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	书签5624A9C5　　　　　　　　　　Model No. : 192-6434    Polished Chrome                   192-6435    Brushed Nickel                    192-6436    Oil-Rubbed Bronze
	书签2D2DCE91　　　　　　　　　　3 Hole Installation ,  4" Center-Set
	书签E0AE63B7　　　　　　　　　　Revised 06/05/20
	书签561E4020　　　　　　　　　　In the event that Freendo faucets are used in a Commercial Application, this warranty is limited for a period of 5 years, unless otherwise specifically stated in the catalog and/or price book.
	书签E9E63F15　　　　　　　　　　Aegean Two Handle Bathroom Faucet withBrass Pop-up 
	书签A2DE6B7D　　　　　　　　　　repair. Compass Manufacturing International will, at its discretion, provide new or equivalent replacementparts for any product that proves to be defective under normal usage and service.
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	书签9567D212　　　　　　　　　　Troubleshooting
	书签E1D04FAF　　　　　　　　　　5
	书签79BB4216　　　　　　　　　　If the instructions were followed carefully and the faucet does not work properly, try these corrective steps.
	书签A6CD0222　　　　　　　　　　Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft, damp cloth.Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.
	书签5AB4B221　　　　　　　　　　If you use soldering for the installation of the faucet, the seats, cartridges and washers will have to be removed before using flame. Otherwise, the warranty will be void on these parts.
	书签86BAFF96　　　　　　　　　　Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply line.
	书签8B44F904　　　　　　　　　　Cover your drain to avoid losing parts.
	书签5EB2616F　　　　　　　　　　Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure. When installing your new faucet, turn the connector nuts finger tight, then use a wrench to tighten the nut one additional turn. Connections that are too tight can compromise the integrity of the system. Wrap all threaded connections with Teflon tape. Always wrap in a clockwise direction.
	书签2AB8489D　　　　　　　　　　Problem
	书签0A55411E　　　　　　　　　　Cause
	书签BA0128AD　　　　　　　　　　Action
	书签3372608E　　　　　　　　　　Leaks underneath handle\(#9\).
	书签D2531B9A　　　　　　　　　　The lock nut \(#10\) has come loose or the O-ring on the cartridge \(#12 or #13\) is dirty or misaligned.
	书签CCE2DAE5　　　　　　　　　　Turn the water supplies off. Turn on the hot and cold handles \(#36\) to release the pressure, then close the handles \(#36\). Remove the handle assembly \(#9\). If the lock nut \(#10\) is loose tighten it. If the lock nut \(#10\) is tight, remove the lock nut \(#10\) and cartridge \(#12 or #13\). Verify the O-ring is clean and in proper alignment on the cartridge \(#12 or #13\). If the O-ring is dirty rinse in warm water. Reinstall the O-ring onto the cartridge \(#12 or #13\). Reinstall the cartridge \(#12 or #13\), lock nut \(#10\), and handle assembly \(#9\). Turn the water supplies on.
	书签436F07D7　　　　　　　　　　Water will not shut off completely.
	书签3B589171　　　　　　　　　　Dirty or damaged cartridge\(#12 or #13\).
	书签64399B31　　　　　　　　　　Turn the water supplies off. Turn on the hot and cold handles \(#36\) to release the pressure, then close the handles \(#36\). Remove the handle assembly \(#9\), lock nut \(#10\) and cartridge \(#12 or #13\). Check the ceramic disk for dirt and damage. If the cartridge \(#12 or #13\) is damaged, replace the cartridge \(#12 or #13\). If the cartridge \(#12 or #13\) is dirty, soak in warm white vinegar for 4 hours. Every 30 minutes, while the cartridge \(#12 or #13\) is completely submerged, turn the stem on and off 10 times. Reinstall the cartridge \(#12 or #13\), lock nut \(#10\), handle assembly \(#9\). Turn the water supplies on.
