続してください。 

端子台 

電源電線 

　本体を背板に固定してください。 7
 (乾電池タイプ　   を参照してください。） 3

 

音量調節のしかた 
■図のようにキャップを矢印方向にスライドさせたあと、 
　小形のドライバー(＋)で音量調節を行なってください。 
　※調節ねじは強く押さないでください。 
　※調節後は、キャップを元の位置に戻してください。 

音量大 
音量小 

本体裏面 
小形のドライバー(＋)キャップ 

調節ねじ センサー 作動ランプ 
音停止ボタン 

コネクターを外してください。 2

3 電源電線を背板に通してください。 

取り付け後の確認 

1 本体から背板を外してください。 
1  （乾電池タイプ　 を参照してください。） 

■ 取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する 

　 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。 

注意 

■ コンクリート壁に取り付ける場合は、市販の樹脂プラグ等を使用する 

　 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。 

注意 
■ 付属の壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4×25）を使用する 

警告 
■ 配線工事は関連する法令や規定に従って、必ず有資格者（電気 
　 工事士）が行う 

※取り付け後、長期間使用しない場合は乾電池を外しておいてください。（YES300D対象） 

センサー 
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	全体

