
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。

取扱説明書
Version1.0. y

型番：C-WFT20W

● 充電方法 ● 水を入れる
①本体の充電ポートに付属のUSBケーブルを、方向に
注意して差し込みます。反対側をUSB-ACアダプタに
差し込みます。（5V 1A以上推奨）

②充電中は充電ランプが青点滅します。
満充電になると青点灯に変わります。ケーブルを抜い
てください。

● ノズルの取付

● 各部名称● 内容物

③充電後必ず充電ポートに、付属の充電ポートカバー
を取り付けてください。
取り付けない場合、ここから内部に水が入り、故障の原
因となります。

タンクに水を入れるには2つの方法があります。
◆タンクを取り外して水を入れる
タンク取り外しボタンを押しながら、本体上部を上に
持ち上げると外れます。
タンクに水をいれて、本体上部をカチッと音がするま
で上から押して取り付けてください。

◆タンクに直接水を入れる
本体後ろのタンクカバーを開
けて、水をいれます。入れ終わ
ったら、しっかりとカバーを閉め
てください。

水は完全に満杯になるまで入
れないで下さい。少し余裕をも
った量にしてください。

充電ポートカバー

WEB
公開用

◆取付
ノズルを取付口に押し
込みます。カチッと音
がするまで押してくだ
さい。
取付後、引っ張っても
外れないか必ず確認し
てください。

◆取り外し
ノズル取り外しボタンを
中心方向に押すと、ノズル
が外れます。

ノズルの取付・取り外しの
際は、絶対に電源が切れ
ている状態で行ってくだ
さい。

裏面に続く

①本体　②標準ノズル2本　③極細ノズル
④ブラシノズル　⑤舌クリーナー
⑥歯ブラシノズル　⑦充電ポートカバー
⑧USBケーブル　⑨ポーチ
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●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。



● 仕様
サイズ 幅72×高さ240×奥行85(mm)
重さ 320ｇ
付属品 本体、標準ノズル2本、極細ノズル、ブラシノズル、
 舌クリーナー、歯ブラシノズル、
 USBケーブル(120cm)、充電ポートカバー、
 ポーチ、日本語説明書
電源 USBより充電（5V 1A）
消費電力 5W
バッテリー リチウムイオン　2500mAh　3.7V
充電時間 約6時間
稼働時間 約30分（1回の連続稼働時間2分）
タンク容量 300ml
パルス 約1200回/分
水圧 5段階調整 37～137psi（255～944kpa）
防水 IPX7
パッケージサイズ 幅122×高さ250×奥行78(mm)
パッケージ込重量 564g

ご注意
※ノズルの付け替えは必ず電源が切れている状態でおこなってく
ださい。
※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。
※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。
※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。

③電源ボタンを押すと、ノ
ズルから水がでます。ボタ
ンを押すとすぐに水が出て
くるのでご注意ください。

④歯間や歯の裏側にノズ
ルの先を入れて、水の勢い
で汚れを取り除きます。

⑤歯の矯正をしていて標準ノズルでは水があたらない
場合、極細ノズルやブラシノズルをご使用ください。
掃除する場所により、ノズルを変えてお使いください。
※ノズルを変える際は、絶対に電源が切れている状態で
行ってください。

使用中は、勢いよく水が出てきます。周りに水が飛び
散る可能性がありますので、必ず濡れてもいい場所
でご使用ください。

⑥舌クリーナーは、奥から
手前に動かしてご使用くだ
さい。最初水圧は一番弱い
モードにし、徐々に水圧を上
げてください。

⑦電源を入れて2分後に自動的に電源が切れます。続
けて使用する場合は、電源ボタンを押してください。ま
た電源が入った状態で、もう一度電源ボタンを押すと電
源は切れます。

タンクの水は満タンにした場合、一番強い水圧で約1分
間、一番弱い水圧で約2分間使用することができます。
使用中にタンクの水がなくなった場合は、一度電源を切
ってから、タンクに水を入れてください。

● 使い方

● お手入れ

電源ボタン

● 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。

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3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。

自分で操作ができない方には使用させない。
口腔内の感覚が弱い方は使用しない。
ケガ・歯や歯ぐきを傷める原因。

歯周病の疑いがある人、治療中の歯や口腔
内に気になる症状がある人は歯科医に相談
のうえ使用する。
ケガ・歯や歯ぐきを傷める原因。

！ 注 意

!

口腔洗浄以外の目的に使用しない。
目、鼻や耳、喉などに水流をあてると事故・ケ
ガの原因。

タンクに40度を超える湯水を入れない。
やけどの原因。

ノズルは家族や他人と共有しない。
感染・炎症の原因。

人間以外使用しない。
ケガの原因。

歯や歯ぐきを傷めないために
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①ノズルの方向を調整します。
360度回転することができま
す。

②モードボタンを押し、水圧を
調整します。ボタンを押すごと
に下のランプが点灯します。
HIGHになるほど水圧が高く
（強く）なります。最初は一番低
いモードでのご使用を推奨しま
す。

使用後、タンク内の水をすべて出してください。
そのあとタンク内に水がない状態で電源を入れ、ポン
プ・チューブ内に残った水を全て出してからお手入れを
行ってください。

◆本体
ノズルとタンクを外し、水洗いをしてください。（洗剤
は使わないでください）必ず充電ポートカバーをつけ
た状態で洗ってください。余分な水分をふき取った
後、しっかりと自然乾燥させてください。

◆ノズル
本体から外した後水洗いしてください。（洗剤は使わ
ないでください）余分な水分をふき取った後、しっかり
と自然乾燥させてください。

◆タンク
カバーを開け、中の水を完全に出してください。余分
な水分をふき取った後、カバーを開けたままでしっかり
と自然乾燥させてください。

モードボタン

HIGHになるほど
水圧が高くなる

● 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。


