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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

！ 注 意

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

感電・発火・故障の原因。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラ
グを持って引き抜く。

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。

感電・漏電・火災の原因。

使用時以外は、電源プラグをコンセント
から外す。

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。

部品の取付・取り外し時は、電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから
抜く。

!
感電・けがの原因。

電源コードはすべてほどいて使用する。
! 感電・ショートの原因。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
! 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。!

乳幼児にプラグをなめさせない。
感電・けがの原因。

使用後電源コードを本体に巻き付けない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

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。

感電・ショート・発火の原因。

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差込がゆるいときは使わ
ない。

発火するおそれ。

交流100V以外で使用しない。（日本国
内専用）

◆電源プラグ・電源コードについて

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・ショート・発火の原因。

電源プラグにピンなどの金属片、ゴミ
などを付着させない。

電源コード・電源プラグを水につけたり、
水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。

安全上のご注意

！ 警告

！ 注意

必ずお守りください

アースはガス管や電話回線のアースなどに
接続しない。

火災の原因。

アースを接続する。
漏電時に感電する原因になります。特に湿気
の多い場所、水気のある場所で使う時はアー
ス（接地）・漏電遮断器の取付が義務づけられ
ています。

!

!

!
アース工事は、電気設備技術基準等関連する
法令・規制等に従って、必ず「法的有資格者」
がおこなう。
アースが不完全な場合感電の原因。

水平で安定した所に設置する。
怪我の原因。

屋外に設置しない。
感電・故障の原因。

傷つきやすい床の上ですべらせたり引き
ずったりして移動しない。
床を傷つける原因。

故障の原因。

直射日光が当たる場所や暖房機器の近く
など高温になる場所、ほこりっぽい場所、
臭いの強い物がある場所、不衛生な場所
には設置しない。

怪我の原因。

運搬は2人以上でおこなう。

◆設置について

！ 警告
◆本体の取り扱いについて

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・けがの原因。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。

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。
やけど・感電・けがの原因。

やけど・感電・けがの原因。

子供や操作に不慣れな人だけで使わせな
い。幼児の手の届くところで使用しない。 !

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。

本体を水につけたり、水に濡らしたりしな
い。

ショート・感電・故障の原因。

運転中にフタを開けたり、投入口などに
指・スプーン・はし・清掃用ブラシなど
の異物を突っ込まない。
故障・けがの原因。
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安全上のご注意

！ 警 告

！ 注 意

必ずお守りください

アースはガス管や電話回線のアースなどに
接続しない。

火災の原因。

アースを接続する。
漏電時に感電する原因になります。特に湿気
の多い場所、水気のある場所で使う時はアー
ス（接地）・漏電遮断器の取付が義務づけられ
ています。

!

!

!
アース工事は、電気設備技術基準等関連する
法令・規制等に従って、必ず「法的有資格者」
がおこなう。
アースが不完全な場合感電の原因。

水平で安定した所に設置する。
怪我の原因。

屋外に設置しない。
感電・故障の原因。

傷つきやすい床の上ですべらせたり引き
ずったりして移動しない。
床を傷つける原因。

故障の原因。

直射日光が当たる場所や暖房機器の近く
など高温になる場所、ほこりっぽい場所、
臭いの強い物がある場所、不衛生な場所
には設置しない。

怪我の原因。

運搬は2人以上でおこなう。

◆設置について

！ 警 告
◆本体の取り扱いについて

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・けがの原因。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。

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。
やけど・感電・けがの原因。

やけど・感電・けがの原因。

子供や操作に不慣れな人だけで使わせな
い。幼児の手の届くところで使用しない。 !

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。

本体を水につけたり、水に濡らしたりしな
い。

ショート・感電・故障の原因。

運転中にフタを開けたり、投入口などに
指・スプーン・はし・清掃用ブラシなど
の異物を突っ込まない。
故障・けがの原因。
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安全上のご注意
！ 警 告

