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	书签3B33F488　　　　　　　　　　Noble Two Handle Bathroom Faucet WithBrass Pop-up
	书签A430AB8E　　　　　　　　　　3 Hole Installation
	书签49E6C1CA　　　　　　　　　　Model No. : 192-7128    Polished Chrome                   192-7129    Brushed Nickel                    192-7130    Oil-Rubbed Bronze
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	书签33228298　　　　　　　　　　Troubleshooting
	书签89F22BA5　　　　　　　　　　5
	书签9594BE44　　　　　　　　　　If the instructions were followed carefully and the faucet does not work properly, try these corrective steps.
	书签2091B6EF　　　　　　　　　　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0DAFAF4D　　　　　　　　　　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E17C21E7　　　　　　　　　　Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply line.
	书签84BD1C41　　　　　　　　　　Cover your drain to avoid losing parts.
	书签045C4DD1　　　　　　　　　　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 anchor the fitting and a second 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00B25B66　　　　　　　　　　Problem
	书签A8F66E63　　　　　　　　　　Cause
	书签9C9F2170　　　　　　　　　　Action
	书签6A33B301　　　　　　　　　　Leaks underneath handle\(#1\).
	书签CA3BFB49　　　　　　　　　　Lock nut \(#4\) has come loose.
	书签DCD58E02　　　　　　　　　　Turn off the water supplies.Remove the handle \(#1\) andtighten the lock nut \(#4\).Reinstall the handle \(#1\).
	书签217B7704　　　　　　　　　　Water will not shut off completely.
	书签7A8CE003　　　　　　　　　　The aerator assembly \(#39\) leaks or has an inconsistent water flow pattern.
	书签4A6FC0AC　　　　　　　　　　Dirty or damaged cartridge\(#15 or #38\).
	书签463E706F　　　　　　　　　　Aerator assembly \(#39\) is dirty or misaligned.
	书签A1C2F8DB　　　　　　　　　　Turn off the water supplies.Remove the handle \(#1\), lock nut \(#4\) and cartridge \(#15 or #38\). Check the ceramic disk for dirt and damage. If the cartridge \(#15 or #38\) is dirty, soak it in warm white vinegar for 4 hours. Every 30 minutes,while the cartridge \(#15 or#38\) is completely submerged, turn the stem on and off 10 times. If the cartridge \(#15 or #38\) is damaged, replace the cartridge \(#15 or #38\), lock nut\(#4\) and the handle \(#1\).
	书签32F1DE1B　　　　　　　　　　Remove the aerator assembly \(#39\) using the aerator wrench \(37\) and check the rubber packing. If the rubber packing is misaligned, realign the rubber packing and reinstall. If the aerator assembly \(#39\) is dirty rinse with warm water.Reinstall or replace the aerator assembly \(#39\).
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	书签4AAC8C4C　　　　　　　　　　4
	书签E03461BF　　　　　　　　　　Remove the aerator assembly \(#39\) using the aerator wrench \(37\). Turn on the hot and cold water for one minute. This will flush any debris from the lines that might clog the system. Turn off the water and reinstall the aerator assembly \(#39\).
