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『浄水器のフィルターカートリッジ交換サービス』      
『浄水器のフィルターカートリッジ交換＋温水器点検サービス』

A: 浄水器のフィルターカートリッジ交換サービス ※弊社製品に付属していますフィルターカートリッジを交換・吐水口を清掃・洗浄・点検
　するサービスです。（有料）

B: 浄水器のフィルターカートリッジ交換＋温水器点検サービス ※弊社製品「調乳用温水器Ｆ１/CH22シリーズ」が対象。Aのサービスを含み、さらに
　消耗部品を交換・清掃・洗浄・点検・電気系統チェックをするサービスです。（有料）

調乳用温水器の点検サービスには、2種類の点検プログラムをご用意しております。
安心して正しく製品をお使いいただくために、下記の図のようにA・Bのいずれかの

点検サービスを1年に1回必ず実施頂く様お願い致します。

●サービススタッフが訪問
・点検サービス作業は全てサービススタッフ（作業委託会社）が

出張で行います。 
 （出張交換作業費用を含む、離島を除く）

●浄水器を交換
・フィルターカートリッジを新品に交換します。
・フィルターカートリッジの使用期限は1 年です。
 （日本水道協会（JWWA）の指針による）※1

●簡易水質チェック
・新しく取り付けた浄水器が正常に浄水しているか確認します。

●清掃・洗浄・点検
・清掃・洗浄いたします。

●湯槽内洗浄・消耗部品交換・電気系統チェック
   （B:フィルターカートリッジ交換＋温水器点検サービスのみ）

・フィルターカートリッジ、パッキン類を新品に交換します。
    ・電気部品のチェックをします。

サービス
内容

浄水器・温水器付シンク、調乳用温水器Ｆ１／ CH22 シリーズには、水道法の水質基準に適合した水をご使用頂きますようお願い申し上げます。（但し、純水を除く。）
※1 水質や使用頻度によってスケール（湯あか）が付きやすくなるなど、メンテナンスの頻度が通常と異なる場合がございます。

※給排水の施工配管が弊社推奨と異なると、部品交換・点検が出来ない場合が有ります。
※作業当日、シンク台または専用台のカギがないと作業が出来ない為、キャンセル料を頂くことになりますのでご注意ください。

④お取り換え終了のご確認。カギをお返しします。 

③サービススタッフがフィルターカートリッジ
のお取り換え、湯槽内の清掃・洗浄・点検・
簡易水質チェック・消耗部品交換・電気系統
チェックを行います。   

フィルターカートリッジ交換＋温水器点検サービス対象商品
●調乳用温水器Ｆ１／ CH22シリーズ
 ・調乳用温水器Ｆ１１ ／ CH22-1（浄水器無し・シンク横付増設用・オプション浄水器あり）
 ・調乳用温水器Ｆ１２ ／ CH22-2（浄水器付き・単独設置用）
 ・調乳用温水器Ｆ１３ ／ CH22-3（シンク一体型）
 ・調乳用温水器Ｆ１４ ／ CH22-4（シンク一体型・勝手ちがい）

サービススタッフ
1 名訪問

フィルターカートリッジ
を交換

湯槽内
洗浄

消耗部品
交換

電気系統
チェック

吐水口清掃・
洗浄・点検

簡単水質
チェック

B:浄水器のフィルターカートリッジ交換＋温水器点検サービス

③サービススタッフがフィルター
カートリッジのお取り換え、点
検、蛇口の洗浄を行います。

④お取り換え終了のご確認。カギをお返しします。

フィルターカートリッジ交換サービス対象商品
●浄水器・温水器付シンク全シリーズ
 ・浄水器・温水器付シンク
 ・浄水器・温水器付シンク ＮＡ／ＮＡ-Ｒ1
 ・浄水器・温水器付シンク ＮＩ／ＮＩ-Ｒ1

●調乳用温水器Ｆ１／ CH22シリーズ
 ・調乳用温水器Ｆ１１ ／ CH22-1（浄水器無し・シンク横付増設用）／ CH22WP
 ・調乳用温水器Ｆ１２ ／ CH22-2（浄水器付き・単独設置用）
 ・調乳用温水器Ｆ13 ／ CH22-3（シンク一体型）
 ・調乳用温水器Ｆ14 ／ CH22-4（シンク一体型・勝手ちがい）

サービススタッフ
1 名訪問

フィルターカートリッジ
を交換

吐水口清掃・
洗浄・点検

簡単水質
チェック

A: 浄水器のフィルターカートリッジ交換サービス

調乳用温水器
F1/CH22

シリーズ 設置

A B A B A B

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目

浄水器・
温水器付シンク

全シリーズ 設置

A A AA A A

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目

①サービススタッフ（基本1名）がフィルター
   カートリッジの交換にお伺いします。

②シンク台または専用台のカギをお借りします。 ①サービススタッフ（基本1名）が点検・交換サービス
　にお伺いします。
②専用台のカギをお借りします。 
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□ コンビウィズ代理店　　　　　　　　御中　⇒　FAX
□ コンビウィズ（株）サービスセンター　行 　  ⇒　FAX　0 3 - 5 8 2 8 - 7 6 3 0

台
台

台

円
円シンク台または調乳台の扉の鍵は必ずご準備下さい。

当日鍵がない場合は作業が出来ず、キャンセル料金が発生致します。（A：￥2,000、　B：￥5,000　税抜）

受付No.

