
保証期間：　購入日より6ケ月
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 充電方法● セット内容・各部名称

取扱説明書
Version1.0. y

型番：C-CMR21W

● 誘蛾灯として使用する
誘蛾灯として使用する場合は、電源に繋ぐ必要があり
ます。

①スタンドに本体を差し込みま
す。
②本体左側にあるUSBポート
に付属のUSBケーブルを差し
込みます。
③USBケーブルをUSB-ACア
ダプタ（別売）に差し込みます。

● 自動感知機能
誘蛾灯モード使用時に人が近づくと、安全のため自動
的に電撃がオフになります。※誘蛾灯はついたままに
なります。
ディスプレイから5～10cmの距離まで近づくと、アイ
コンが下図のように変わり、電撃がオフになります。
感知範囲内から外れると、蚊のアイコンにもどり、電撃
がオンになります。　　　　　　　

④本体右側にある電源スイッチを
一番上に合わせます。
ディスプレイに【00】と表示され、
電撃部中央の誘蛾灯が点灯します。
※絶対に誘蛾灯（紫外線）を直視
しないでください。
⑤約5秒後にディスプレイに蚊の
マークが表示されます。蚊の
マーク表示後に電撃が使用可能になります。

⑥使い終わったら、必ず電源スイッチを下げてオフに
してください。

絶対に使用直後に電撃部、金網に触れないで
ください。危険です。

全て揃っているか、ご使用前にご確認ください。 ①本体左側にあるUSBポートに
付属のUSBケーブル（USB 
Type-C側）を差し込みます。

②USBケーブルをUSB-ACア
ダプタ（別売）に差し込むと充電
が始まります。
充電中はディスプレイの下側が
緑点滅します。

③満充電になると緑点灯に変わります。
※誘蛾灯モード時は満充電であっても充電マークが
点滅します。

裏面に続く

● 安全上のご注意　　　　　

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や
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のものです。また、
危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする
と生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又
は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。警告

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損
害の発生が想定される内容を示しています。注意

●改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない。（火災・感電・
怪我の原因）
●電源が入った状態で絶対に電撃部や金網に触れない。（感電・火傷・怪我のおそれ）
●ぬれた手で絶対に触れない。（感電のおそれ）
●水につけたり、水に濡らしたりしない。（ショート・感電・故障の原因）
●製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。製品に異常が発生したま
ま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
・USBケーブルやUSBプラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・USBケーブルの一部やUSBプラグがいつもより熱い
・USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・本体が動作しない　など
上記のような場合はすぐに使用を中止し、USBプラグを抜いてお買い上げの販売店
またはサポートセンターまでご連絡ください。
●USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ
たり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。（火災・感
電の原因）
●USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。（感電・ショート・
発火の原因）
●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。（怪我・火傷・感
電の原因）
●子供の手の届くところに置かない。（怪我の原因）
●本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。（感電・けがの原因）
●強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。（感電・怪我の原因）

●高温になるところや湿度の高いところ、直射日光のあたるところ、ガスコンロな
どの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風があたるところで使
用しない。（故障・感電・けが・火災の原因）
●焦げ臭い、発煙、ケーブルを動かすと通電しなかったりする、ビリビリと電気を
感じる、スイッチを入れても機能しないなど異常を感じたら使用を中止する。（火傷・
感電・怪我の原因）
●落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。（感電・ショート・
発火の原因）
●USBプラグは奥までしっかり差し込む。（感電・ショート・発火の原因）
●使用後は電源を切る。（火災・故障の原因）
●ぬれた手でUSBケーブルの抜き差しをしない。（感電の原因）
●内部からの液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う。（目に障害が発生
するおそれ）
●バッテリーは分解しない。内部のバッテリーを取り出さない。（火災・怪我の原因）
●標高1000m以上になるところへ持ち出さない。（液漏れ・発熱・破裂・火災の原因）
●バッテリーを火に投げ入れたり、加熱しない。バッテリーを高いところから落と
したり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、ふみつけたりしない。
バッテリーを水につけない。（発熱・破裂・液漏れにより、火災・怪我・周囲を汚損
する原因）
●内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気づいた場合
は使用を中止する。（発熱・破裂・火災の原因）
●内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流
す。（皮膚がかぶれる原因）
●所定の充電時間を超えてもフル充電にならない場合は充電を止める。（バッテリー
の寿命です。使用を中止してください）
●使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。（感電・ショート・発火の
原因）