	书签C6394866　　　　　　　　　　28
	书签A616DEC8　　　　　　　　　　29
	书签BEDC7DE5　　　　　　　　　　30
	书签E4D25B74　　　　　　　　　　31
	书签11B4D977　　　　　　　　　　32
	书签D61F98EB　　　　　　　　　　33
	书签FFFD8A89　　　　　　　　　　34
	书签537C1B7F　　　　　　　　　　35
	书签8071B06E　　　　　　　　　　36
	书签5597B35D　　　　　　　　　　37
	书签C9424550　　　　　　　　　　38
	书签D214D644　　　　　　　　　　39
	书签D935BBC5　　　　　　　　　　27
	书签B5EFF674　　　　　　　　　　26
	书签B698D82D　　　　　　　　　　25
	书签5630C944　　　　　　　　　　24
	书签BAE8C75E　　　　　　　　　　23
	书签78C6173F　　　　　　　　　　22
	书签A2F93AF2　　　　　　　　　　21
	书签EE324DF0　　　　　　　　　　20
	书签2BBC7AE5　　　　　　　　　　19
	书签EC2D2DED　　　　　　　　　　18
	书签030E5CF8　　　　　　　　　　17
	书签14BA5171　　　　　　　　　　16
	书签D831BB1C　　　　　　　　　　15
	书签A20B824B　　　　　　　　　　14
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	书签BD39E703　　　　　　　　　　12
	书签F3F6B642　　　　　　　　　　Gasket
	书签6CBFC991　　　　　　　　　　Lock Nut
	书签37B6E3C4　　　　　　　　　　Part Name
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	书签281DF2DF　　　　　　　　　　1
	书签450001FE　　　　　　　　　　Handle 
	书签DDE0EE14　　　　　　　　　　O-ring
	书签EFED9A20　　　　　　　　　　Lock Nut
	书签CF164EBF　　　　　　　　　　Index 
	书签84E0ACB4　　　　　　　　　　Set Screw
	书签0D1A7A42　　　　　　　　　　Brazed Underbody 
	书签47DFF27C　　　　　　　　　　Cartridge \(Hot\)
	书签8765C1C4　　　　　　　　　　O-ring
	书签EFD815BE　　　　　　　　　　Screw
	书签11A21804　　　　　　　　　　Aerator
	书签4F97BC98　　　　　　　　　　Drain Stopper
	书签AB0F241D　　　　　　　　　　Flange
	书签882A75C6　　　　　　　　　　Top Rubber Washer
	书签DF40B407　　　　　　　　　　Bottom Rubber Washer
	书签1EDC2869　　　　　　　　　　Washer
	书签D5764DD0　　　　　　　　　　Lock Nut
	书签3960F063　　　　　　　　　　Drain Body
	书签C86ACD2F　　　　　　　　　　Tailpiece
	书签8A5D98AA　　　　　　　　　　Ball Rod
	书签D888399E　　　　　　　　　　Ball Rod Gasket
	书签6CE8B675　　　　　　　　　　Ball Nut
	书签77123A67　　　　　　　　　　Spring Clip
	书签65BBB528　　　　　　　　　　Lift Rod Strap
	书签9C4590D5　　　　　　　　　　Lift Rod
	书签02D19B54　　　　　　　　　　Allen Wrench
	书签159D0AB0　　　　　　　　　　Lift Rod Strap Screw
	书签02A2E9BC　　　　　　　　　　Deck Plate
	书签CA95C695　　　　　　　　　　Lower Spout
	书签0A3EDE34　　　　　　　　　　Aerator Wrench
	书签F458F83A　　　　　　　　　　Washer
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	书签D4AA397A　　　　　　　　　　Spout Connector
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	书签933BC53C　　　　　　　　　　25
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	书签53C0DD90　　　　　　　　　　28
	书签AAE554A2　　　　　　　　　　29
	书签42CB2AC6　　　　　　　　　　30
	书签BDF2A4BE　　　　　　　　　　31
	书签6EBCA111　　　　　　　　　　32
	书签8DC3EBA4　　　　　　　　　　Cartridge \(Cold\)
	书签0A41E937　　　　　　　　　　Aerator Assembly
	书签D23F2FA7　　　　　　　　　　12
	书签CE8F7FB5　　　　　　　　　　13
	书签63CC9545　　　　　　　　　　37
	书签7F10DAE1　　　　　　　　　　39
	书签5EAAA3AC　　　　　　　　　　Brazed Underbody
	书签F92AA246　　　　　　　　　　Brazed Underbody
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	书签4C6A0119　　　　　　　　　　3
	书签99986D2E　　　　　　　　　　10. 