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	书签136D3BFA　　　　　　　　　　22
	书签3A7DD01F　　　　　　　　　　23
	书签07A8B337　　　　　　　　　　24
	书签C529656D　　　　　　　　　　25
	书签ED09476C　　　　　　　　　　26
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	书签04AC0BA8　　　　　　　　　　29
	书签732C0F4C　　　　　　　　　　32
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	书签382DCBD5　　　　　　　　　　9
	书签2F0620E0　　　　　　　　　　6
	书签A6205E01　　　　　　　　　　7
	书签CF48B0CB　　　　　　　　　　8
	书签8C0F600E　　　　　　　　　　10
	书签5951E0D8　　　　　　　　　　11
	书签70A4A483　　　　　　　　　　12
	书签0D7C1583　　　　　　　　　　13
	书签CF37ECFF　　　　　　　　　　14
	书签FD6F790D　　　　　　　　　　15
	书签8F57A481　　　　　　　　　　16
	书签E6649F5E　　　　　　　　　　17
	书签F45D8FBE　　　　　　　　　　18
	书签3E249A37　　　　　　　　　　19
	书签D68BF890　　　　　　　　　　20
	书签C5DFA77E　　　　　　　　　　35
	书签3DC42B0C　　　　　　　　　　36
	书签CCCEEFDC　　　　　　　　　　37
	书签ED9EE242　　　　　　　　　　38
	书签BE93C52E　　　　　　　　　　39
	书签79C7579C　　　　　　　　　　40
	书签A45A7CBC　　　　　　　　　　34
	书签FD84FF0A　　　　　　　　　　33
	书签6D7F325D　　　　　　　　　　32
	书签8B8EE420　　　　　　　　　　31
	书签B3A3B1A1　　　　　　　　　　30
	书签2BD0EBC4　　　　　　　　　　29
	书签7DA97708　　　　　　　　　　28
	书签3CA45BA9　　　　　　　　　　27
	书签E33EBE4C　　　　　　　　　　26
	书签8DEE4078　　　　　　　　　　25
	书签0EB8B260　　　　　　　　　　24
	书签A3A4CF2E　　　　　　　　　　23
	书签E88EA6C9　　　　　　　　　　22
	书签BED3FC81　　　　　　　　　　21
	书签EAD8A117　　　　　　　　　　20
	书签41D2E730　　　　　　　　　　19
	书签6E69B8B2　　　　　　　　　　18
	书签D1A7CD9B　　　　　　　　　　Gasket
	书签B34BC473　　　　　　　　　　Body
	书签73895EDD　　　　　　　　　　17
	书签21E1E75F　　　　　　　　　　Inlet
	书签84E3C542　　　　　　　　　　Aerator
	书签1C407B22　　　　　　　　　　No.
	书签BC64EDF7　　　　　　　　　　Part Name
	书签90759B0C　　　　　　　　　　Deck Plate
	书签A97887C7　　　　　　　　　　Lock Nut
	书签31042741　　　　　　　　　　Brazed Underbody
	书签F6012EF7　　　　　　　　　　Allen Wrench
	书签297A99DB　　　　　　　　　　Spout
	书签67C8F244　　　　　　　　　　Cartridge \(Hot\)
	书签0F352452　　　　　　　　　　Cartridge \(Cold\)
	书签7CF0DBC1　　　　　　　　　　O-ring
	书签1F47A701　　　　　　　　　　Screw
	书签0626963C　　　　　　　　　　Flange
	书签B981C616　　　　　　　　　　Lock Nut
	书签1F945DAE　　　　　　　　　　Drain Body
	书签A5BD1F27　　　　　　　　　　Lift Rod Strap
	书签67EA4440　　　　　　　　　　Ball Rod
	书签1FD5A13A　　　　　　　　　　Ball Nut
	书签4230B1F2　　　　　　　　　　Top Rubber Washer
	书签9EE1E16D　　　　　　　　　　Bottom Rubber Washer
	书签ADDB7438　　　　　　　　　　Drain Stopper
	书签DD29945B　　　　　　　　　　Washer
	书签9EEE9DF5　　　　　　　　　　Tailpiece
