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	书签26314504　　　　　　　　　　Adjustable Wrench
	书签703E5A86　　　　　　　　　　RECOMMENDED TOOLS
	书签7E100BEF　　　　　　　　　　Attention:for easy installation, you will need:1.To read all the installation instruction completely before    beginning.2.To read all the warning, attention and maitenance    information.3.To purchase the proper supply lines.
	书签B964A6B2　　　　　　　　　　Allen key
	书签62208C0F　　　　　　　　　　WARNING:Please keep the tool for future use!
	书签97574168　　　　　　　　　　The tools might be applied to the following places:
	书签9870930E　　　　　　　　　　Teflon tape
	书签65FDEE6D　　　　　　　　　　Channel Locks
	书签1A5070EA　　　　　　　　　　Silicone
	书签1C118188　　　　　　　　　　Goggles
	书签94D1496B　　　　　　　　　　screwdriver
	书签E5670685　　　　　　　　　　PART NAME
	书签287168A5　　　　　　　　　　NO.
	书签845A4F2C　　　　　　　　　　1
	书签E5DE283A　　　　　　　　　　2
	书签161BCFE2　　　　　　　　　　3
	书签EAF83AFF　　　　　　　　　　4
	书签42A492BF　　　　　　　　　　5
	书签70031788　　　　　　　　　　6
	书签4AE12A59　　　　　　　　　　7
	书签8FBBAA68　　　　　　　　　　8
	书签60777369　　　　　　　　　　9
	书签AA33B62E　　　　　　　　　　10
	书签7F889904　　　　　　　　　　11
	书签CD20626D　　　　　　　　　　12
	书签81D7C1A2　　　　　　　　　　13
	书签A55EA8E6　　　　　　　　　　14
	书签8EC76FF5　　　　　　　　　　15
	书签3FB48702　　　　　　　　　　16
	书签762109A6　　　　　　　　　　17
	书签3E6AFBD2　　　　　　　　　　18
	书签B0DDF874　　　　　　　　　　Allen key
	书签B6DED08D　　　　　　　　　　Handle assembly
	书签DA19E207　　　　　　　　　　Spout
	书签1201B0DE　　　　　　　　　　19
	书签F4ABE42E　　　　　　　　　　20
	书签802A697B　　　　　　　　　　O-ring
	书签769B5DB4　　　　　　　　　　Clamp spring
	书签4258C74C　　　　　　　　　　Gasket assembly
	书签66A88EBB　　　　　　　　　　Lock nut
	书签E9FD9670　　　　　　　　　　Screw
	书签FFF812CD　　　　　　　　　　Water valve assembly
	书签DE769333　　　　　　　　　　Flexible hose
	书签D9A40609　　　　　　　　　　Plastic lock ring
	书签72579F2A　　　　　　　　　　Lock nut
	书签80157B1D　　　　　　　　　　Metal washer
	书签40ABF3E3　　　　　　　　　　Lock nut
	书签F7A19ED1　　　　　　　　　　Flexible hose
	书签72260882　　　　　　　　　　Screw
	书签3C209AA8　　　　　　　　　　Aerator
	书签A436F62A　　　　　　　　　　O-ring
	书签C8967077　　　　　　　　　　Flow restricter
	书签BD5CC4C3　　　　　　　　　　1
	书签A32A5DA8　　　　　　　　　　2
	书签2B981B91　　　　　　　　　　3
	书签BB1FBDA9　　　　　　　　　　4
	书签F2456EA6　　　　　　　　　　5
	书签FFFD8D5F　　　　　　　　　　6
	书签24FA7F14　　　　　　　　　　7
	书签91E230CB　　　　　　　　　　8
	书签38AB4F59　　　　　　　　　　17
	书签B7AB8578　　　　　　　　　　18
	书签952969EA　　　　　　　　　　19
	书签DE0B9B2F　　　　　　　　　　Base
	书签409DADF8　　　　　　　　　　15
	书签6DB8E0F5　　　　　　　　　　16
	书签4DBD1976　　　　　　　　　　9
	书签BBCA59CA　　　　　　　　　　10
	书签87A453F7　　　　　　　　　　12
	书签1F902BFD　　　　　　　　　　13
	书签810AB851　　　　　　　　　　14
	书签C9B4B510　　　　　　　　　　11
	书签3470ED4C　　　　　　　　　　Basin wrench
	书签20BAE72D　　　　　　　　　　103123-BAF-PC/SN/BG
	书签13B6073A　　　　　　　　　　Step 4     Parts list
	书签F248417B　　　　　　　　　　TWO HANDLE LAVATORY FAUCET 
	书签D862B5C2　　　　　　　　　　The product is CUPC, NSF-61, AB1953, WATERSENSE and ADA certified.
	书签9B58B30A　　　　　　　　　　Original certification model code: 1B467KV7
	书签184FEF18　　　　　　　　　　20
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	书签69DE1972　　　　　　　　　　Step 1     Faucet installation
	书签BE21DC36　　　　　　　　　　3
	书签80934003　　　　　　　　　　2
	书签A10A7823　　　　　　　　　　1
	书签2D27A398　　　　　　　　　　2.Check all connections at arrows for leaks, re-tighten it if necessary.
	书签89228AFC　　　　　　　　　　BUT DON'T OVERTIGHTEN
	书签6E0492AB　　　　　　　　　　Step 3     Cleaning and care
	书签5B81B778　　　　　　　　　　Daily cleaning and care are required in order to keep the product shining and properly working. 
	书签A1D8C838　　　　　　　　　　1
	书签6544468E　　　　　　　　　　2
	书签DFF64467　　　　　　　　　　3
	书签6FF240A7　　　　　　　　　　4
	书签B286F91D　　　　　　　　　　Clean it with water and dry it with soft cloth.Clean the product with gentle liquid or glass cleaner. Don't use acid cleaner. Don't clean with abrasive material, abrasive paper or knife.
	书签C20C4B09　　　　　　　　　　Step 2     Checking and testing
	书签1459B3C7　　　　　　　　　　HOT
	书签8F1CA6C7　　　　　　　　　　COLD
	书签7449264B　　　　　　　　　　1/2”\(13mm\)IPS
	书签E9D5F404　　　　　　　　　　WARNING: DON'T OVERTIGHTEN!
	书签70EF8F1F　　　　　　　　　　4
	书签08F3B346　　　　　　　　　　2.Position the handle in installation surface as shown and secure it with fixing kit and tighten the screw with    screwdriver. Repeat the above steps for the other handle.    Caution: please be caution with the position of hot and cold handles.
	书签3ED182E3　　　　　　　　　　3.Position the flexible hose as shown and fix it to the faucet as shown with clamp spring.
	书签FA7FA928　　　　　　　　　　Warning: The water supply valve mentioned above are not included, please purchase them from plumbshop.
	书签737771A1　　　　　　　　　　4.Connect the water supply lines to faucet and water supply valve and tighten it with wrench. 
	书签364CC820　　　　　　　　　　1.Position the body with o-ring in the installation surface as shown and secure it with metal washer and tighten    the lock nut with basin wrench.
	书签8408F560　　　　　　　　　　1.Turn the faucet handle all the way on, turn on hot and cold water supply and flush water lines for one minute.    Reinstall aerator by hand.
	书签73D72FA1　　　　　　　　　　2
	书签791DEB6D　　　　　　　　　　1


