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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。

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。

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。

安全上のご注意

！ 警告

必ずお守りください

!
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。

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。

記載以外の用途で使用しない。
故障・けがの原因。

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。
感電・けがの原因。

感電・けが・やけどの原因。

子供や取り扱いに不慣れな方に使わせた
り、幼児の手の届くところで使用しない。

浴室や湿気の多い場所で使用したり、
保管しない。
ショートによる発火・感電・故障の原因。

屋外やホコリ、粉塵の多い場所や高温の場所
で使用、保管しない。
火災・感電の原因。

火災の原因。

ストーブやガスコンロなど熱源・火気
のそばで使わない。

けがの原因。

不安定な場所で使用しない。

変形・火災の原因。

本体を布などで覆ったりしない。

火災・感電の原因。

スプレー（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）
をかけたり、引火性のもの（灯油・ガソ
リン・シンナーなど）、可燃性のものの近
くで使用しない。

故障・けがの原因。

使用中は本体を移動させない。

けが・故障の原因。

専用部品以外を使用しない。

爆発・火災の原因。

油煙の舞う場所や近くで使用しない。

発火・火災の原因。

吸気口や排気口にホコリが付いたときは、
やわらかい歯ブラシなどで取り除く。

◆本体の取り扱いについて

使用中、使用直後は内部に触れない。
やけどのおそれ。

!
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安全上のご注意
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安全上のご注意
！ 注 意

必ずお守りください

運転中ドアを開ける場合は、電源をオフ
にしてゆっくり開ける。! !

!

やけどのおそれ。

ドアの開閉時に指を挟まないように注意
する。!
けがのおそれ。

吸気口、ドアのすき間から出る湯気や漏滴に
注意する。

やけどのおそれ。

変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電の原因。

落下によりけがをするおそれ。

本体の上に物を置かない。

故障・変形・火災の原因。

吸気口、排気口はふさがない。

けが・故障の原因。
電源コードに足を引っかけない。

変形・損傷の原因。
排気口の風を直接家財にあてない。

火災の原因。

油や溶剤などが付着したものを乾燥させ
ない。

吸気口がふさがり火災の原因。

絨毯等毛足の長い敷物の上で使用しな
い。

変色の原因。
直射日光が当たる場所で使用、保管しない。

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。

火災の原因。

燃えやすいものや熱に弱いものの上に
置かない。

変形・変色・破損の原因。

熱に弱い靴を乾燥させない。

靴の破損・火災の原因。

水平で安定した場所で使用する。

本体

ラック

電源プラグ

電源コード

ドア
取っ手

吹き出し口

水受けトレイ

吸気口操作パネル　

排気口

傷防止シールが貼られています。
剥がしてご使用ください。

2段目のラックは外したり、位置
を変えることができます。

2段目のラックが飛び出ている
方を後ろにしてセットしてくだ
さい。

ご使用前にセット内容を確認してください。

横から見た図
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各部のなまえ安全上のご注意
！ 注意

必ずお守りください

運転中ドアを開ける場合は、電源をオフ
にしてゆっくり開ける。! !

!

やけどのおそれ。

ドアの開閉時に指を挟まないように注意
する。!
けがのおそれ。

吸気口、ドアのすき間から出る湯気や漏滴に
注意する。

やけどのおそれ。

変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電の原因。

落下によりけがをするおそれ。

本体の上に物を置かない。

故障・変形・火災の原因。

吸気口、排気口はふさがない。

けが・故障の原因。
電源コードに足を引っかけない。

変形・損傷の原因。
排気口の風を直接家財にあてない。

火災の原因。

油や溶剤などが付着したものを乾燥させ
ない。

吸気口がふさがり火災の原因。

絨毯等毛足の長い敷物の上で使用しな
い。

変色の原因。
直射日光が当たる場所で使用、保管しない。

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。

火災の原因。

燃えやすいものや熱に弱いものの上に
置かない。

変形・変色・破損の原因。

熱に弱い靴を乾燥させない。

靴の破損・火災の原因。

水平で安定した場所で使用する。

本体

ラック

電源プラグ

電源コード

ドア
取っ手

吹き出し口

水受けトレイ

吸気口操作パネル　

排気口

傷防止シールが貼られています。
剥がしてご使用ください。

2段目のラックは外したり、位置
を変えることができます。

2段目のラックが飛び出ている
方を後ろにしてセットしてくだ
さい。

ご使用前にセット内容を確認してください。

横から見た図
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操作パネル

電源ボタンタイマーランプ

タッチパネル式になります。

40分、45分、50分、70分の
タイマー設定ができます。
選択中はランプが赤点滅、
稼働中はランプが赤点灯します。

1回タッチすると電源オン（40分タイ
マー点滅）ボタンをタッチする毎にタイ
マー時間を変更→電源オフになります。
稼働中に電源ボタンにタッチすると、停
止します。

本製品は設定時間後、庫内を冷ますために約1分ほど冷風がでて、その後停止します。
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使い方