！ 注 意

必ずお守りください

!
! 初めて使用する時は、必ずクエン酸洗浄を

おこなう。

怪我の原因。

常に清潔で衛生的な状態を保つ。

変形・故障の原因。

ストーブやガスコンロなど熱源・火気
のそばで使わない。

故障・けがの原因。

使用中は本体を移動させない。

不安定・滑りやすい場所や水気・振動
に弱いところで使用しない。
転倒によるけが・故障の原因。

髪の毛・ネックレス・服のひもなどを
投入口に近づけない。
巻き込まれてけがのおそれ。

長期間使用しないまま放置しない。
異味・異臭を感じたり、体調に悪影響を及ぼす
おそれ

変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電・火災の原因。

専用部品以外は使用しない。
故障・けがの原因。

けが・感電・火災の原因。

倒したり、ぶつけたり、落としたり、
強い衝撃をあたえない。

200ml

300ml

350ml

100ml

ホース取付口
キャップ

予備排水キャップ

ご使用前にセット内容が揃っているか確認してください。

本体フタ

タンクフタ

水受けトレイ

操作部

氷出口

クラッシュ
アイス /水
出口

氷ボタン

給水ボタン

ホース
取付口

電源プラグ

アース

スコップ

軽量カップ

分岐水栓用パーツ

給水ホース

ストッパー2個

アダプタ2種類

排気口
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各部のなまえ安全上のご注意
！ 警告

！ 注意

必ずお守りください

!
! 初めて使用する時は、必ずクエン酸洗浄を

おこなう。

怪我の原因。

常に清潔で衛生的な状態を保つ。

変形・故障の原因。

ストーブやガスコンロなど熱源・火気
のそばで使わない。

故障・けがの原因。

使用中は本体を移動させない。

不安定・滑りやすい場所や水気・振動
に弱いところで使用しない。
転倒によるけが・故障の原因。

髪の毛・ネックレス・服のひもなどを
投入口に近づけない。
巻き込まれてけがのおそれ。

長期間使用しないまま放置しない。
異味・異臭を感じたり、体調に悪影響を及ぼす
おそれ

変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電・火災の原因。

専用部品以外は使用しない。
故障・けがの原因。

けが・感電・火災の原因。

倒したり、ぶつけたり、落としたり、
強い衝撃をあたえない。

200ml

300ml

350ml

100ml

ホース取付口
キャップ

予備排水キャップ

ご使用前にセット内容が揃っているか確認してください。

本体フタ

タンクフタ

水受けトレイ

操作部

氷出口

クラッシュ
アイス /水
出口

氷ボタン

給水ボタン

ホース
取付口

電源プラグ

アース

スコップ

軽量カップ

分岐水栓用パーツ

給水ホース

ストッパー2個

アダプタ2種類

排気口
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設置について
•��本製品は壁から15cm以上離して設置してくだ
さい。
•��移動中は本製品を45度以上傾けないでくださ
い。
•�水平で丈夫な場所に設置してください。
•��傾斜があったり、直射日光が当たる場所、水が
かかる場所などには設置しないでください。
•��冬場に凍結するおそれがある場所（室温0度以
下）に設置しないでください。

15cm以上

15cm以上

15cm以上

初めて使用する場合、設置後2時間ほど経ってから使用してください。

アース設置は安全にご使用いただくために、必ず取り付
けてください。接地抵抗値100Ω以下であることを確
認してください。
電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでくださ
い。

コンセントに電源プラグを差し込むと、音が鳴り、ON/OFF ボタンが光ります。（スタンバイ状態）
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分岐水栓について

背面のホース取付口に付属の給水ホー
スを差し込み、水道に繋いでください。
※ご家庭の蛇口が分岐水栓を取り付け
ることが可能かどうかご確認ください。

給水ホースを取り付ける場合、必ず下
図のようにストッパーを入れてくださ
い。

分岐水栓を使用しない場合は、付属のホース取付口
キャップをホース取付口に差し込んでください。

本製品はご家庭の水道に分岐水栓を取り付けて給水することが可能です。

※分岐水栓についてのお問合せはサポート外となります。

給水ホース

アダプタ

本製品

ストッパー

給水ホースを抜く際は、右図の
ように行ってください。

ホース取付口
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クエン酸洗浄

1

2

3

タンクのフタを開け、MAXの線まで水道水
とクエン酸大さじ1杯程度入れます。クエ
ン酸は箸などで混ぜて溶かしてください。
※クエン酸は別途ご用意ください。

コンセントを差した状態（スタンバイモード）
で【ON/OFF】ボタンを3秒ほど長押しすると
「ピーッ」と音が鳴り、クリーニングモードにな
ります。
水が内部を循環します。5分ほどで終了します。
※クリーニングモードをお知らせする機能はあ
りません。
※終了をお知らせする機能はありません。
※画面には LもしくはS（氷サイズ）が表示さ
れます。

