安全上のご注意
Version1.0.shi

取扱説明書

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。
●表示の説明

！ 注意

型番：DUFRWNSWH
保証期間： 購入日より6ケ月

必ずお守りください

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。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

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。

・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。

！ 注意
●本製品の取り扱いについて
分解や修理、改造をしない
変形・破損の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
変形・破損・怪我の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
破損・けがの原因。

過度な負荷をかけない

●製品設置時の注意事項
乳幼児の手の届くところで作業しない。
誤飲、怪我の原因。

組み立てや窓への取り付けは、周囲の安全を確認してから行う
怪我の原因。

取り付けの作業時は手袋などの保護具を着用する
怪我の原因。

破損の原因。

取り付けは、必ず 付属の部品を使用して説明書の通り正しく固定し取り付ける

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、漂白剤などは
使用しない

雨どいの真下は避け、強風などで窓から雨水が侵 入しない場所に取り付ける

取り付けが不完全な場合、製品の落下による怪我・破損の原因。

色落ち・破損のおそれ。

室内汚損の原因。

次のような場所で使用したり保管しない

本製品の設置場所は、重量に耐えるところに確実に設置する

・浴室などの湿気の高い場所
・水気の近く
・ほこりが多い場所
・振動の多い場所
・発熱機器・火気の近く
変形・破損の原因。

外出する際は本製品を取り外して窓を閉め、窓自体の鍵をかける
不審者などの侵入を防ぐため。

取り付け場所が重さに耐えられない場合や、取り付けが不完全な場合、製品の落下による怪我・破損の原因。

製品の移動、再設置の際も、説明書の設置手順に従って正しく取り付ける
取り付けが不完全な場合、製品の落下による怪我・破損の原因。

2F 以上の窓に取り付ける際、製品を落下させないよう注意する
製品の落下による怪我・破損の原因。

ダクトの外側（室外側）は 10cm 以上スペースを確保する。
排熱不良の原因。

雨や風が強い時は、使用を中止し本製品を取り外す
破損・室内汚損の原因。
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●故障かな？と思ったら

◆内容品 / 各部名称

◯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。
←左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

◯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ご送付ください。

◯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、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先
宛て名
問い合わせ

ナラシノシ

サイズ

重量
取付可能な窓
材質
内容品

■ 排気ダクト

A
B
■ ダクトエンド

アカネハマ

〒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
03-3526-4328（月〜金 10:00 〜 12:00 13:00 〜 18:00 土日祝日を除く）
support@thanko.jp

◆仕様

保証期間

チバケン

■ ダクトパネル（A,B,C）

C
■ T型ネジ

※仕様は予告なく変更する場合がございます。
ダクトパネルA・B：幅100×高さ550×厚み20 (mm)
ダクトパネルC：幅95×高さ550×厚み15 (mm)
排気ダクト：最短410〜最長1900×直径130（mm）
約1710g
スライドタイプ（左右、上下） 高さ最小：770mm 最大：1550mm
ABS、スポンジ、鉄、PVC、
シリコン
ダクトパネル×3、排気ダクト、
ダクト接続用スポンジ、
レール用スポンジ×3
ダクトエンド、T型ネジ×3、
ワッシャー×3、蝶型ナット×3、隙間テープ（3m）
購入日より6ヶ月

※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品をご利用において生じる事故や物品破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※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。
※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。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

■ ワッシャー

×3

×3

■ レール用スポンジ

■ 蝶型ナット
×3

■ ダクト接続用スポンジ

■ 隙間テープ（3m）

×3

◆ 取り付 け 方 法

1. 排気ダクトにダクトエンドを取り付ける

排気ダクトの溝にダクトエンドの爪がはまるように合わせ、
ダクトエンドを矢印の方向に回して取り付ける。
！

※回して取り付けるのに多少の力が必要な場合があり
ますので、怪我などにご注意ください。

爪
溝

→続く
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◆ 取り付 け 方 法 ( つ づ き )

◆ 取り付 け 方 法 ( つ づ き )

4. 排気ダクトの取り付け

2. 取り付ける窓の幅を確認する

1.スポットクーラーの排気ダクトを本製品の排気ダ
クトに取り付ける。

設置する窓の高さ
（縦にスライドする窓の場合横
幅）
が1095mm以下の場合はCのパネルは使用
しません。

3. ダクトパネルを組み立てる

2.窓パネルBの溝にT型ネジの頭の部分を合わせ
て窓パネルAに窓パネルBを挿入する。

A

A

B
レール用スポンジ

ダクトパネルの表側（蝶型ナットがある方）
を室内側
にして、窓パネルの高さをピッタリ合わせて蝶型ナ
ットをしっかり締め付けて固定する。
※パネル上下の隙間が気になる場合はレール用ス
ポンジを挟んで隙間を埋めてください。

※パネルCも必要な場合は、Aと同じようにBに取り
付けてください。

※取り付けが不十分な場合、落下による怪我、
破損の原因となりますのでご注意ください。
！

これでダクトパネルの組み立ては完了です。

9cm

2.ダクトエンドをダクトパネルAの大きな穴にしっか
りはめ込む。

5. ダクトパネルを窓に取り付ける

T型ネジがパネルBからはみ出ないようにする

対応サイズ
直径：9cm

この幅をみる

取り付けられる窓の高さの最大は1550mmで
す。

1. 窓パネルAの端中央の小さな穴に右図の通り
T型ネジを通し、反対側からワッシャー、蝶型ナット
の順に通して仮止めする。
※この時きつく閉めないようにしてください。

スポットクーラーの排気ダクト

※2階以上の窓に取り付ける場合、落下に十分
注意しながら取り付けてください。
※必ず窓の戸と同じレールに取り付けてくださ
い。
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◆ 取り付 け 方 法 ( つ づ き )

◆お手入れ方法

窓を閉めた時、パネルと窓の間に隙間ができてしまう場合は、付属の隙間テープを使用してください。
隙間

隙間

1. 窓からダクトパネルを取り外す

ダクトパネルの蝶型ナットを緩め、窓からダクトパネ
ル、
レール用スポンジを取り外す。

！

窓の戸

パネル

窓枠

※取り外し・お手入れを行う際は、必ずスポット
クーラーの電源を切り、電源プラグを抜いてか
ら行ってください。

2. ダクトパネルからダクトエンドを
取り外す

ダクトパネルを裏返し、固定しているダクトエンドの
ツメを中央に向けて押すと、
ダクトパネルからダク
トエンドが外れます。

ツメ

ツメは4箇所あります。
隙間テープ

！

※付属の隙間テープの粘着力が弱い
場合は、別途粘着力の強い両面テープ
や貼り付け用テープをご用意ください。

3. パネル・ダクトエンド・排気ダクト・
各種スポンジのそれぞれを分解
し、洗う

排気ダクトをお好きな長さに伸ばしてお使いください。

！

※排気ダクトの長さを調整するときは、根本に
負荷がかからないように必ず手を添えて行って
ください。

丸洗いできます

各部品は、取り付け時と反対の手順で分解できま
す。水洗いし、洗った後は乾いた布で水を拭き取り、
十分乾燥させてください。

※本製品をご使用いただく場合、窓の鍵が使用
できなくなります。別途窓用の補助鍵のご購入
をご検討願います。

！

※40℃以上のお湯は使わないでください。
※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、漂白剤などは
使用しないでください。

※排水はできませんので別途バケツなどを
ご用意いただき排水してください。

スポットクーラーの設置、使用についてはスポットクーラー付属の説明書で確認してください。
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