	书签F7E83FDD　　　　　　　　　　\(#31\) 
	书签5C2F37BC　　　　　　　　　　\(#30\) 
	书签D74DA6F1　　　　　　　　　　Remove 
	书签CC17FA08　　　　　　　　　　ball 
	书签5B3C508D　　　　　　　　　　nut 
	书签864EF7F5　　　　　　　　　　and 
	书签C1716424　　　　　　　　　　ball 
	书签1C649F80　　　　　　　　　　rod 
	书签F6DDB7F8　　　　　　　　　　gasket 
	书签0CE1D6B2　　　　　　　　　　from 
	书签6EE09AE8　　　　　　　　　　the 
	书签3E06AC35　　　　　　　　　　ball 
	书签4DAE5FCB　　　　　　　　　　  rod \(#29\). Insert ball rod \(#29\) into the drain body \(#27\) and the 
	书签5E0BB305　　　　　　　　　　  hole in the drain stopper \(#21\). Reinstall the ball rod gasket \(#30\) 
	书签C9883534　　　　　　　　　　  and ball nut \(#31\).
	书签0A1E6807　　　　　　　　　　Installation Instructions
	书签139DCAE4　　　　　　　　　　29
	书签E674C2A2　　　　　　　　　　30
	书签E9A6262A　　　　　　　　　　31
	书签CF11090F　　　　　　　　　　32
	书签2C747E22　　　　　　　　　　faucetbody
	书签9A7484DB　　　　　　　　　　Insert 
	书签FC9C2918　　　　　　　　　　lift 
	书签89877CBD　　　　　　　　　　rod 
	书签4E151697　　　　　　　　　　\(#34\) 
	书签35922AA7　　　　　　　　　　through 
	书签03F04EBB　　　　　　　　　　hole 
	书签A0C5809B　　　　　　　　　　on 
	书签2DBD4D52　　　　　　　　　　faucet 
	书签E63C34F6　　　　　　　　　　body. 
	书签05C30288　　　　　　　　　　Connect 
	书签5C697C4E　　　　　　　　　　ball 
	书签D1265B01　　　　　　　　　　rod 
	书签201719FF　　　　　　　　　　\(#29\) 
	书签279C39E4　　　　　　　　　　to 
	书签95B858A9　　　　　　　　　　      lift rod strap \(#33\) using spring clip \(#32\) to hold and adjust.
	书签2CAE9FB5　　　　　　　　　　Attach 
	书签338AAD94　　　　　　　　　　lift 
	书签3D5553C5　　　　　　　　　　rod 
	书签0118372A　　　　　　　　　　strap 
	书签9620E51E　　　　　　　　　　\(#33\) 
	书签A1B45DDE　　　　　　　　　　to 
	书签F153A19B　　　　　　　　　　the 
	书签FBC37D89　　　　　　　　　　lift 
	书签00B5E578　　　　　　　　　　rod 
	书签35D08AD7　　　　　　　　　　\(#34\) 
	书签AB7440CA　　　　　　　　　　by 
	书签BE76B77D　　　　　　　　　　inserting 
	书签E77E437D　　　　　　　　　　the 
	书签FE4A0029　　　　　　　　　　lift 
	书签97A97440　　　　　　　　　　rod 
	书签F1C2FCBD　　　　　　　　　　\(#34\) 
	书签91829BB1　　　　　　　　　　      through the lift rod strap \(#33\) hole. Adjust the lift rod \(#34\) to the correct 
	书签8D324542　　　　　　　　　　      height and hand tighten the lift rod strap screw \(#35\).
	书签33815705　　　　　　　　　　lift rod strap hole
	书签12EC2959　　　　　　　　　　33
	书签95FDFD94　　　　　　　　　　29
	书签3B5F54B6　　　　　　　　　　34
	书签57166BCB　　　　　　　　　　2
	书签BA04E87E　　　　　　　　　　Installation Instructions
	书签65102862　　　　　　　　　　5. 
	书签1BCDA416　　　　　　　　　　Disassemble 
	书签CFA3A83D　　　　　　　　　　the 
	书签2168F035　　　　　　　　　　drain 
	书签CF9F5C12　　　　　　　　　　stopper 
	书签7757E310　　　　　　　　　　\(#21\), 
	书签A83E65AA　　　　　　　　　　flange 
	书签574156BE　　　　　　　　　　\(#22\), 
	书签22643C7A　　　　　　　　　　and 
	书签DFB8212F　　　　　　　　　　top 
	书签1352CD0B　　　　　　　　　　rubber 
	书签915D92F0　　　　　　　　　　  washer \(#23\).
