
ご使用前に内容品が揃っているか確認してください。

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。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、
大切に保管してください。

● 安全上のご注意　　　　　

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
この注意に従わずに、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！

！

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！

●本体を水につけたり、水をかけたりしない。（ショート・感電のおそれ）
●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・怪我の原因）
●次のような場所で使用したり保管しない。
・屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光があたる場所・異常
に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所（火災・変形・
故障の原因）
●強い振動や衝撃、無理な力を与えない。（破損・怪我の原因）
●子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わ
ない。（事故・怪我の原因）
●本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。（故障の原因）
●暖房器具や調理台の近くなど、油、湯気、熱の当たる場所に設置し
ない。（故障の原因）
●太陽光や強い光の下での使用・保管は絶対にしない。（火災や事故の
原因）
●製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。（製品に異常

この注意に従わずに、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！

●落としたり、ぶつけたりしない。（感電・発火・故障・破損の原因）
●お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶
剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。（ひび割れ・感電のおそれ）
●お手入れ時、長期間使わない時は電源を切る。（感電・故障の原因）
●屋内のみで使用する。（故障の原因）
●センサー部に液が掛からないように注意する。（センサーが反応しな
くなるおそれ）
●必ず付属のUSBケーブルを使用する。（故障・発熱・火災の原因）
●用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しない。（怪
我や故障の原因）
●泡タンクに液体せっけん以外のものを入れない。（故障の原因）

● セット内容・各部名称

※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。※本製品
をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとし
ます。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※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。※本製品は日本販売向けの商品となります。
海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。

使用上のお願い

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。

● 電池のリサイクルについて

●USBプラグやUSBケーブルを交換したり、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ケーブルは絶対に交換、分解、修理、改
造をしない。
●USBプラグやUSBケーブル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
ケーブルは使わない。

USBプラグ、コード類について

電源 /量調整タッチボタン
（LEDランプ）

USBポート
（microB)ノズル

ボトル

センサー
正面 背面

USB microB
ケーブル（約45cm)

キャップ2個

フック

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。

取扱説明書
Version1.00 y

型番：DUBSAPSWH

● 内蔵バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに

●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、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、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。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、使い切った状態から 1 時間程度充電してケー
ブルをはずしてください。
●涼しい場所で保存してください。
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。
・10℃～ 35℃の乾燥した場所で保管してください。
・充電可能回数は約 300 回です。

フック取付シート

が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの
原因。）
・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・
異音がする・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、電源を切り、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。

●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
●充電時以外は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ケーブルを引っ張らない。
●USBケーブルを機器にはさまない、USBケーブルを引っ張ったまま
充電しない。
●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ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
●充電中USBケーブル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ケーブルは引っ
張らない。
※充電中USBプラグやUSBケーブル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。 

食器用洗剤

ハンドソープ

シャンプー

ボディソープ

食器用洗剤

ハンドソープ

ホース

フィルター

シール

スポイト
ボトル

● 仕様
サイズ 幅149×高さ179×奥行83(mm)
重量 約430g
電源 USB（5V 1A）
バッテリー リチウムイオン 3.7V 1500mAh
消費電力 約3W
充電時間 約2～3時間
稼働時間 約3000～4000回
タンク容量 300ml×2個（※最大量260ml）
防水性能 IPX5
USBケーブル長 約450mm
付属品 本体（ボトル2個セット済）、フック取付シート、
 キャップ2個、スポイトボトル、シール、
 USB microBケーブル、日本語取扱説明書
素材 ABS/PP
パッケージサイズ 幅152×高さ189×奥行93(mm)
パッケージ重量 約530g

左右の液体を見分ける
場合など用途に合わせ
て本体に貼り付けて使
用してください。
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● 充電方法 ● LEDランプの表示について ● 設置

電源 /量調整
タッチボタン

①本体背面にあるUSBポートのカバーを外し、付
属のUSBケーブルを差し込みます。

● ボトルに液体せっけんを入れる ● 使い方

②USBケーブル端子をUSB-ACアダプタ（別売）
などに繋ぎます。※5V 1A以上推奨

③充電中は、電源 /量調整タッチボタンのランプが
赤く点灯します。白に変わったら満充電です。USB
ケーブルを抜いて、必ずしっかりとカバーをしてく
ださい。※充電しながら使用できません。

左右のボトルは左が液体タイプ、右が泡タイプ用と
なります。

①右図の方向にボトル
を回すと、ボトルが本
体から外れます。

①電源 /量調整タッチボタンを長押し（2秒ほど
タッチしたまま）にすると、LEDランプが白点灯
し、電源が入ります。

● 吐出量の調整

電源 /量調整タッチボタンに短くふれると、洗剤や石
けんが1度に出る量を3段階で調整することができ
ます。
電源 /量調整タッチボタンにふれるたびに
白（初期状態・吐出量多）→青（吐出量中）→緑（吐出
量少）→白…と変わります。

◆吐出量目安（液体の種類により変わります）
吐出量多…泡 :1～ 2g/ 液体 :2.5 ～ 4.5g
吐出量中…泡 :0.8 ～ 1.6g/ 液体 :1.7 ～ 3.3g
吐出量少…泡 :0.6 ～ 1.4g/ 液体 :0.8 ～ 1.8g

※2つのボトル両方とも同じ量の設定になります。片
方ずつ量を設定することはできません。

②手やスポンジなどをかざすとセンサーが反応し、
泡ハンドソープや洗剤が出てきます。
※センサー部を直接濡らしたり、洗剤やハンドソー
プが直接かからないようにしてください。
※黒色のものはセンサーが反応しない場合があり
ます。

