取扱説明書

型番：C-WHH21W
Version1.0. shi

●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。

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： 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

● 充電方法
①本体のUSB Type-Cポ
ートに、付属のUSBケーブ
ルを接続します。

●
●給水方法
給水方法

● 仕様

● 内容物・各部名称

サイズ

本体：縦150×横150×奥行き45(mm)

重量

360g

内容品

本体、給水用漏斗、壁掛け用フック、USBケーブル、
日本

電源

USBより給電

電源ケーブル長

500mm

③充電中は噴霧ボタンのラ
イトが赤に点灯します。満充
電になると緑点灯に変わり
ますので、USBケーブルを
抜いてください。
本製品は充電しながら使用
することもできます。
この部分が赤く点灯します。

③水または消毒用アルコー
ル液を入れます。
（タンク容
量180ml）
※アロマオイルは使用しな
いでください。
④タンクがいっぱいになった
ら給水用漏斗を外し、給水口
のキャップをしっかり閉めま
す。
※水漏れの原因になります
ので、キャップはしっかり押し
込んで閉めてください。

④

②

消費電力

1.5W

バッテリー

リチウムイオンバッテリー 3.7V 2600mAh

充電時間

3時間（5V/1A）

稼働時間

6.5時間

タンク容量

180ml

噴霧量

2段階式 1段階:1.5ml/min 2段階:2ml/min

材質

ABS樹脂/アクリル

LED明るさ

12〜13lm

⑤

⑥

⑦

③

⑧

粘着板

※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。

表
⑨

裏
⑩

USBケーブル 給水用漏斗
（Type-C）

①人感センサー ②噴霧口 ③ライト ④噴霧ボタン
⑤Type-C充電口 ⑥電源/ライトボタン ⑦ひっかけ穴
⑧給水口 ⑨壁掛け用フック ⑩粘着テープ

● 操作方法 ー電源を入れる・モード切替ー

①給水口のキャップを外しま
す。

②付属の給水用漏斗を広げ、
給水口に差し込みます。

①

語説明書

④さらに噴霧ボタンを1回短く押すと、
「2時間噴霧モー
ド」になります。こちらのモードでは、2時間継続して噴霧
し続けます。
噴霧している間、
ライトが点灯し続けます。

噴霧ボタン
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。

本体

電源/ライトボタン

①電源/ライトボタンを長押し（2秒ほど）
して電源を
ONにします。
②ライトが明るさ「弱」で点灯します。この状態ではライ
トが人感センサーにより人の動きを感知し、60秒間点
灯します。
※本製品は、照明としてだけの用途でのご使用はできま
せん。
③噴霧ボタンを1回短く押すと
「30秒噴霧モード」にな
り、噴霧が開始します。こちらのモードでは、人感センサ
ーにより人の動きを感知し、30秒間噴霧します。
噴霧している間、
ライトが点灯し続けます。

⑤2時間噴射モードの状態でさらに噴霧ボタンを1回短
く押すと、噴霧が止まります。
⑥電源を切りたい場合は、電源/ライトボタンを長押し
（2秒ほど）
します。
★ライトの明るさ変更・オフ
各モードのライトが点灯している状態で電源/ライトボ
タンを1回短く押すごとに弱→中→強→OFFと明るさを
調整したり、点灯をオフにしたりすることができます。
★噴霧量の調整
噴霧ボタンを長押し（2秒ほど）するごとに
弱（1.5ml/min）→強（2.0ml/min）
と噴霧量の調整が
できます。
（2段階）

● 壁掛け設置方法
①粘着板の裏面粘着テープ
のフィルムを剥がします。

②設置したい場所にフック
部分が上部真ん中になるよ
うな向きで貼り付けます。
※粘着シールは粘着力が大
変強力なため、賃貸の壁紙
など剥がれやすい材質の部
分や、跡がつくと困るような
ところには使用しないでく
ださい。
③粘着板がしっかり張り付
いていることを確認し、
フッ
ク穴を壁掛け用フックにひ
っかけるよう設置する。

●
●給水方法
お手入れ方法
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を除き、防水仕様ではありま
せん。特にUSB充電口は絶対に濡らさないでください。
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。絶対に水をかけたり、水につけて洗
ったりしないようにしてください。
噴霧口に水が溜まっている場合は、
ティッシュなどで拭き
取ってください。
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。

● 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。

ご注意
○内容品に記載している以外の物は付属しません。

○小さなお子様の手の届くところで保管したり、小さな

○粘着シールは粘着力が大変強力なため、賃貸の壁紙な

お子様だけでのご使用はおやめください。

ど剥がれやすい材質の部分や、跡がつくと困るようなと

○本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、

ころには使用しないでください。

補償の対象外となります。

◯万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがあり

○分解・改造・修理をしないでください。
（発熱・発火・破裂・

ますので、下に人がいるような場所（枕元など）
や、下に物

液漏れ・故障の原因）

品があるようなところに設置しないでください。

○直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所

○消毒液を入れて使用する場合、アルコール75％程度

で使用・放置しないでください。
（変形・故障・火傷の原因）

の物の使用を推奨します。

○お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでくださ

○ジェルタイプの消毒液やハンドソープ、ボディソープな

い。
（発熱・感電・故障の原因）

どの粘着度が高い液体は使用できません。

○水分や静電気を帯びた手で触れないでください。）

○アロマオイルは使用できません。

○異常を感じたらご使用をやめて弊社カスタマーサポー

○水・アルコール以外のものをいれないでください。

トまでご連絡ください。

○ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所で作

◯正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社

業しないでください。

での責任は負いかねます。

○製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないで

○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

ください。
○アルコールをタンクに入れる際は、発熱機器や火気の
近くで行わないでください。

● バッテリーの充電・保管について

● USBケーブルの取扱いについて

●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、内蔵バッテリー
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、内蔵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%充電状態で保管してください。
●内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態
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、1時間半ほど充電してケーブルをは
ずしてください。
●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。

●USBプラグやUSBコードを交換したり、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、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
●傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、
修理改造をしない。
●USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使
用を中止する。
●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コードは使わない。
●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
●使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
●持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
●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。
●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。
●USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用
しない。
●充電中USBコードの上に物をのせない。
●USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコ
ードは引っ張らない。
※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。