ぬれた靴は、あらかじめ乾いた布などで十分に水気をふき取ってから、本製品
内にいれてください。

1

2

本製品を使用する時は、平坦で水平で丈夫な場
所に置いてください。不安定な場所で使用する
と、思わぬ事故の原因になる場合があります。

取っ手を持ち、ドアを上に開きます。ラックに
靴をのせてください。同じ段に靴を2足のせる
場合は、靴同士を離して置いてください。
乾燥できる靴の数は下記表を参照してください。

高さ約30cm程度まで。全長26cm以上の靴は横向きにのせてください。
必要に応じてラックの棚部分を外したり、ラックを使わずに直接靴を入れてください。

本製品を設置する

ドアを開け、ラックに靴をのせる

・右図の寸法を離して設置してください。

・本製品の前面、上面は解放してくださ

い。

・油の付着しやすい場所には設置しない

でください。

革靴などの熱に弱い靴を乾かす場合は、必ず靴のメーカーに確認

の上使用してください。

左右4.5cm以上離す

背面
4.5cm以上離す

大人の靴 上下1～2足づつ
計2～4足

子供の靴 上下1～3足づつ
計2～6足

乾燥できる足数目安

乾燥できる靴の大きさ

表は目安となります。靴のサイズにより数を調整してください。

靴同士がくっつかないようにしてください。

ラックに靴が触れないように置いてください。
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使い方つづき

3

4

ドアを閉めて、電源プラグをコンセントに差し
込みます。

操作パネルの電源ボタンにタッチすると、【40】の数字が赤点滅します。電源ボタンをタッチして、
お好みの時間（タイマー）が赤点滅したら操作は終了です。
電源ボタンから指を離して約5秒後、ランプが赤点灯にかわり、吹き出し口から風がでます。
途中で乾燥を止めたい場合は、再度電源ボタンを押してください。

設定した時間になると庫内を冷ますため、温風から冷風に変わります。約1分ほど風を出した後
「ピッ」と音がして停止します。
乾燥が不足している場合は、追加で乾燥させてください。
※タイマー途中で電源ボタンを押した場合でも、庫内を冷ますため約1分ほど風が出続けます。
※乾燥直後は金属製のラックが大変高温になっております。靴を取り出す際はやけどにご注意くださ
い。

ドアを閉めてコンセントにさす

電源を入れる

電源ボタン
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お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

庫内やラックが汚れたままに使用すると、汚れがこびりついたり、サビ

や腐食・悪臭のもとになります。

•� 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）

•� 本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。

よくしぼったふきんで拭いてください。汚れが落ち
にくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませたや
わらかい布で拭いた後、洗剤が残らないように、か
たくしぼった布などで拭いてください。

よくしぼったふきんで拭いてください。汚れが落ち
にくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませたや
わらかい布で拭いた後、洗剤が残らないように、か
たくしぼった布などで拭いてください。その後、乾
いた布でしっかりと水分をふき取ってください。ぬ
れたまま放置するとサビの原因となります。

水受けトレイは水あかなどにより汚れやすいので、
水がたまったら、トレイを本体から抜いて、中の水
を捨ててください。こまめにお手入れしてください。

本体

ラック

・水に浸けたり丸洗いしないでください。

・電源プラグは必ず抜いてください。

・水分を必ずしっかりとふき取る。

水受けトレイ
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故障かな？と思ったら サポートセンターのご案内

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

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。

お問合せ・修理をご希望される場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってくだ

さい。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。

自動返信が届かない場合

不具合品のご送付先

症状 考えられる原因 処置

本体が動かない 電源プラグが確実に差し込まれ
ていない

電源プラグを確実に差し込んでくださ
い。

冷却運転をしている

靴がびしょびしょにぬれていた

温風運転終了後、庫内を冷ますために約
1分冷風が出ます。その後停止します。

靴の材質や大きさ、室温などで乾
きにくい場合がある

追加で乾燥をしてください。

あらかじめ乾いた布などで靴の水分をふ
き取ってください。

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を
確認してください。

靴が乾ききらない

設定時間が過ぎても
停止しない



11

サポートセンターのご案内

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

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。

お問合せ・修理をご希望される場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってくだ

さい。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。

自動返信が届かない場合

不具合品のご送付先

症状 考えられる原因 処置

本体が動かない 電源プラグが確実に差し込まれ
ていない

電源プラグを確実に差し込んでくださ
い。

冷却運転をしている

靴がびしょびしょにぬれていた

温風運転終了後、庫内を冷ますために約
1分冷風が出ます。その後停止します。

靴の材質や大きさ、室温などで乾
きにくい場合がある

追加で乾燥をしてください。

あらかじめ乾いた布などで靴の水分をふ
き取ってください。

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を
確認してください。

靴が乾ききらない

設定時間が過ぎても
停止しない



12

仕様
サイズ

重量

電源

消費電力

庫内温度

タイマー

乾燥できる靴のサイズ

内径

ケーブル長

安全装置

材質

内容品

保証期間

幅460×高さ370×奥行360(mm)

約 3900g

AC100V　50/60Hz

190W

約40～ 60度（環境温度により異なります）

40・45・50・70分

高さ約30cmまで

幅400×高さ300×奥行275(mm)

約 1200mm

サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズ

PS、PP、スチール

本体、ラック、取扱説明書

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。


