
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。

● 仕様
サイズ 直径100×高さ202(mm)
重さ 477ｇ
付属品 本体、USBケーブル(95cm)、芯棒2本、
 日本語説明書
電源 USBより充電および給電
出力 5V 1.5A
バッテリー 2000mAh　3.7V
充電時間 約2.5時間
稼働時間 約2時間（1口使用時）
タンク容量 800ml
噴霧量 80mｌ-140mｌ/H
材質 ABS/PP/シリコン
パッケージサイズ 幅100×高さ208×奥行100(mm)
パッケージ込重量 575g

取扱説明書
Version1.0. y

型番：C-DTH21W

ご注意
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※水道水以外使わないでください。
※タンクの水は、雑菌などの繁殖を防ぐために毎日新しい水と入れ替えてください。
※分解しないでください。
※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。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡くださ
い。
※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。

● 充電方法 ● 水を入れる
①電源スイッチがOFFの
状態で、USBポートに付属
のUSBケーブルを接続し
ます。

● 水を入れる
①電源スイッチがOFFの状態で、上部を右に回して外し
ます。

②タンクに水道水を入れます。（※水道水以外使用しな
いでください。）

③本体上部を左に回して取り付けます。中央のラインが
一直線になるまでしっかりとまわしてください。

タンクにMax lineまで水をいれた
場合、2口噴霧で約8時間、1口交互
噴霧で約16時間使用が可能です。

水を入れた後は本体を傾けないでく
ださい。水がこぼれます。

● 加湿器の使い方

● 内容物・各部名称

● USB給電について
本製品はバッテリーでの使用以外にも、USBケーブル
からの給電でご使用いただけます。
USB給電での使用中は、バッテリーは消費しません。
（※バッテリーの充電も行われません）
USB給電で使用する場合、5V 1.5A出力のものを推
奨いたします。
5V 1.5A以下で使用の場合、ミストの噴霧量が少なく
なりますので予めご了承ください。
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芯棒2本 USBケーブル

M

①電源スイッチをONに
します。

②ディスプレイが表示された
後消灯します。
※消灯するまで操作しない
でください。

③ミストボタンを押すと、2つ
のミストノズルからミストがで
ます。
ミストボタンを押すごとに、
2つ噴霧→
交互に1.5秒づつ噴霧→
噴霧オフ→
2つ噴霧→…
とモードを変更することができ
ます。

裏面に続く

②USB端子をUSB-ACアダプ
タ（別売）に挿し込みます。5V 
1.5A出力のものを推奨いたし
ます。
※1Aでもご使用いただけます
が、充電時間が仕様よりもかか
る場合があります。

③充電中はディスプレイにバッ
テリーの充電状態が％で表示
されます。100％になったらケ
ーブルを外してください。

バッテリー残量が10％以下になると、ディスプレイに
10％が点滅表示したあと電源オフになり、使用できな
くなりますので、充電もしくはUSB給電してください。
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最高水位線
Max line

最高水位線（Max line）の
赤い線以上水をいれないでください。

●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
う設定の上ご送付ください。

　　QRコードを読み取り、 空メールを送信できます。WEB
公開用



①電源スイッチがOFFの状態で、上部を右に回して外
します。

中に水が残っている場合は、全て捨ててください。

センサーを使用すると、本体に触れずにミストの操作を
行うことができます。

④センサーに約5cm程度まで近づくと、ミストのモー
ドが変わります。

⑤センサーが感知するたびに
2つ噴霧→交互に1.5秒づつ噴霧→噴霧オフ→
2つ噴霧→…
とモードを変更することができます。

● ライトの使い方 ● タンク内が空になったら

● お手入れ

●センサーの使い方

● 芯棒の交換
ミストが出にくくなったり、ニオイがしたり、あきらかに
色が変わったりした場合は芯棒を交換してください。

②本体上部の図の箇所を引き抜きます。

③芯棒を抜きます。芯棒の下にバネが設置されており、
抜いた際に一緒に出てくる場合があります。

⑤本体上部に取り付けます。奥ま
でしっかりとはめこんでください。

⑥本体に戻します。
④新しい芯棒を差し込みます。バネを抜いた場合は、ま
ずバネを下図の方向に入れてから芯棒を差し込んでく
ださい。

芯棒とその奥にあるバネは固定されていないので、引
き抜いた際に落下する可能性があります。特にバネは
無くさないようにご注意ください。
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● 電池のリサイクルについて

③ライトボタンを押すとライ
トが点灯します。
ライトボタンを押すごとに、
ライト点灯→
ライトがリズム点灯→
消灯→
ライト点灯→…
とモードを変更することがで
きます。

②ディスプレイが表示された
後消灯します。
※消灯するまで操作しない
でください。 ％
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①電源スイッチをONに
します。

使用するごとに水は入れ替えてください。中に水を
入れたまま放置しないでください。

本製品は防水仕様ではありません。
特にUSBポートは絶対に濡らさないでください。

使用後は水を捨てて、タンク内をしっかり乾燥させて
ください。汚れが目立つ場合は、濡れた布巾でふいて
ください。
ミストノズル（超音波振動板）に水が溜まっている場合
は、ティッシュなどでふき取ってください。

◆パッキンについて
本体上部の口のまわりには
ゴムのパッキンがついてい
ます。長期間使用しない場
合は外して洗ったあと、しっ
かり乾燥させてください。

OFF ON

②ディスプレイが表示された
後消灯します。
※消灯するまで操作しない
でください。 ％
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使用中にタンク内の水がなくなった場合、バッテリー
残量上の横ラインが赤く3回点滅したあと、ミストの電
源がオフになります。
※ライトの使用は可能です。
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①電源スイッチをONに
します。

OFF ON

ライトボタン

③ミストボタンを長押しし、
ディスプレイに緑で【RFID】
が表示されたら指を離しま
す。

ミストボタン

センサーモード表示

M

～5cm

赤になって
点滅

芯棒

M

パッキン

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
WEB
公開用