	书签8ED89254　　　　　　　　　　Rod Ball Gasket
	书签4A7B3EB1　　　　　　　　　　16
	书签7869D432　　　　　　　　　　15
	书签146054AB　　　　　　　　　　14
	书签6121A04B　　　　　　　　　　13
	书签B396E396　　　　　　　　　　12
	书签88D88CE7　　　　　　　　　　11
	书签63E5EE1A　　　　　　　　　　10
	书签0C3FD000　　　　　　　　　　9
	书签F2DE2BD2　　　　　　　　　　8
	书签ABA5452C　　　　　　　　　　7
	书签313F86AB　　　　　　　　　　6
	书签EC41DB1A　　　　　　　　　　5
	书签030CC07E　　　　　　　　　　4
	书签7E1EA90E　　　　　　　　　　3
	书签5418FAAD　　　　　　　　　　Lift Rod
	书签38857C3E　　　　　　　　　　Handle
	书签3800317A　　　　　　　　　　Washer
	书签668ECE10　　　　　　　　　　Handle Base
	书签9008FED6　　　　　　　　　　O-rings
	书签EA262F95　　　　　　　　　　Clamp spring
	书签339AAA9A　　　　　　　　　　2
	书签9D4276FB　　　　　　　　　　Spring Clip
	书签44AD078B　　　　　　　　　　Handle Assembly
	书签47C2E19B　　　　　　　　　　Screws
	书签17B8E518　　　　　　　　　　O-ring
	书签15C213E6　　　　　　　　　　O-rings
	书签D71ACB04　　　　　　　　　　Flow Restricter
	书签B760D16F　　　　　　　　　　Washer
	书签52AD13BF　　　　　　　　　　Lock Nut
	书签6068A0C4　　　　　　　　　　1
	书签B23C8F01　　　　　　　　　　10
	书签B4ACBE82　　　　　　　　　　Let both hot and cold water run for one minute.  This will help clean any debris that might clog the system.
	书签CECA71E0　　　　　　　　　　36
	书签3467F8B7　　　　　　　　　　37
	书签6BDD6460　　　　　　　　　　38
	书签F7194756　　　　　　　　　　39
	书签2B4A0741　　　　　　　　　　40
	书签3EC8BA08　　　　　　　　　　36
	书签8336DCDD　　　　　　　　　　37
	书签90CD9290　　　　　　　　　　38
	书签9256E727　　　　　　　　　　39
	书签CD663ED9　　　　　　　　　　40
	书签B1C838C6　　　　　　　　　　Lift Rod Strap Screw
	书签D0172342　　　　　　　　　　9
	书签30B4E602　　　　　　　　　　Brazed Underbody
	书签70152D47　　　　　　　　　　Brazed Underbody
	书签B0102EC9　　　　　　　　　　Brazed Underbody
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	书签45E166C2　　　　　　　　　　3
	书签28A5D1BF　　　　　　　　　　10. 
	书签95A761BB　　　　　　　　　　\(#31\) 
	书签5374380A　　　　　　　　　　\(#30\) 
	书签F0216E34　　　　　　　　　　Remove 
	书签D94393B3　　　　　　　　　　ball 
	书签F15CBC73　　　　　　　　　　nut 
	书签756A1A87　　　　　　　　　　and 
	书签7FDD533F　　　　　　　　　　ball 
	书签32398E0C　　　　　　　　　　rod 
	书签08EF5731　　　　　　　　　　gasket 
	书签CE1599DA　　　　　　　　　　from 
	书签18F3D6F1　　　　　　　　　　the 
	书签27C655BC　　　　　　　　　　ball 
	书签70DFF716　　　　　　　　　　  rod \(#29\). Insert ball rod \(#29\) into the drain body \(#27\) and the 
	书签B7785B68　　　　　　　　　　  hole in the drain stopper \(#21\). Reinstall the ball rod gasket \(#30\) 
	书签DFCC254C　　　　　　　　　　  and ball nut \(#31\).
