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● 安全上のご注意
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取扱説明書

型番：CUVSDCBS

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。

禁止（してはいけない内容）を示します。

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。

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）

!

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）

！ 注意

強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

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）

！ 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。

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）

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）

!

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）

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）

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）

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）

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）

電源ボタン

本体

UV照射
アイコン

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。

!

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）

● 各部のなまえとはたらき

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）

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）

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）

まな板
（ピンク）

乾燥
アイコン

まな板
（グリーン）

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）

使用上のご注意

この製品は、包丁を収納・保管するために使うものです。
それ以外の目的にはご使用にならないでください。
ナイフスタンドから包丁を取り出す際は、包丁の刃でお怪
我をされぬ様、十分にご注意ください。
平らな安定した場所でご使用ください。落下などにより、
製品の破損や変形および、事故を招く恐れがございます。

まな板のグレー部には魚・野菜など両面を食材によって
使い分けしやすいようにアイコンが付いています。お
好みで使い分けしてください。

● 付属品の確認

公開用
保証期間： 購入日より12ケ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

点灯中のランプは、絶対に直接
肉眼で見ない。
（視覚障害・目の痛みのおそれ）

放射される紫外線を皮膚に直接
当てない。
（皮膚の炎症の原因）

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）

● 電源コードの接続

● 使い方

①本体底面に電源コード差し込み口がありますので、
電源コードを差し込んでください。

①電源ボタンに触れると、赤く点滅します。

電源コード差し込み口

電源ボタン

③しっかりとまな板が差し込まれると、自動的に電
源ランプと両脇のアイコンが青点灯し、乾燥とUV
照射がスタートします。

赤点滅

電源コネクタ
（本体に差し込む）

電源プラグ
（コンセントに差し込む）

④20分後、乾燥とUV照射が終了し、電源ランプのみが
青点灯になります。
途中で止めたい場合は、電源ボタンに触れて下さい。ラ
ンプが消え、稼働が止まります。
乾燥・UV照射が足りない場合は、
まな板を抜き、再度差
し込むと乾燥とUV照射を開始します。

稼働しない場合は以下を確認してください。

本体底面

凹みに
ケーブルを通す

②電源プラグをコンセントに差し込みます。

②まな板を台所洗剤等で洗い、水分をある程度落と
した後、まな板を本体に差し込みます。方向に気を
付けてください。また２枚両方を差し込まないと稼
働しません。

乾燥・UV照射終了状態

⑤電源プラグをコンセントから抜いてください。

奥までまな板が入って
いない。

まな板の方向が逆。

まな板が１枚しか入
っていない。

使用済みのまな板は、必ずあらかじめ台所用洗
剤で汚れを落とし、余分な水分を落とした後で本
機に差し込むようにしてください。

裏面に続きます

WEB

● 包丁のUV照射＆乾燥

①真ん中のシリコンゴムを外します。

● 本体のお手入れ

④真ん中の溝に包丁を差し込みます。※最大２本まで
包丁の扱いは十分気を付けてください。

●本体の溝に水がたまった場合は、本体を少し傾け、
水を出した後に自然乾燥させてください。
●本体が汚れた場合は、濡らした布巾で汚れをふき取
ってください。絶対に丸洗いしないでください。
●電源コード差し込み口・電源コードは絶対に水をか
けたり、濡らしたりしないでください。

※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。

※ウイルスや細菌を確実に除菌できるものではございま
せん。

※UVライトは直視しないでください。

● オプション品のご案内

※分解しないでください。

本製品専用のまな板を弊社ウェブサイトにて販売してお
ります。

②電源ボタンにタッチすると電源ボタンが赤点滅します。
③まな板2枚を奥まで差し込むと、
自動的に電源ランプと
両脇のアイコンが青点灯し、乾燥とUV照射がスタートし ⑤20分後、乾燥とUV照射が終了し、電源ランプのみが
ます。
青点灯になります。
途中で止めたい場合は、電源ボタンに触れて下さい。ラ
ンプが消え、稼働が止まります。
乾燥・UV照射が足りない場合は、
まな板を抜き、再度差
し込むと乾燥とUV照射を開始します。
⑥電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご注意

※修理・改造をしないでください。

※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。

公開用
グリーン

ピンク

包丁をUV照射＆乾燥させるためには、必ずまな
板２枚を差し込んでおく必要があります。

●故障かな？と思ったら●

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。

◆こんな症状はありませんか？

◆異常があれば

●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

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

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。

ご使用中止 !!

する。

故障や事故防止のため、電源を切り、電

●こげくさいにおいがする。

源プラグをコンセントから抜いて、必ず

●器具に触れるとピリピリと電気を感じる。

サポートセンサーまでご相談ください。

●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。

ホコリやごみを取り除いてください。

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

● 仕様

サイズ

重さ
付属品

定格電圧
定格周波数
消費電力
UV波長
稼働時間
パッケージサイズ
パッケージ込重量

本体：幅110x高さ356x奥行300(mm)
まな板：幅335x高さ6x奥行254(mm)
2453ｇ
（まな板込）
本体、
まな板2枚、電源コード
（180ｃｍ）
日本語説明書
100V
50/60Hz
15W
253.7nm
20分
幅183×高さ426×奥行351(mm)
3080g

