
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。

● セット内容

● 各部名称

取扱説明書
Version2.0. y

型番：CUSPHDRY

● 組立
②フードを被せ、ヒモをひっぱり上を締めます。引き締
める際に湿気を逃す為、1cmほど開けておきます。

③電源プラグをコンセントに差し込みます。

①フードのヒモを緩め、上部を開いて下ろします。 ①フックに靴下やハンカチなどの乾かしたいものを引
っかけます。乾燥は必ずしっかりと脱水してからおこな
ってください。水が滴り落ちる状態で乾燥させないでく
ださい。

排気口・吸気口は絶対にふさがないでくださ
い。

温風が出る本体台の上に直接衣料品を置か
ないでください。必ずフックにひっかけて下
さい。

②右図のように本体にポール、
フックを取り付けます。

③フードを外した場合は、ゴムがはいっている方を下に
して、本体の溝にゴムをはめ込みます。

④フードを元に戻します。

①本体（※収納袋に入っています）　②フック　
③ポール

● 使い方
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感電・発火・故障の原因。
電源プラグは根本まで確実に差し込む
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● 安全上のご注意　　　　　

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。

してはいけない「禁止」内容
のものです。

必ず実行していただく「指示」
内容のものです。!

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。！ 警告

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負う可能性 が想定される内容、または物的損害の発生が想定
される内容を示しています。 

注 意！

異常があるときはすぐに電源プ
ラグを抜いて使用を中止する。
（感電・漏電・ショートや火災
のおそれ）

本体などにケーブルを巻き付け
ない。
（火災・感電・やけどのおそれ）

ケーブルを傷つけない。無理に曲
げない・ねじらない・引っ張らな
い・重いものをのせない・熱いも
のにちかづけない・はさみこまな
い・加工しない・束ねたまま使用
しない。
（火災・感電のおそれ）

子供だけで使わせない。乳幼児
に使わない。幼児の手の届くと
ころで使わない、置かない。
（感電・怪我・やけどのおそれ）

改造しない。修理技術者以外の
人は分解・修理しない。
（火災・感電・怪我のおそれ）

電源は交流100Vで定格15A
以上のコンセントを単独で使
う。
（火災・感電の原因）

食用油・動物系油・機械油・ベン
ジン・シンナー・ガソリンなどの
付着した衣類やウレタンフォーム
性の洗濯物は洗濯後でも乾燥しな
い。
（油の酸化熱による自然発火や引
火のおそれ）

お手入れの際は電源プラグをコン
セントから抜く。
（感電・怪我のおそれ）

ぬれた手でケーブルの抜き差しを
しない。
（感電・ショートのおそれ）

浴室など湿気の多い場所、野外な
ど風雨にさらされる場所に置かな
い。
（感電・ショートのおそれ）

電源プラグを抜くときはコード
を引っ張らない。
（感電・ショートのおそれ）

!

電源プラグの刃や取り付け面に
付着したほこりはよくふきと
る。
（火災の原因）

!

使用しない時は電源プラグをコ
ンセントから抜く。
（感電・漏電火災の原因）

しずくがたれるような衣類を入れ
ない。
（感電のおそれ）

運転途中は衣類を取り出さな
い。
（火傷のおそれ）

本体の中で異物が動く音がする
ときは使わない。
（感電・発火・怪我のおそれ）

乾燥運転中や乾燥運転終了直後
は洗濯物（ファスナーや金属ボ
タン）に触らない。
（火傷のおそれ）

運転中はベンジン、シンナー、ガ
ソリンなどの引火物を近づけない。
（火災の原因）

金属粉・金属片は取り除く
（感電のおそれ）

本体や電源プラグに水をかけたり
水洗いしない。
（感電・漏電・ショートのおそれ）



● 仕様
サイズ 直径170×高さ240(mm)
重さ 500ｇ
付属品 本体、フック、ポール、収納袋、日本語説明書
定格電圧 100V
定格周波数 50/60Hz
消費電力 180W
自動オフ機能 3時間
ケーブル長 100cm
設定温度 約70度（室温25度の場合）
安全装置 サーモスタット、温度ヒューズ　

ご注意
※熱に弱い衣類は使わないでください。
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※修理・改造をしないでください。
※本体は防水仕様ではありません。水をかけたり丸洗いしないで
ください。
※小さなお子様の手に届くところで保管、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、補償の対象外と
なります。
※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポー
トまでご連絡下さい。
※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。

電源コードをコンセントに差し込むと、電源ボタンが赤
に点滅します。（待機モード）

センサーボタンは強く押さないでください。軽くタッ
チするだけで反応します。
センサーがうまく働かない場合は、ボタンのランプの
色を確認しながらボタンの周囲も含めタッチしてくだ
さい。

※送風モード→温風モードへ変更する場合は、待機モ
ードに戻してから温風モードにしてください。

送風モード中

１回長押し

１回タッチ

青点灯

赤点灯

送風モード

温風モード

● ボタン操作 ● 使用後

必ず電源を切った状態で行って下さい。
電源コードを抜いてください。
本体に水滴等がのこっている場合は、乾いた布でしっか
りとふき取って下さい。
絶対に本体を水洗いしないでください。

フードは汚れが気になった場合、石鹸などで手洗いし、
干してください。
完全に乾燥してからご使用ください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日ごろから点検をおこなってください。

●電源ケーブル、電源プラグが異常に熱い

●電源ケーブル、電源プラグに深い傷や変形がある

●電源ケーブルを動かすと通電したり、しなかったり

する。

●こげくさいにおいがする。

●器具に触れるとピリピリと電気を感じる。

●その他異常や故障がある。

●電源プラグやコンセントにホコリやごみがたまって

いる。

故障や事故防止のため、電源を切り、電

源プラグをコンセントから抜いて、必ず

サポートセンサーまでご相談ください。

ホコリやごみを取り除いてください。

◆こんな症状はありませんか？ ◆異常があれば

ご使用中止 !!

１回タッチ 赤点滅 待機モード

温風モード中

１回長押し

１回タッチ

青点灯

赤点滅

送風モードへ変更

待機モード

環境温度30度以上の場所で本製品を
使用しないでください。温度が異常に
上がり、本体の故障や火災、洗濯物が
傷む原因となります。

！ ご注意

WEB
公開用

WEB
公開用

センサーボタン

乾燥運転中や乾燥運転終了直後は洗濯物
（ファスナーや金属ボタン）に触らない。
（火傷のおそれ）
乾燥運転中や乾燥運転終了直後はポールに
触らない。
（火傷のおそれ）

使用直後はポールが大変熱くなっていま
す。絶対に温度が下がるまで触れないでく
ださい。

またはQRコードを読み込んでアクセスしてください。

●故障かな？と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにア
クセスしてください。

不具合品のご送付先

〒341-0043  埼玉県三郷市栄 4－72－1　
EL 倉庫内 　サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329
（月～金 10:00～ 12:00 13:00～ 18:00 土日祝日を除く）
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html