	书签E704EBF8　　　　　　　　　　Installation Instructions
	书签E2351F19　　　　　　　　　　29
	书签F237CFB7　　　　　　　　　　30
	书签14E3F376　　　　　　　　　　31
	书签49E60832　　　　　　　　　　32
	书签17A16607　　　　　　　　　　Insert the lift rod \(#34\) through the hole in the body \(#3\).
	书签8C1F7870　　　　　　　　　　Connect 
	书签C068CBE3　　　　　　　　　　ball 
	书签AC9A4F60　　　　　　　　　　rod 
	书签3B296095　　　　　　　　　　\(#29\) 
	书签9B6AA46A　　　　　　　　　　to 
	书签2A5A6ECB　　　　　　　　　　      lift rod strap \(#33\) using spring clip \(#32\) to hold and adjust.
	书签FEC2B20F　　　　　　　　　　Attach 
	书签AF90F66B　　　　　　　　　　lift 
	书签4D738C7C　　　　　　　　　　rod 
	书签9F4B481A　　　　　　　　　　strap 
	书签257E2305　　　　　　　　　　\(#33\) 
	书签1AA00339　　　　　　　　　　to 
	书签BC713675　　　　　　　　　　the 
	书签A5839BE6　　　　　　　　　　lift 
	书签E415E814　　　　　　　　　　rod 
	书签6B73E465　　　　　　　　　　\(#34\) 
	书签99619431　　　　　　　　　　by 
	书签0593CCE9　　　　　　　　　　inserting 
	书签098FB08B　　　　　　　　　　the 
	书签60110ECF　　　　　　　　　　lift 
	书签3F11E158　　　　　　　　　　rod 
	书签BA598E70　　　　　　　　　　\(#34\) 
	书签231246D7　　　　　　　　　　      through the lift rod strap \(#33\) hole. Adjust the lift rod \(#34\) to the correct 
	书签5BCE491B　　　　　　　　　　      height and hand tighten the lift rod strap screw \(#35\).
	书签18CFF7AF　　　　　　　　　　lift rod strap hole
	书签8AF6BCF4　　　　　　　　　　33
	书签80E7A396　　　　　　　　　　29
	书签AB74B86A　　　　　　　　　　34
	书签A3DDD058　　　　　　　　　　2
	书签2CB4AA81　　　　　　　　　　Installation Instructions
	书签4A69EC4D　　　　　　　　　　5. 
	书签B96E066C　　　　　　　　　　Disassemble 
	书签D4E928BD　　　　　　　　　　the 
	书签2C8DCB27　　　　　　　　　　drain 
	书签4047F2C8　　　　　　　　　　stopper 
	书签63F7CF22　　　　　　　　　　\(#21\), 
	书签6CAF6219　　　　　　　　　　flange 
	书签EF945CDF　　　　　　　　　　\(#22\), 
	书签326BC8E1　　　　　　　　　　and 
	书签AB379C5C　　　　　　　　　　top 
	书签71FE3BA8　　　　　　　　　　rubber 
	书签427C6443　　　　　　　　　　  washer \(#23\) from the drain assembly.
	书签59B99988　　　　　　　　　　6. 
	书签A431E61F　　　　　　　　　　Insert 
	书签99838209　　　　　　　　　　the 
	书签3FE17C97　　　　　　　　　　drain 
	书签EA5AC109　　　　　　　　　　body 
	书签4679E6A7　　　　　　　　　　\(#27\) 
	书签757BF204　　　　　　　　　　into 
	书签09F282A0　　　　　　　　　　the 
	书签3AAB7051　　　　　　　　　　drain 
	书签A2E39497　　　　　　　　　　hole 
	书签9193E238　　　　　　　　　　from 
	书签32FE3CC9　　　　　　　　　　under 
	书签E2C7F090　　　　　　　　　　the 
	书签ACF7CA17　　　　　　　　　　sink.  
	书签3030565C　　　　　　　　　　  From above, reinstall the flange \(#22\) and top rubber washer \(#23\) to the     drain body \(#27\) and hand tighten. 