コップを左側の水出口近くに持っていき、給水ボタン
をコップで押して中の水をすべて出してください。

次にクエン酸を入れずに、1～3を2，3回繰り返し
てください。
これで洗浄は終了です。

初めて使用する場合、クエン酸洗浄を行ってください。
使用後は月に1～2回行ってください。

給水ボタン



9

使い方

本製品には保冷�冷却機能はありません。

1

2

3 上面のフタから中を見て、氷ができていたら「氷」「ク
ラッシュアイス」を出すことができます。
水�氷はボタンを押している間でます。
クラッシュアイスはボタンを押すと出て、再びボタン
を押すと止まります。
水は電源OFFでもボタンを押せば出ます。
※水は氷を作った後、溶けた氷水がタンク内に戻るこ
とで冷たくなります。氷ができる前や氷が全て排出さ
れた後は常温となります。
氷を長時間放置すると、氷同士がくっつき氷ボタンを
押しても氷がでてきません。その場合は上部フタを開
け、付属のスコップで氷をとりのぞいてください。

タンクフタを開け、水道水を入れます。タ
ンク内部の水量センサー以上の水を入れて
ください。またMAX線（1.8L）を超え
ないように注意してください。
※排水キャップを外すと、中の水を捨てる
ことができます。真下に水が排出されるの
で注意してください。

操作パネルの【ON/OFF】ボタンを押すと電源
が入り、氷を作り始めます。
何もボタンを押さなければ Lサイズの氷ができ
あがります。【SMALL】ボタンを押すとSサイ
ズの氷ができあがります。
Lサイズ目安12分
Sサイズ目安9分

SMALL
クラッシュ
アイス

LARGE

氷ボタン給水ボタン

水量センサー

排水キャップ

クラッシュアイス出口は氷を砕く為の刃があり
ます。絶対に触れないでください。
怪我の原因
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操作部

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑨

⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑦

⑧

① エラーです。電源プラグを抜いて少しおいてから再度差し込んでください。それでもエラー
がでる場合は、弊社サポートセンターまでお問合せください。

② 氷が満杯です。付属のスコップなどで取り除いてください。

③ タンクに水がありません。水を追加してください。

④ 氷を注いでいます

⑤ 給水中です

⑥ 氷作成中です

⑦ Sサイズの氷を選択しています

⑧ Lサイズの氷を選択しています

⑨ クラッシュアイスを作成、抽出中です

⑩ ボタンを押すとクラッシュアイスがでます。再度押すと止まります

⑪ Sサイズの氷を作ります

⑫ Lサイズの氷を作ります

⑬ 電源ボタン　長押しでクリーニングモードになります
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お手入れ

！ 警告

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行う!

ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。（表面
を傷つける原因）

使用後は必ず給水ボタンを押して、中の水をすべて出してください。
外側は固く絞った布巾で水拭きします。絶対に水洗い�丸洗いしないでください。
月に1～2回クエン酸洗浄（→P.8 参照）をおこなってください。

水受けトレイは外すことができます。中の水
を捨て、しっかり乾燥させた後取り付けてく
ださい。

排水キャップが傷んだり汚れた場合はｈ
排水キャップを外し、付属の排水キャッ
プを取り付けてください。

排水キャップ

水受けトレイ
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仕様
サイズ

重量

電源

定格消費電力

冷却方式

氷形状

1回で出来る氷個数

製氷時間

氷保管容量

タンク容量

ケーブル長

内容品

材質

保証期間

幅340×高さ450×奥行450(mm)

17kg

AC100V　50/60Hz

180W

コンプレッサ式

ブレット（Lサイズ・Sサイズ）

16個

Lサイズ：約12分　Sサイズ：約9分

約600g

1.8L

120cm

本体、分岐水栓用パーツ（給水ホース、アダプタ2種類、ストッ

パー2個）、軽量カップ、スコップ、予備排水キャップ、ホー

ス取付口キャップ、日本語取扱説明書

ABS+ステンレス

購入日より12カ月

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
※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。
※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。

●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、
自動返信メール内容を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。