通常　22,000円
（ ９：００ 開始～ ）
早朝・夜間　28,600円

（ ５：００ 開始～ ）
（ １８：００ 開始～ ）
深夜　33,000円

（ ２２：００ 開始～ ）
離島　都度お見積り

通常　39,000円
（ ８：００ 開始～ ）
夜間　45,000円

（ ２０：００ 開始～ ）
早朝・深夜　52,000円

（ ２２：００ 開始～ ）
離島　都度お見積り

下記空欄に必要事項をご記入のうえ、FAX 願います（◆印の太枠内は必須です）
※浄水器フィルターのみのご販売は取り扱っておりません。
※当欄は、訪問交換専用申込書です。詳細は下記へ問合せください。
問合せ先：コンビウィズ（株）サービスセンター　電話 03-5806-4621　
受付時間：祝祭日を除く月～金　10：00 ～ 17：00

浄水器・温水器
付シンク全シリーズ

調乳用温水器
F1シリーズ

（F11/F12/F13/F14）
CH22シリーズ

（CH22-1/2/3/4）

Ａ 浄水器フィルター交換サービス申込書
Ｂ 浄水器フィルター交換＋温水器点検サービス申込書

金額（税抜き）［備考欄］

合計金額（税込み）

浄水器フィルター交換
＋温水器点検サービス
（浄水器フィルターカートリッジ

交換を含みます
A→B→A→B・・・と

交互に隔年で行って下さい）

調乳用温水器
F1シリーズ

（F11/F12/F13/F14）
CH22シリーズ

（CH22-1/2/3/4）

A

B

対象商品 外観 台数 料金（税抜）

コンビウィズ使用欄

2020.3 （12）

浄水器フィルター
交換サービス

（浄水器フィルターカートリッジ
は年 1 回の交換が必要です）

◆設置先 　〒　　　 　－　 都道
 府県

◆作業日程調整連絡先（ご指定がない場合、上記設置先のご担当者様にご連絡致します。） ◆お支払条件（振込み）

●毎月請求書受付締日がある
　お客様

●毎月請求書受付締日がない
　お客様（都度お支払のお客様）

請求書受付
◆交換実施希望日時

●作業の所要時間の目安は1台あたりA：浄水器フィルター交換サービスで約1時間、
　B：浄水器フィルター交換+温水器点検サービスで約2時間です。
◆請求書送付先（同上の場合は、チェックのみお願いします）　→ □設置先と同じ

設置場所
建物・フロア・部屋名まで記載

会社名

部署名 ご担当　 　　 　　　　　　　　様

会社名

請求書宛名

部署名 ご担当　 　　 　　　　　　　　様

TEL（　　　　）　　　　　－　　　　　FAX（　　　　）　　　　　－　　　　　

TEL（　　　  ）　　　　　－　　　　　

（午前・午後）　　　　 時　　　　 分

に上記設置先へ訪問致します。

訪問者
氏　名

承り確認欄（コンビウィズ記入欄）

月　 　　　　日

□設置先担当者　　□請求書送付先担当者
□その他 （氏名 TEL（　　　　）　　　　　－　　　　　

（第1希望）　　　 月　　　 日　午前・午後　　　 　時　　　 　分 （開始・終了）
（第2希望）　　　 月　　　 日　午前・午後　　　 　時 　　　　分 （開始・終了）
（第3希望）　　　 月　　　 日　午前・午後　　　 　時 　　　　分 （開始・終了）

※　お申込み時の2週間以降を目安にご指定下さい。
※　日曜・祝日以外の平日（月～土）でお願い致します。第3希望までご指定下さい。

〒　　　 　－　 都道
 府県

FAX（　　　  ）　　　　　－　　　　　

（必ずご記入下さい）

日締め

請求書が届いてから
日以内にお支払い

当月  ・  翌月  ・  翌々月

日払い

※弊社指定口座への御振込みと 
なります。詳しくは、請求書に 
記載させて頂きます。

※振込手数料は御社様にてご負担
下さいますようお願い致します。

◆上記内容を確認了承します。

貴社名

お申込日　　　　年　　　月　　　日

お申込者名 印
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特記事項　　 A：浄水器フィルター交換/B：浄水器フィルター交換+温水器点検
特記事項がございましたら、こちらの用紙にご記入のうえ申込書と併せて、
コンビウィズ㈱サービスセンター（FAX番号は申込書に記載）へ FAX下さいますようお願い致します。

御見積書 □原紙の事前送付　　□請求書送付時に併せて原紙送付　　□FAXで送付

必要な事項を下記より選択ください（複数選択可）
□社印・□代表者名・□代表者印（社長印）・□担当者印
□日付指定（ ）
□その他（ ）
※その他書式指定等ある場合は、内容がわかる書類を添付してください。

請求書 必要な事項を下記より選択ください（複数選択可）
□社印・□代表者名・□代表者印（社長印）・□担当者印
□日付指定（ ）
□送付期限（ ）まで
□その他（ ）
※その他書式指定等ある場合は、内容がわかる書類を添付してください。

作業日 例：○月中に完了希望、○曜日以外の平日○時までに完了希望

振込名義 『請求書宛名』と、『振込名義』が異なる場合は、必ずご記入下さいますようお願い致します。

備考 その他ご希望等ございましたら、ご記入ください。

お申込日　　　　年　　月　　日 /貴社名　　　　　　　　　　　　/お申込者名　　　　　　　　　　　印

2017.10(3)
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