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このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

保証期間 : 購入日より 12 ヶ月家庭用 日本国内専用
Use only in Japan
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安全上のご注意

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容です。！ 警告 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物

的損害が発生することが想定される内容です。！ 注意

！ 警 告

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを

説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。

・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。

・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

・他の人に貸しだす場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

●表示の説明

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

必ずお守りください

!
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。
・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、 
　変色、損傷している
・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
・電源コード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、電源プラ
グをコンセントから抜いて、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。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使
用を中止する。

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。

改造や分解をしない。修理技術者以外
の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・怪我の原因。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工
したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たり、束ねて使用しないでください。また重い
物を載せて使用しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。

感電・発火・故障の原因。

電源プラグは根本まで確実に差し込む。

感電・発火・故障の原因。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ
ントから抜いておこなう。

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。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に
付着したほこりはふき取る。!
火災・感電の原因。

禁止（してはいけない内容）
を示します。

強制（実行しなくてはならない内容）
を示します。!

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをし
ない。
感電のおそれ。

本体のすき間などにピンや針金など金属物
や異物を入れない。
感電・怪我の原因。

浴室など湿気の多い場所、雨や水のかかる場
所では使用しない。
ショート・感電・火災の原因。

感電・ショート・発火の原因。

電源プラグ・ファンにピンなどの金属
片、ゴミなどを付着させない。

感電・ショート・発火の原因。

電源コードや本体が欠けたりひびが
入った場合は使用しない。

火災の原因。

ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、
灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶
剤などのある場所では使用しない。

安全上のご注意
！ 警告

！ 注意

必ずお守りください

感電・発火・故障の原因。

使用時以外は電源プラグをコンセント
から抜く。

感電・ショート・発火の原因。

電源プラグを抜くときは必ず先端の電源
プラグを持って引き抜く。

破損・故障の原因。

業務用に使用しない。

破損・故障・怪我の原因。

本体やガードの上に足をのせたり、も
のをのせたりしない。

変色・変質・破損の原因。

掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレー
を吹きつけない。

火傷のおそれ。

運転停止直後にお手入れをしない。

破損・故障・怪我の原因。

落としたり、強い衝撃を与えない。

変形・変色・故障の原因。

本製品は送風機です。扇風機よりも強力な風
がでるので、風を直接身体に長時間あてると
体調悪化や健康を害する原因になります。

風を直接身体にあてない。

本体を移動する場合は、次のことに注意
する。!
・運転中に移動させない。移動するときは運転
を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。
・電源コードを持って本体をひっぱらない。
・本体を引きずらない。
設置場所が傷ついたり、故障・ショート・火災
の原因。

製品の近くで可燃性スプレーを使用しない。
火災の原因。

怪我のおそれ。

ファンの回転部、吹出口には触れない。

ショート・火災・感電の原因。

布や紙、ビニール袋などでおおったりふ
さいだりして運転しない。

感電・ショート・発火の原因。

乳幼児に使用しない。幼児に操作させ
ない。手の届く場所に保管しない。
怪我・事故の原因。

風を燃焼器具（ストーブなど）に向け
て使用しない。
健康を害したり火災の原因。

ガードの中やすき間に指や棒を入れない。
怪我の原因。

風の流れをさえぎるようなものの周囲で
使用しない。
ショート・火災・感電の原因。

屋根のない場所や、雨ざらしになる場所
で使用しない。
故障・感電・火災の原因。

運転中のガードに頭髪や衣類（ひもなど）
を近づけない。
頭髪や衣類が巻き込まれ、破損・故障・怪我
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。

故障の原因。

高温になる場所で保管しない。

吹出口、吸気口をふさがない。

お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、
アルコール、磨き粉などは使わない。
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安全上のご注意
！ 注 意

必ずお守りください

故障の原因。

吹出口、吸気口をふさがない。

害を与えるおそれ。

動植物に直接風をあてない。

故障・火災・感電の原因。

本体に強い衝撃を与えない。

ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのあ
るところで使用しない。
炎の立ち消えによる中毒・引火・爆発の原因。

水平で安定した床の上で使用する。
! 怪我・破損の原因。

カーテンや巻き上げひもなどを巻き込ま
ない場所へ設置する!
怪我・破損の原因。

犬や猫などがいる部屋で使用するとき
は、十分注意する。!
本体や電源コードを傷め、故障・感電・火災
の原因。

各部名称

1 32

正面

側面

電源プラグ

吸気口
ファン（内部）

吹出口

風量ダイヤル

持ち手

脚
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設置

！ 本製品は水平で安定した床の上において使用してください。

本体を水平で安定した場所に設置します。
3段階で傾きを調整することができます。
お好みの角度で設置してください。

床

1

電源プラグをコンセントに差し込みます。2

使い方

風量ダイヤルを1，2，3のいずれかの位置
に回してください。吹出口から風がでます。
1（弱）→3（強）になりますので、お好みの
風量に合わせてください。

1

使用後は電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

2

1 32



7

設置

！ 本製品は水平で安定した床の上において使用してください。

本体を水平で安定した場所に設置します。
3段階で傾きを調整することができます。
お好みの角度で設置してください。

床

1

電源プラグをコンセントに差し込みます。2

使い方

風量ダイヤルを1，2，3のいずれかの位置
に回してください。吹出口から風がでます。
1（弱）→3（強）になりますので、お好みの
風量に合わせてください。

1

使用後は電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

2

1 32



8

お手入れ

本体は乾いた布でふいてください。
汚れが目立つ場合は、布を水で濡らし固く
絞った後汚れをふき取ってください。

ファンのカバーは外すことができません。ホ
コリがついた場合は、掃除機で吸い取るかエ
アダスターなどで吹き飛ばしてください。

電源プラグをコンセントから抜き、ビニール袋などを本体にかけて保管してください。

サポートのご案内

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。
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仕様
サイズ

重量

定格電圧

定格周波数

定格消費電力

ケーブル長

風速

風量

ファンサイズ

内容品

保証期間

幅 285× 高さ 360× 奥行 335(mm)

3740g

100V

50/60Hz

50Hz 160W/60Hz 200W

320cm

50Hz：弱 10.2/ 中 13.0/ 強 15.2 （m/s）

60Hz：弱 11.2/ 中 14.3/ 強 16.5 （m/s）

50Hz：弱 19/ 中 24/ 強 28（㎥ /min）

60Hz：弱 21/ 中 26/ 強 31（㎥ /min）

176×191(mm)

本体、取扱説明書

購入日より 12 カ月

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償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。

※風量 / 風速値：自社独自測定

※

※



11

仕様
サイズ

重量

定格電圧

定格周波数

定格消費電力

ケーブル長

風速

風量

ファンサイズ

内容品

保証期間

幅 285× 高さ 360× 奥行 335(mm)

3740g

100V

50/60Hz

50Hz 160W/60Hz 200W

320cm

50Hz：弱 10.2/ 中 13.0/ 強 15.2 （m/s）

60Hz：弱 11.2/ 中 14.3/ 強 16.5 （m/s）

50Hz：弱 19/ 中 24/ 強 28（㎥ /min）

60Hz：弱 21/ 中 26/ 強 31（㎥ /min）

176×191(mm)

本体、取扱説明書

購入日より 12 カ月

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償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。

※風量 / 風速値：自社独自測定

※

※
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販売元
〒101-0023　東京都千代田区神田松永町19
秋葉原ビルディング8F　サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329