	书签2EB6AB6C　　　　　　　　　　7. 
	书签C25AEB1B　　　　　　　　　　From 
	书签F8D9F587　　　　　　　　　　under 
	书签17BC4C9C　　　　　　　　　　the 
	书签F57B2918　　　　　　　　　　sink, 
	书签774E236C　　　　　　　　　　install 
	书签B387A7EA　　　　　　　　　　the 
	书签553778C3　　　　　　　　　　bottom 
	书签7B37A280　　　　　　　　　　rubber 
	书签DCFEF0FD　　　　　　　　　　washer 
	书签F930FAE2　　　　　　　　　　\(#24\), 
	书签A4B1ED5D　　　　　　　　　　  washer \(#25\) and tighten the lock nut \(#26\) until firmly against 
	书签CB5C9143　　　　　　　　　　  the sink base.
	书签54267632　　　　　　　　　　8. 
	书签307DBB24　　　　　　　　　　Disassemble 
	书签E9CB0896　　　　　　　　　　the 
	书签6E28D5D3　　　　　　　　　　tailpiece 
	书签A4854AF0　　　　　　　　　　\(#28\) 
	书签43B3DDC5　　　　　　　　　　from 
	书签300FD0BA　　　　　　　　　　the 
	书签F0D039F8　　　　　　　　　　drain 
	书签DD7CC15F　　　　　　　　　　body 
	书签FE3BEF50　　　　　　　　　　\(#27\) 
	书签02DA3796　　　　　　　　　　and 
	书签1EA27D70　　　　　　　　　　apply 
	书签907DE108　　　　　　　　　　  Teflon tape clockwise. Reinstall the tailpiece \(#28\) to the drain 
	书签6F26991C　　　　　　　　　　  body \(#27\).
	书签CDBA0A7E　　　　　　　　　　9. 
	书签B9E8D535　　　　　　　　　　Reinstall 
	书签A4837192　　　　　　　　　　the 
	书签0F88E1E2　　　　　　　　　　drain 
	书签1A57E257　　　　　　　　　　stopper 
	书签E9A856B3　　　　　　　　　　\(#21\) 
	书签31689E4C　　　　　　　　　　into 
	书签91A3C19B　　　　　　　　　　the 
	书签DF4D5BF4　　　　　　　　　　drain 
	书签F9BD881D　　　　　　　　　　body 
	书签EC363D57　　　　　　　　　　\(#27\). 
	书签B7546071　　　　　　　　　　Ensure 
	书签64C95773　　　　　　　　　　  o-ring is in place and align the stopper hole with the ball rod opening, 
	书签7E6BFBE5　　　　　　　　　　  as shown.
	书签57FF2029　　　　　　　　　　1. Shut off the water supplies before installation. Remove the current    faucet. Clean and dry the surface the new faucet will installed on.2. Unscrew the lock nut \(#19\) and washer \(#18\) from the brazed underbody    \(#15\).3. Place silicone sealant beneath the gasket \(#17\) and insert the brazed    underbody \(#15\) through the faucet holes.4. Screw the lock nut \(#19\) onto the brazed underbody \(#15\) hand tight. Do    Not over tighten.    Hint: Have someone hold the deck plate \(#11\) in place while tightening.
	书签1552A8CF　　　　　　　　　　11. 
	书签AB3867F7　　　　　　　　　　12. 
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	书签CF9C8DDF　　　　　　　　　　23
	书签CE0F2D35　　　　　　　　　　25
	书签F666DB9C　　　　　　　　　　26
	书签C60FA83D　　　　　　　　　　24
	书签CCFA3C6D　　　　　　　　　　28
	书签71FF0BD2　　　　　　　　　　22
	书签9C006530　　　　　　　　　　21
	书签EA0A19F3　　　　　　　　　　27
	书签7F722944　　　　　　　　　　with ball rod
	书签394D32FB　　　　　　　　　　Note: Do NOT install damaged parts. Before installation, verify there is nodamage. If damage is found, contact customer service for a replacement.
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