
サイズ           本体：高さ約18cm、横約5～11cm、
　　　　　　  厚み約4～6.5cm
                    延長棒：約57.5～102ｃｍ（取付部含まず）
重量              本体：383g、延長棒取り付けアタッチメント：55g
　　　　　　  延長棒：165g、ACアダプター：77g
電源              本体：ACアダプターより充電
　　　　　　  ACアダプター：家庭用コンセントより給電
入力              AC100V 50Hz/60Hz
充電時間　　  約6時間
駆動時間        約40～50分
内容品          本体、延長棒、延長棒取り付けアタッチメント、ブラシディ
　　　　　　　スク、スポンジディスク、面ファスナーディスク、スポン　
　　　　　　　ジ、モップカバー、ポリッシュカバー、各カバー取り付け　
　　　　　　　ディスク、ACアダプター
各ディスク　　ポリッシュカバー ：21g
重量　　　　　スポンジディスク：50g
　　　　　　　スポンジ：6g
　　　　　　　面ファスナーディスク：33g
　　　　　　　モップカバー：39g
　　　　　　　各カバー取り付けディスク：50g
　　　　　　　ブラシディスク：97g
 

サポートのご案内

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの
場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を
記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品
を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の
場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開して
いる場合がございます。ダウンロードページをご確認くださ
い。
http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、Ｑ＆Ａページに記載して
いる場合がございます。
http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記
アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田 4 － 9 － 8　神田石川ビル 4階
TEL 03-3526-4328　　FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12;00、13:00-18:00　土日祝日を除く）

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び
　損傷に関してはサポート外となります。

メールアドレス：
保証期間 ： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 仕様 ● 内容品/各部名称

● カバーを取り付ける

Version1.0. ｔ

取扱説明書

 型番：ERCLNBRS

かがまず腰楽！充電式
「セパレート回転モップ」

本体、延長棒、延長棒取り付けアタッチメント、ブラシディスク、
スポンジディスク、面ファスナーディスク、スポンジ、モップカバー、
ポリッシュカバー、各カバー取り付けディスク、ACアダプター

● 各部名称
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① 充電する

電源が切れていることを確認し【充電口】のキャッ
プをはずします。キャップを外しましたら、【AC
アダプター】の【コネクター】を【充電口】に差
し込みます。

ACアダプターを家庭用コンセントに接続してくだ
さい。AC アダプターの【インジケーターランプ】
が赤色に点灯し、バッテリーの充電が開始されま
す。AC アダプターの【インジケーターランプ】
が緑になったら充電完了です。充電後は【充電口】
のキャップを付けて下さい。（12時間以上 ACア
ダプターと本体を接続し続けないでください）

② ディスクの取り付け、取り外し

各ディスクを本体
に取り付けます。

各ディスクの差し込み口と
本体の差し込み口を差し
込みます。ぐっと奥まで入
れて下さい。
固い場合は突起を合わせ
て、左右（上下）に揺らし
ながらはめ込んで下さい。
抜く時も同様です。

各ディスクを取り外し
する際は、ディスク側
と本体側をしっかり
と持ち、それぞれ反
対方向に力を入れて
外して下さい。

各カバーを【各カバー取り付けディスク】に取り
付けます。

【各カバー取り付けディスク】に各カバーをしっか
りとかぶせて下さい。カバーをかぶせましたら、
ディスクを本体に取り付けます。ディスクの取り付
け方法は前項目、②ディスクの取り付け、取り外し
を参照して下さい。

● スポンジを取り付ける

スポンジを【面ファスナーディスク】に取り付け
ます。

【面ファスナーディスク】の面ファスナーの面（黒色）
にスポンジの緑の面を押し当ててください。スポ
ンジが付きましたら、ディスクを本体に取り付け
ます。ディスクの取り付け方法は前項目、②ディス
クの取り付け、取り外しを参照して下さい。
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③ 電源を入れる

充電、ディスクの取り付けが完了しましたら、電
源を入れます。

【電源スイッチ】を一回押して下さい。電源が入り
ます。電源を切る時はもう一度【電源スイッチ】
を押して下さい。電源が切れます。

電源が入りましたら、しっかりと持ち手を持ち、
洗いたい部分に押し当てて洗って下さい。

○本製品は簡易防水です。充電口部分は水に弱いため濡らさないで下さい。
○完全防水ではありませんので、水に浸からないようご注意下さい。
○内容品に記載している以外の物は付属しません。
○12時間以上ACアダプターと本体を接続し続けないでください。
○本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
○分解しないでください。
○落としたり強い衝撃を与えないでください。
○高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
○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。
○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。
○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

ご注意

● 防水について● 延長棒を付けた際の使用上の注意点

本製品の【延長棒】側には
電源スイッチはありません。

【延長棒】をつけてご使用の
際は、本体側の電源スイッチ
を入れ、動作させた状態で
【延長棒】をご使用下さい。
電源を切る際も、本体側の
電源スイッチを操作し、電源
を切ってください。　

● 延長棒を付ける（窓拭き、本棚など高いところ）● 延長棒を付ける（床の掃除など低いところ）

延長棒を取り付けることにより、床の掃除や高い
ところの掃除をすることができます。

電源
スイッチ
電源
スイッチ

延長棒取り付け口延長棒取り付け口 本体側面に【延長棒取
り付け口】があります。
ここに【延長棒取り付
けアタッチメント】を
差し込みます。

【延長棒取り付けア
タッチメント】には
表と裏があります。

表表 裏裏

【延長棒取り付け
アタッチメント】
の表が上になるよ
うに持ち、本体の
持ち手側から【延
長棒取り付け口】
に差し込みます。

【延長棒取り付け口】に差
し込む際は【延長棒取り
付けアタッチメント】の両
側を持ち、力を少し入れ
浮かせて差し込んで下さ
い。

【延長棒取り付けアタッチ
メント】を本体に取り付け
られましたら、【延長棒】
を【延長棒取り付けアタッ
チメント】にねじ込み取り
付けてください。

【延長棒】は根本を持ち、
矢印方向にねじりながら
引っ張ると伸ばすことが
できます。

取り付けが完了しましたら
電動モップになります。

【延長棒取り付け
アタッチメント】
の裏が上になるよ
うに持ち、本体の
持ち手側から【延
長棒取り付け口】
に差し込みます。

【延長棒取り付け口】
に差し込む際は【延
長棒取り付けアタッ
チメント】の両側を
持ち、力を少し入れ
浮かせて差し込んで
下さい。

【延長棒】を【延長
棒取り付けアタッチメ
ント】に取り付ける
と、本棚の上など高
いところや壁、窓な
どを掃除できます。

本製品は簡易防水です。【充電口】部分は防水性が
低いため水に濡らさないようご注意下さい。また本
体が水に浸からないようご注意下さい。

延長棒延長棒

電源
スイッチ
電源
スイッチ

【延長棒】を取り付けた際も本体側の【電源ス
イッチ】を操作してください。

● 使用例
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