取扱説明書

型番：C-LFH21W
Version3.0. shi

●故障かな？と思ったら●

● 仕様

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。

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。
チバケン

保証期間：購入日より6ヶ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

ナラシノシ

アカネハマ

〒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

● 内容物・各部名称
ライト

本体カバー

サイズ

本体：幅200×高さ125×奥行80(mm)

重量

約500g

内容品

本体、
リモコン、USBケーブル
（Type-C）、
日本語説明書

電源

USBポートより給電（5V 2A）

USBケーブル長

約910mm

消費電力

7.5W

タンク容量

200ml

噴霧量

2段階式 弱:15ml/h 強:25ml/h

材質

ABS/PP

LEDライト

LED数：20、明るさ：15lm

ライトモード

2種類（常時点灯/ゆらゆらモード/チカチカモード）

タイマー

60分/180分/360分

保証期間

6ヶ月

噴霧口

タンク

受信センサー

※記載されている物以外は付属いたしません。
※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使
いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。
他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱い説明書もお渡しください。
※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。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載す
ることを禁じます。

窓
タンク土台
USBケーブル
（Type-C）
差し込み口

USBケーブル
（Type-C）

リモコン

● ご使用前の準備

● 給水方法

●
●給水方法
使用方法ーUSBケーブルを接続するー

● 使用方法 ーリモコンボタンの説明ー

本製品をご使用の際は、下記のものをご用意いただく
必要があります。

①本体カバーを外します。
※リモコンを本体に取り付
けている場合は、
リモコン
がカバーのストッパー代わ
りになります。
リモコンを取
り外してカバーを外してく
ださい。

①本体にUSBケーブル
（Type-C）
を接続します。

火加減（噴霧量）ボタン
噴霧量：強（25ml/h）
弱（15ml/h）

USB AC アダプター
または
モバイルバッテリー

※1 ポートから 5V2A 出力する USBAC アダプ
ターまたはモバイルバッテリーをご用意ください。

②給水部から、MAXの目盛
りまでタンクに水を入れま
す。
※タンク容量（200ml）以
上の水を入れないでくださ
い。
※水道水（常温）以外は使
用しないでください。
③くぼみのある方とカバー
の穴が空いている方を合わ
せるようにカバーを取り付
けます。
※カバーを取り付けて、
リモコンを窓部分にはめる
とカバーがロックされます。

MAX

②USB端子をUSB-ACアダ
プタ
（別売）
やモバイルバッテ
リー（別売）
に挿し込みます。
電源に接続すると
「ピー」
と
音が鳴り、
スタンバイ状態に
なります。

給水部

MAX

窓

MAX

③スタンバイ状態でリモコン
の電源ボタンを押すと、再び
「ピー」
と音が鳴り、LEDが点
灯し、
ミストが出ます。
この時の噴霧モードは強で
す。
※給水せずに電源ボタンを
押すと、
「ピー」と音が鳴り
LEDが点灯しますが、すぐに
「ピーピーピー」とエラー音
が鳴り、自動的に電源がオフ
になります。

電源ボタン
基本モード
ON/OFF
ライト演出ボタン
・常時点灯
・ゆらゆらモード
・チカチカモード

ライトボタン
強/中/弱/OFF

MAX

タイマーボタン
60分/180分/360分
リモコンは、本体窓部分に取り付けることができます。

● 使用方法 ー各種設定についてー

● 運転について

電源ボタン
USBケーブルを繋ぎスタンバイの状態で電源ボタンを
押すと、基本モードで稼働します。
電源ボタンを押すごとに、基本モード→スタンバイ→基
本モード…と切り替わります。

タイマー経過後
設定した時間が経過すると、
「ピーーー」
と長い音がなり、
自動でスタンバイ状態になります。
再度電源ボタンを押して稼働させると、基本モードで稼
働します。

基本モードの設定
火加減（噴霧量）
：強/タイマー：60分/LED：常時点灯・強

タイマー設定時のLEDについて
タイマー設定時、設定時間に応じてタンク底のLEDラン
プが点灯します。
60分：なし 180分：橙灯 360分：白灯
※LEDは、
リモコンをはめる窓から確認することができ
ます。

火加減（噴霧量）ボタン
基本モードの状態で火加減ボタンを押すごとに、火加減
（噴霧量）
が強→弱→強…と切り替わります。
ライト演出ボタン
基本モードの状態でライト演出ボタンを押すと、常時点
灯→ゆらゆらモード→チカチカモード→常時点灯…と切
り替わります。
ライトボタン
基本モードの状態で、
ライトボタンを押すと、強→中→弱
→OFF→強…と切り替わります。
タイマーボタン
基本モードの状態で、
タイマーボタンを押すと、60分
（なし）→180分（橙）→360分（白）→60分（なし）→…
と切り替わります。
※（ ）
はタンク内LEDの点灯色

お手入れ方法
● 給水方法

①タンクの水にお好きなアロマオイル
（別売）
を数滴垂
らして通常通り使用してください。

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。
本製品は水を入れるタンク・カバーを除き、防水仕様で
はありません。特にUSBケーブル差込口は絶対に濡ら
さないでください。

MAX

新品の使用開始直後は、噴霧しているミストから稀に原
料臭のような匂いがすることがあります。使用している
うちに匂わなくなっていきますが、気になる場合はタン
ク内をゆすぎ、何度か水を入れ替えてご使用ください。