電源オフの場合は電源 /量調整タッチボタンを長
押し（2秒ほどタッチしたまま）にすると、LED
ランプが赤点灯し、電源が切れます。

②ボトルに書かれた
【MAX】のラインまで
液体をいれます。
※希釈した液体を入れ
る場合は、付属のキャッ
プを取り付け、よく混
ぜてください。

③ボトルに本体ホースを
入れて、ボトルを回して
本体にとりつけます。
※ボトルがしっかり固定
されているか確認してく
ださい。

●液体タイプは台所用中性洗剤やシャンプー等、粘度
の高いものを入れることができます。
（※次亜塩素酸・アルコールは使用しないでください）
●泡タイプは泡状になる液体せっけんを原液のまま入
れることができます。
液体タイプの洗剤を入れる場合は、3～6倍に希釈し、
よく混ぜていれてください。
（※粘度の高い物、アルコールは使用しないでください）

Lボトル
液体タイプ
（台所用中性洗剤・
シャンプー・ハン
ドジェルなど）

Rボトル
泡タイプ
（液体せっけん）

丈夫で段差のない水平な場所に設置してください。
※本製品を倒したりしないようにしてください。
※蛍光灯などの照射物の近くに設置すると、誤作動
の原因になります。白やシルバーなど光の反射の強
い台の上に設置すると、センサーの反応が悪くなる
場合がありますのでご注意ください。
※キッチンに設置する場合、コンロ回りからは十分
に離して設置してください。

①フック取付シートを貼り付けます。
裏面のシールを剥がし、表面がツルツルとした凹
凸のない垂直な場所にまっすぐに貼り付けてくだ
さい。

※固定フックを取り付ける前に、取り付け面をき
れいにし、フックの高さと水平であるかを必ず確
認してください。

◆据え置きで使用する場合

◆浮かせて設置する場合

※鏡に取り付ける場合、取り付ける鏡の種類によって
は表面のコーティングが剥がれる可能性があります。
その場合は別の場所に貼り付けてください。
・固定フックをしっかりと手で押さえて貼ってくださ
い。本体の設置は固定フック貼り付け後12時間程度
経ってからおこなってください。

③本体が落ちないか確認し
て設置は終了です。本体を
取り外す際は、逆の動作を
行ってください。

②フック取付シートがしっかりと貼り付いていること
を確認し、本体を取り付けます。
本体背面のフックを、フッ
ク取付シートの中央の溝
に差し込みます。

電源 /量調整タッチボタンの LEDランプ
は状態によって光り方が変わります。

LEDランプ 状態
◆充電中

赤点灯

白点灯

充電中

満充電

LEDランプ 状態
◆電源オン・オフ

白点灯後消灯

赤点灯後消灯

電源オン

電源オフ

LEDランプ 状態
◆その他

赤点滅

青・緑
交互点滅

バッテリー残量少（充電してください）

センサーのエラー（センサー部分が汚れ
ている場合はお手入れを行ってくださ
い。汚れていない場合は設置場所を変え
てください）

LEDランプ 状態
◆電源オン時

白点灯

青点灯

緑点灯

吐出量多

吐出量中

吐出量少

本体の設置を行う際は、必ず電源オフの状態で行っ
てください。

液体を入れる際は、必ず電源オフの状態で行ってく
ださい。

電源 /量調整タッチボタンは触れるだけで反応しま
す。押し込む必要はありません。
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●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。

本体表面部分は、乾いた柔らかい布でホコリなどを
ふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄
めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭い
たあと、洗剤が残らないように、かたく絞った布な
どで拭いてください。

ボトルは、キレイな水をボトルにいれて軽く振り、水
を捨ててください。泡が出なくなるまで数回繰り返し
てください。

本体ホース部分は、ボトルにキレイな水もしくはぬる
ま湯を入れて、石けんが出なくなるまで数回稼働させ
てください。

● 日常のお手入れ ● 泡や洗剤が出にくくなってきた場合

・お手入れを行う際は、必ず電源オフの状態で行っ
てください。
・ボトル内・ホース内に液体を長期間使用しない状
態で放置していると、中で乾燥して固まりノズルか
ら泡や液体の出が悪くなる可能性があります。
・ホース内の詰まり防止に、1カ月に1度程度お手
入れをしてください。

3

※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）

長期間使用すると、ホース部分に残った石けん成分が
乾燥して固まり、出てこなくなる可能性があります。
その場合は以下の作業を行い、ホースを洗浄してくだ
さい。

③右のホースにスポイトボトルの先を差し込みます。

以下の作業はノズル、ホース先端から水が出てきま
すので、ぬれてもいい場所でおこなってください。

④スポイトボトルを押して水を出し、ホース内の石
けんを取り除いてください。

⑤取り除けたらスポイトボトルを外し、元の先端プ
ラスチックを取り付けてください。

左のホースは、ぬるま湯で濡らした布巾などで先端
部、ホースをやわらかくして、ホース内の石けんを
取り除いてください。

①右のホース先端の
フィルターを外します。
※フィルターを無くさ
ないように注意してく
ださい。

②付属のスポイトボトル
に水を入れます。

ノズルが石けんで固まっ
てしまった場合は、綿棒
の先をぬらし、ふき取っ
てください。

押して水を
出す
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