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取扱説明書

型番：C-TFE21W

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。

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

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

● 安全上のご注意

●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）
●お子様が使用する際は、保護者が取り扱い方法を教え、誤った使い方をさせない。
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。
（事故・怪我の原因）
※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
●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）
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、
●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
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
所で充電しない。（発熱・破裂・火災の原因）
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。
●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）
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。
●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）
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
●高温になる場所で保管しない。（故障の原因）
は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
●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
●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・
損の原因）
怪我の原因）
●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）
●本体を水につけたり、かけたり、沈めたりしない。（ショート・感電・故障の原因）
●消毒剤、消毒剤の混入された洗剤を使わない。（破損・吐出状態の悪化の原因）
●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
●ノズルをのぞきこまない、ノズルをふさがない。（身体異常をおこすおそれ）
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。
●ボトル内の水が凍結するような場所では使用しない。（部品破損のおそれ）
・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
●中性洗剤以外は使用しない。（変色・破損のおそれ）
・USB ケーブルの一部や USB プラグがいつもより熱い
●ブルーライトを直視しない。（目を傷めるおそれ）
・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
※記載されている物以外は付属いたしません。
またはサポートセンターまでご連絡ください。
※分解しないでください。
●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
※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
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）
負わないものとします。
●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・
※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。
発火の原因）
※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。
●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。（ショート・感電・
※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
故障の原因）
●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）
証の対象外となります。
●ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない。（感電の原因）

必ずお守りください

警告

公開用
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。

（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

● セット内容・各部名称
本体

注意

※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

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。

●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）

※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。

● 本体の充電

microUSBポート

タッチセンサー

動作ランプ

①本体のmicroUSBポートのカバーを外します。
※カバーは無くさないようご注意ください。

黒いカバーを
外す

ノズル

ブルー
ライト

電源ボタン

充電ランプ

ボトル

ねます。

チューブ

固定シート9枚

USBケーブル(23cm)

②付属のUSBケーブルを
本体のmicroUSBポートに
差し込みます。

③USBケーブルの反対側
をUSB-ACアダプタ
（別売）
やモバイルバッテリー（別
売）
に差し込み充電してくだ
さい。

④空の状態から満充電まで約2時間かかります。2時
間ほど経ったら充電ケーブルを外してください。
・電源が入っていない状態では、満充電をお知らせす
る機能はありません。
・電源が入っている状態では、満充電になると充電ラ
ンプが赤に点灯します。
⑤必ずmicroUSBポートにカバーをしっかりとかぶ
せてください。
※カバーをしない状態で使用すると、金属部分から
水が入り、故障の原因となります。

WEB

● ボトルの取付

● トイレに取り付ける

◆洗剤の準備
①ボトルに台所用中性洗剤をいれます。2倍〜10倍
程度の水で希釈して使用しますので、
ボトルの半分以
下の量を入れてください。
お好みに合わせて2〜10倍程
度の水で希釈しますので、中性
洗剤を入れる量はボトルの半分
以下にしてください。

以下のものは中性洗剤であっても使用できま
せん。
●アルコールなどの溶剤を含むもの
●オレンジオイルを含むもの
●柑橘系の香りがするもの
●ジェルタイプ
また以下のものは使用できません。
トイレ用洗剤、酸性洗剤、
アルカリ性洗剤、塩
素系洗剤、業務用洗剤、
ヤシの実洗剤などの
自然材料洗剤は使用できません。

②ボトルに水道水を入れ、中性洗
剤を薄めます。
水の量はボトルの8割程度までに
してください。一番上まで水を入
れると、本体に取り付けた際あふ
れる可能性があります。

③付属のチューブを本体に取り付
けます。

①便座を上にあげます。

③付属の固定シートの片
側のフィルムを剥がし、
設置位置にシートを貼り
付けます。

固定シート

②取付位置を決めます。便座の
裏の脚があたらない位置に設
置します。

便座を下した時に
脚があたらない
位置に設置

④ボトルを本体に取り付けま
す。チューブをボトル内に収
めて、回して取り付けてくだ
さい。

④固定シートの反対側の
フィルムを剥がし、本体
を固定します。
しっかりとくっついている
か確認してください。
固定シートは両面にフィ
ルムが付いています。必
ず両面を外して固定し
てください。

公開用

https://www.thanko.jp/smartphone/page151.html
弊社サポートページもご確認ください。

● 使い方

● お手入れ

◆電源を入れる
本体の裏側に電源ボタンがあります。電源ボタンを2
秒ほど長押しすると、動作ランプが赤に点灯して消灯
します。

電源ボタン

※左右どちら側でも設置可能です。

動作ランプ

◆電源を切る
電源ボタンを押すと動作ランプが点滅し、電源がオフ
になります。

◆泡を出す
タッチセンサーに触れ
ると動作ランプが赤点
灯し、泡がでます。約
18秒後停止します。

タッチセンサー

● 電池のリサイクルについて

◆本体
通常は乾いた布などで拭いてください。
汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤にやわらかい布
などを浸してしぼります。汚れを拭き取ったら、乾いた
布でもう一度拭き取ってください。
※直接水をかけたり、丸洗いしないでください。

続けて何度も泡を出
すと、便器からあふれ
る可能性がありますの
でしないでください。

◆ボトル
中の洗剤がなくなったら、
しっかりとボトルを洗い、水滴が
残らないように周りを拭いてください。その後洗剤を入れ
てください。

10分後ノズル横のブルーライトが点灯します。
※殺菌などの効果はありません。

● 仕様

動作中、電源ボタンを短押しすると停止できます。

◆バッテリーが切れた場合
本体のバッテリー残量が少なくなると、動作ランプが
赤点滅します。充電をしてください。

サイズ
重さ
付属品

電源
バッテリー
稼働時間
充電時間
ボトル容量
排出時間・量
材質
パッケージサイズ
パッケージ込重量

使わない時、
トイレ小以外の時
は基本的に便座を下げた状態
にしてください。

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。

バッテリーの取り扱いについて

・充電するときは、周囲の温度が10℃〜30℃
（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。

・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。
・充電ケーブルを差し、使い切った状態から50％
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

幅132×高さ150×奥行155(mm)
256ｇ
本体、
ボトル、
チューブ、固定シート9枚、USBケーブル
(23cm)、
日本語説明書
USB（5V 1.0A）
リチウムバッテリー 3.7V 2200mAh
約100回
約2時間
350ml
約18秒/約23ml
PP/シリコン
幅218×高さ112×奥行175(mm)
446g

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

さい。
・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。
・可燃物がある場所で
充電しないでください。
・使用時間が極端に短くなった場合は使用しない

でください。
・高温（50℃以上）
になる場所で保管しないでください。