リモコン操作について
本体の背面側（窓のない方）
からのリモコン操作など、間
に障害物がある状態ではリモコンがきかないため、表側
（窓のある方）
からリモコン操作をしてください。

MAX
MAX

● 故障かな？と思ったら

交換方法
①リモコンの上部と下部の間の隙間（下図矢印部分）
に、薄いマイナスドライバーなどを差し込み、ひねって
カバーを取り外します。
※カバーが傷つかないように、マイナスドライバーに
布を巻いてください。
マイナスドライバー

②中に入っている基板を取り出します。
リモコン表側

症状
電源ボタンを押して
も始動しない

布

考えられる原因
USBケーブルの接続不良

タンクの水が少なすぎる・あるい
ライトは点灯するが、 は多すぎる
ミストがでない
カバーが外れている
③基板の裏にあるコイン電池を薄いマイナスドライバ
ーなどで押し出します。

異臭がする

ミストの量が少ない

リモコン裏側

使用後は本体内の水を全て捨てて、
タンク内をしっかり
乾燥させてください。本体が汚れた場合は、固く絞った
布などで拭いてください。水をかけたり、水につけて洗っ
たりは絶対にしないようにしてください。
タンク内の汚れが気になる場合は、綿棒や柔らかいブラ
シなどで優しく洗ってください。

安全機能について
稼働中に倒してしまった際は、
「ピーピーピー」
とエラー
音がなり、運転が自動でストップします。
※本体をぶつけたり、倒したりした際の破損/故障は、保
証の対象外となります。

● リモコンの電池について
リモコンにはあらかじめテスト用コイン形リチウム電
池（CR2032）が入っております。リモコンがきかな
くなったら電池を交換してください。

リモコン表側

● 使用方法ーアロマオイルを入れるー

リモコン裏側

④新しいコイン電池を入れ、リモコンに基板を戻しカ
バーを取り付けます。

異音がする

＋
−

USBケーブルがしっかり接続されているか確認し、再
度電源ボタンを押してください。
タンク内の水の量を確認し、MAXの目盛りまで
（最大
容量200ml）入れてください。
本体カバーをしっかりとかぶせてください。

タンクが汚れている

お手入れ方法にしたがってタンク内を洗浄してくださ
い。

タンクの水が少なすぎる・あるい
は多すぎる

タンク内の水の量を確認し、MAXの目盛りまで
（最大
容量200ml）入れてください。

タンクが汚れている

お手入れ方法にしたがってタンク内を洗浄してくださ
い。

タンクの水が少なすぎる・あるい
は多すぎる

タンク内の水の量を確認し、MAXの目盛りまで
（最大
容量200ml）入れてください。

本体が傾いている

水平で平なところで使用してください。

本体からリモコンの位置が遠い

本体に少し近付けて、
リモコンの送信部を本体に向け
て操作してください。

電池切れ

（コイン電池：CR2032）
電池交換してください。

リモコンがきかない
基板を横から見た図

対策

● USBケーブルの取扱いについて

ご注意

●USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工
したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ

◯タンクの水は、毎回新しい水道水をご使用くださ

◯平らな場所で使用してください。

○直射日光の強い場所など高温の場所で使用・放置

●傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理

い。異臭や健康を害する原因となる場合があります。

○ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所

しないでください。
（変形・故障・火傷の原因）

改造をしない。

◯給水するときは、必ずカバーを外して給水部から給

で設置・使用しないでください。

○お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでく

●USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を

水してください。

○絶対に火気の近くで使用しないでください。

ださい。
（発熱・感電・故障の原因）

◯タンクの容量（200ml）以上の水を入れないでくだ

◯電気製品の上に設置・使用しないでください。

◯屋外で使用しないでください。

さい。故障や破損・異常の原因となります。

◯ラジオ、
テレビなどには近づけないでください。

○水分や静電気を帯びた手で触れないでください。）

◯タンクに水が入ったまま移動させないでください。

◯ミストが壁、家具、
カーテン、電気製品に当る場所に

○異常を感じたらご使用をやめて弊社カスタマーサ

●使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。

◯アロマオイルは入れすぎにご注意ください。破損の

設置、使用しないでください。

ポートまでご連絡ください。

●持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。

原因となります。

◯0℃以下になる場所に設置・使用しないでください。

◯本体をぶつけたり、倒したりした際の破損/故障は、

◯ご使用後は、必ず水を捨てて、
よく乾かして保管し

◯隙間に異物を入れないでください。

保証の対象外となります。

てください。カビや異臭の原因となります。

◯噴霧口は塞がないでください。

張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。

中止する。
●USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグや
USBケーブルは使わない。
●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。

●USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張っ
たまま使用しない。
●本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検

◯万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがあ

◯お手入れの際は、漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・

●USBプラグ、USBケーブルの差しこみがゆるい時は使用しな

りますので、下に人がいるような場所（枕元など）
や、

クレンザー・ワックス・消毒液などを使用しないでくだ

い。

下に物品があるようなところに設置しないでくださ

さい。
（傷・変形の原因）

●使用中USBケーブルの上に物をのせない。

い。

○小さなお子様の手の届くところで保管したり、小さ

○水・アロマオイル以外のものをいれないでくださ

なお子様だけでのご使用はおやめください。

い。

○分解・改造・修理をしないでください。
（発熱・発火・故

○水平な場所で使用してください。

障の原因）

する。

●USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBケーブル
は引っ張らない。
※使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり煙
や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

