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● 安全上のご注意
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取扱説明書

型番：C-UWS21R

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。

！ 警告

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。

●本体の修理、分解や改造はしない。（感電・故障の原因）
●水につけない、水をかけない、ぬれた手で触れない。（火災・感電の原因）
●本体や USB ポートの隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。（感電・故
障の原因）
●高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しない。（火災・
故障の原因）
●発熱器具の近くに置かない。（火災・故障の原因）
●直射日光のあたる所に放置しない。（火災・故障の原因）
●お子さまには本製品を触れさせない。（怪我のおそれ）
●強い振動や衝撃、無理な力を与えない。（故障・破損の原因）
●用途以外には使用しない。

●セット内容・各部名称

※使用中 USB プラグや USB コード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。

！ 注意

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奥を示しています。

内容物が揃っているか確認してください。

①

●水平で平坦な場所で使用する。（転倒によるガラス破損の原因）
●稼働中に移動させない。（転倒によるガラス破損の原因）
●お手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれて
いるものは使用しない。（故障・破損の原因）
●屋外で使用しない。（故障・破損の原因）
●落下した場合、ガラスの取り扱いに注意する。（怪我のおそれ）
●動作中に回転台やデキャンタに触れない。（怪我の原因）
●回転中指を挟まないように注意する。（怪我の原因）
●回転中電源ボタンを押さずに無理に回転を止めない。（故障の原因）

回転台

USB Type-Cポート

ディスプレイ

電源ボタン

②

USB プラグ、コード類について
●USB プラグや USB コードを傷つけたり、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、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしない。（火
災・感電の原因）
●傷んだ USB コードを交換、分解、修理改造しない。（火災・感電の原因）
●USB プラグや USB コードが破損した場合、直ちに使用を中止する。（火災・感
電の原因）
●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 コードは使
わない。（火災・感電の原因）
●ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。（火災・感電の原因）
●使用時以外は USB プラグを差したままにしない。（火災・感電の原因）
●USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま使用しない。（故
障の原因）
●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する。（火災の原因）
●USB プラグ、USB コードの差し込みがゆるい時は使用しない。
（火災・感電の原因）
●USB プラグの抜き差しは、先端を持っておこない、USB コードは引っ張らない。
（破損の原因）

③

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。

● 充電方法

①本体のUSB Type-Cポートに付属のUSBケーブルを
差し込みます。

②反対側をUSB-ACアダ
プタ
（別売）
などに差し込む
と充電が開始され、
ディス
プレイに
【CH】
と表示、点滅
します。
③満充電になると
【CH】の
点滅が点灯に変わります。

USBケーブルを抜いてください。
※充電しながら使用することもできます。

①本体
②布巾
（本体を拭いたりするのにご利用ください）
③USBケーブル
（100cm)
USB-ACアダプタやモバイルバッテリーなどを別途ご用意
ください。5V 0.5A以上で充電可能です。

● 使い方

● お手入れ

①デキャンタにワインを注ぎます。※デキャンタは別
途ご用意ください。※デキャンタの底部が回転台から
はみ出無いサイズのものをご使用ください※ギリギ
リまで入れると回転時にワインがこぼれますのでご注
意ください。
②本体を水平で平坦な場所に置き、回転台の上にワ
インを入れたデキャンタを置きます。
③電源ボタンを3秒ほど長押し
すると、
「ピッ」
と音がなり、
ディ
スプレイに「05」
と表示され、
回転が始まります。

電源ボタンを長押し

※電源を入れるとすぐに回転が始まりますのでご注
意ください。

④電源を入れた直後は5分モードになっています。
10分モードにする場合は、電源ボタンを押すとディス
プレイ表示が「10」に変わり、10分モードになりま
す。電源ボタンを押す毎に「10」→「05」→「10」
と
変わります。途中で電源を切る場合は、電源ボタンを
長押しします。
「ピッ」
と音が鳴り、電源が切れて回転
が止まります。

⑤ディスプレイに残りの時間（分）
が表示されます。
⑥5分、
もしくは10分経つと、
「ピーッ」
と音が鳴り、電源が
切れて回転が止まります。
⑦デキャンタを回転台から下ろし、
お飲みください。

空気を入れることによる味の変化をお楽しみください。味
の変化の感じ方は人により異なります。ワインの種類や時
間を変えて、
お好みの味を見つけてください。
ワインに空気を含ませて美味しいと一般的に言われるの
は赤ワインになります。白ワイン、
ロゼ、
スパークリングワ
インは一般的には不向きです。
※あくまで一般的な例となり、
お好みで使用するには問題
はありません。
回転中に回転台やデキャンタに触れないでください。デ
キャンタが倒れたり、指を挟むおそれがあります。
また稼働中にむりやり回転を止めるなどはしないでくだ
さい。

使用後は乾いた布でふき取り、保管してください。
汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤を浸した
やわらかい布を固く絞り、汚れをおとしてください。そ
の後乾いた布で水分をしっかりとふき取ってください。

WEB

● 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℃〜 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。
●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。

● 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。

●故障かな？と思ったら●

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。

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 1 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 ) 状態での保存はしないで下さい。
・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。
・充電可能回数は約 300 回です。

● 仕様

サイズ

幅213×高さ50×奥行213(mm)

重さ

約430ｇ

付属品

本体、布巾、USBケーブル(100cm)、取扱説明書

電源

USB（5V 0.5A）

バッテリー

リチウムバッテリー

消費電力

約1W

動作時間

約4時間

充電時間

約2.5時間

3.7V

モード

5分、10分の2モード

回転数

63回転/分

素材

ABS

800mAh

パッケージサイズ

幅250×高さ100×奥行250(mm)

パッケージ込重量

440ｇ

※内容品に記載している以外のものは付属しません。※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。※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。※仕様は改善のため予告無く変更
する場合があります。

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。

公開用
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

（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