●変形や破損のあるときは使用しない。（感電・事故の原因）
●水まわり、風呂場などの湿気の多い場所では使用しない。（火災・感電の原因）
●USBケーブルを束ねたまま使用しない。（火災の原因）
●お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使
用しない。（変色・変形・感電・故障の原因）
●雨や雪など直接あたらないようにする。（感電・ショート・やけどの原因）
●USBプラグを抜くときはUSBケーブルを持たずに必ずUSBプラグを持って引
き抜く。（感電・ショート・断線の原因）
●使用中や使用後しばらくは電撃部や金網に直接触れない。（やけどの原因）
●USB端子に水、汗、異物がついていないか確認する。（感電・ショートの原因）
●布などでおおわない。（発熱・破裂・発火の原因）
●有機溶剤等がある場所で充電しない。燃えやすい物の上や燃えやすい物のある場
所で充電しない。（発熱・破裂・火災の原因）
●換気のいい場所で正しく充電をおこなう。（液漏れ・発熱・破損の原因）
●直射日光のあたる場所や湯気があたるところ、ホコリや湿気の多いところでは使
用しない。（感電・ショート・発火の原因）
●不安定なところ、ビニール袋の上などのすべりやすいところでは使用しない。（怪
我の原因）
●高温になる場所で保管しない。（故障の原因）
●本体、USBケーブルプラグにホコリがたまっていないか定期的に点検する。（破
損の原因）
●充電端子に金属片、水などの異物を近づけない。（感電・火災の原因）
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ここに
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● 電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵してい
ます。この電池はリサイクル可能な貴重な資
源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイク
ルする場合は、地方自治体の指示に従ってく
ださい。WEB

公開用



● 仕様
サイズ 幅230×高さ476×奥行35(mm)
重さ 304ｇ
付属品 本体、スタンド、充電ケーブル、日本語説明書
バッテリー 3.7V 2500mAH
電源 USB（5V 1A）
消費電力 3W
動作時間 約1カ月（電撃ラケットを1日6分使用した場合）
充電時間 約5時間
パッケージサイズ 幅235×高さ480×奥行45
パッケージ込重量 581g

ご注意
※電撃ラケットとして使用する場合は、周囲に人や物がな
いか必ず確認してください。
※害虫駆除以外の目的で使用しないでください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガ
など一切の責任は負わないものとします。
※十分に操作方法を理解した上で、ご利用ください。
※使用しない時は、電源をお切りください。
※子どもには触れさせないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートま
でご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の
対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改
造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社
での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、
そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

● 電撃ラケットとして使用する

電撃部にホコリなどがたまらないように、エアダスター
や掃除機などで定期的に吸い取ってください。
絶対にぬれた布などは使用しないでください。

本体の持ち手部分は、汚れが目立つ場合はかたくしぼ
った布でふいてください。　　　

● お手入れ
お手入れ時は必ず電源がオフの状態で、充電ケーブ
ルを外した状態で行ってください。また使用直後にお
手入れをおこなわないでください。

①本体右側にある電源スイッチを
真ん中　　　に合わせます。
ディスプレイに【00】と表示されま
す。
②電撃ボタンを押すと、ディスプレ
イに蚊のマークが表示されます。

③電撃ボタンを押しながら、電撃部を虫にめがけて振り
下ろします。
※周囲に人や物がないのを確認してください。
④使い終わったら、電撃ボタンから手を離し、必ず電源
スイッチを下げてオフにしてください。

絶対に使用直後に電撃部、金網に触れないで
ください。危険です。

電源スイッチ

電撃
ボタン

ここに
合わせる

蚊のマーク

●故障かな？と思ったら●

不具合品のご送付先
ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024　千葉県習志野市茜浜2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
（月～金 10:00～ 12:00 13:00～ 18:00  土日祝日を除く）

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

チバケン      ナラシノシ      アカネハマ

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jpに空メールをお送りくださ
い。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ
う設定の上送信してください。
QRコードを読み取り、 空メールを送信できます。

● においポッドについて● カウンターについて
ディスプレイ中央の数値はカウンターになります。
電撃部がバチッとなると1カウントします。

数値をリセット（00に戻す）には、誘蛾灯モード時に
電撃ボタンを長押しします。

中央のにおいポッドに、虫の嫌いなハーブなどをい
れておくことができます。
※液体は入れないでください。

以下の作業を行う場合は絶対に電源オフにしてく
ださい。

矢印の方向に回すとキャップが外れます。中におこ
のみのハーブ等をいれてください。
キャップをはめて、反対方向に回してとりつけてく
ださい。

！

● 内蔵バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに
●内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、
使用する直前または前日頃に充電してください。

充電するときは、周囲の温度が 10℃～40℃（人
間が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。
●温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させま
す。
また、高温では十分な充電ができません。
●充電中や使用中、バッテリーが温かくなることがありますが、異
常ではありません。

保管するときは約50%充電状態で
バッテリーは自然放電します。使い切った状態で保管すると使用で
きなくなる恐れがあります。保管の際は次のように保管してくださ
い。

充電ケーブルを差し、使い切った状態から2.5 時間程度充電してケー
ブルをはずしてください。
涼しい場所で保存してください。
高温条件、過放電 (電池を使い切った状態 )、過充電 (満充電でも充
電器につないだままの状態 )、で保管しない。
・半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
・10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。WEB

公開用
WEB
公開用