	书签8A183DB8　　　　　　　　　　6. 
	书签A1AC1A63　　　　　　　　　　Insert 
	书签F6B7D13D　　　　　　　　　　the 
	书签5CDC36E7　　　　　　　　　　drain 
	书签5D355EA6　　　　　　　　　　body 
	书签6E13BD27　　　　　　　　　　\(#27\) 
	书签223D1E4C　　　　　　　　　　into 
	书签C4424BFD　　　　　　　　　　the 
	书签873CAA10　　　　　　　　　　drain 
	书签CC752EBB　　　　　　　　　　hole 
	书签50FB3354　　　　　　　　　　from 
	书签6CA3C87B　　　　　　　　　　under 
	书签42904EA4　　　　　　　　　　the 
	书签CE5613A9　　　　　　　　　　sink.  
	书签EC6818D8　　　　　　　　　　  Reinstall the flange \(#22\) and top rubber washer \(#23\) to the drain 
	书签96B107CC　　　　　　　　　　  body \(#27\) and hand tighten.
	书签CF232F35　　　　　　　　　　7. 
	书签19EE41C9　　　　　　　　　　From 
	书签D65CFCE5　　　　　　　　　　under 
	书签575531C5　　　　　　　　　　the 
	书签4101A742　　　　　　　　　　sink, 
	书签D53D4D77　　　　　　　　　　install 
	书签45871ED5　　　　　　　　　　the 
	书签741E51C6　　　　　　　　　　bottom 
	书签880476C6　　　　　　　　　　rubber 
	书签3FD6F75B　　　　　　　　　　washer 
	书签A1A975BD　　　　　　　　　　\(#24\), 
	书签DF00E0FB　　　　　　　　　　  washer \(#25\) and tighten the lock nut \(#26\) until firmly against 
	书签E1CCBFB7　　　　　　　　　　  the sink base.
	书签8F521F4A　　　　　　　　　　8. 
	书签7E02C129　　　　　　　　　　Disassemble 
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	书签111E93B7　　　　　　　　　　\(#27\) 
	书签66BC5416　　　　　　　　　　and 
	书签DC0960BA　　　　　　　　　　apply 
	书签FB6D9229　　　　　　　　　　  Teflon tape clockwise. Reinstall the tailpiece \(#28\) to the drain 
	书签12F4CB8C　　　　　　　　　　  body \(#27\).
	书签C6F86269　　　　　　　　　　9. 
	书签6A8B7D72　　　　　　　　　　Reinstall 
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	书签373D9C61　　　　　　　　　　drain 
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	书签DEE21258　　　　　　　　　　into 
	书签5CF11961　　　　　　　　　　the 
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	书签36DCD94D　　　　　　　　　　\(#27\). 
	书签90659A06　　　　　　　　　　Ensure 
	书签C9EC64BB　　　　　　　　　　  o-ring is in place and align the stopper hole with the guide rod opening, 
	书签3063E49C　　　　　　　　　　  as shown.
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	书签2621A54F　　　　　　　　　　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 \(#20\) from the brazed underbody \(#16\).3. Place silicone sealant beneath the gasket \(#19\) and insert the brazed    underbody \(#16\) through the faucet holes.4. Screw the lock nut \(#20\) onto the brazed underbody \(#16\) hand tight. Do     NOT over tighten.     Hint: Have someone hold the deck plate \(#14\) in place while tightening.
	书签A604FA62　　　　　　　　　　11. 
	书签1C1A2BB9　　　　　　　　　　12. 
	书签8DEF660D　　　　　　　　　　35
	书签23104260　　　　　　　　　　19
	书签9EF9332C　　　　　　　　　　20
	书签5BA514D9　　　　　　　　　　16
	书签7C686817　　　　　　　　　　14
	书签C23C6294　　　　　　　　　　Note: Do NOT install damaged parts. Before installation, verify there isno damage. If damage is found, contact customer service for a replacement
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