●故障かな？と思ったら●
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取扱説明書

型番：RLSUSHCSL

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
う設定の上ご送付ください。
QR コードを読み取り、空メールを送信できます。

● 仕様

ご注意

本体：幅1150×直径30 (mm)
シェード：最大780(mm)
約692g
重量
取付け可能最大幅 車内のフロントピラー間が
幅1150mm以上
材質
アルミ合金
内容品
本体、U字フック、L字アタッチメント、
日本語取扱説明書
保証期間
購入日より6ヶ月

サイズ

※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。
※分解しないでください。
※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。

不具合品のご送付先

※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。

！

本製品はフロントガラスとフロント左右サンバ
イザーの根本に取り付けます。
サンバイザーがない場合は取り付けができま
せんのでご注意ください。

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。
チバケン

（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

● 取付けについて
取付け前に必ず以下をお読みください。

◆フロントガラス中央部分に危険予知用カメラやル
ームミラーステー等が付いており天井内側に凸が有
る車両には取り付け出来ない場合が御座います。
◆サンバイザーの形状によっては取り付け出来ない
場合が御座います。
◆車両によってはルームミラーが見えにくくなる場
合が御座います。その際は使用しないで下さい。
◆車両によっては運転者の前方視界が遮られる場
合が御座います。その際は使用しないで下さい。
◆車両によってはサンバイザーが使えなくなる場合
が御座います。
◆走行前にシェード本体が脱落しないか取り付け部
分を御確認願います。
◆走行中はシェード落下防止ストッパーを必ずご使
用下さい。
◆本体金属部分は直射日光により熱くなることが御
座います。触る際にはご注意願います。
◆今後、道路運送車両法改定により使用出来なくな
る場合も御座います。その際は取り外して下さい。

取り付け前に必ず下記場所を採寸してください。
下記図を参照に、
お手持ちの車のフロントピラー間が
1150mm以上あるか採寸します。

左側

本体

スライダー

1：吸盤の取付け幅を調整する
フロントガラスとサンバイザーの根本の幅に合わせて
左右の吸盤の取付け幅を調整します。
【例：右側】

1150mm 以上
2

右側

取付け吸盤

フロントピラー間
1

● 取付け方法

2

シェードストッパー

1

巻取りボタン

L

L

引き抜く

R

R

取付けフック

1…フック取付け部分
サンバイザーの根本(アタ
ッチメント部分)にフックを
取り付けます。
2…吸盤取付け部分

シェード(黒面が内側)
吸盤
この部分に引っ掛けて
取付けます

フロントガラス(上部)に吸盤を取り付けます。
！

落下防止のため、必ずフックと吸盤の２種
類(合計４箇所)で取付けてください。

レバー

袋ナット

持ち手

【付属品】

L
R

！

● 内容品/各部名称

R

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

アカネハマ

R

保証期間：購入日より6ケ月

ナラシノシ

〒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

R

アタッチメント

U字フック L字アタッチメント

①吸盤のアタッチメントを
本体から引き抜きます。
※少々力が必要となります
ので、折らないようお気を
つけください。

②フロントガラスとサンバ
イザーの根本に合わせてス
ライダーを動かしてくださ
い。(車の点検シール等とか
ぶらないよう合わせてくだ
さい)

③スライダーの位置を決めたら、吸盤のアタッチメント
を差し込んで戻します。
→続く

1

● 取付け方法(つづき)

● 使用方法

３：サンバイザーにU字フックを取付ける

2：吸盤を取り付ける

サンバイザー根元のアタッチメント部分にU字フックを
押し込んで取付けます。

①吸盤を取り付けるフロントガラス面をガラススプレー
などでよく清掃し、
しっかり拭き取ってください。

【取付けイメージ】

この部分に引っ掛けて
取付けます

4：U字フックを取付けフックに差し込む
サンバイザーに取付けたU
字フックを、取付けフックに
「カチッ」
という手応えがある
まで奥までしっかりと差込み
ます。

！
シェードストッパー

持ち手

走行中はシェード落下防止ストッパーを必
ずご使用下さい。

ボタン

右側

【取付け向きについて】
シェードの黒色が内側(車
内側)となります。ボタン
が右側にきていれば間違
いありません。

シェードストッパー

◆シェードの引き出し方◆

レバーを
上に倒す

持ち手を持って、下に向かって引き出してください。

◆シェードの収納方法◆

持ち手に軽く手を添えながら右端の巻取りボタンを押
すとシェードが巻き取られます。

L
R

！

※ガラスに汚れが付着していると吸盤が吸着しにくかっ
たり脱落する原因となります。

②吸盤をフロントガラスに
しっかりと押し付けながら、
吸盤のレバーを上に倒して
吸着させます。反対側も同
様に行ってください。

※取付け後はU字フックの爪
が２本ともしっかり奥まで刺
さっており、引っ張っても抜
けないことを必ず確認してく
ださい。

【シェードストッパーについて】

取付けイメージ

R

※巻取りの際はシェードが車内の物や設備に引っかか
らないようお気をつけください。

シェードストッパーで、
シェードをロックすることができ
ます。

◆ロックする方法◆

シェードを完全に収納した状態でストッパーの下側を
裏側から手前に向かって、
「カチッ」
という手応えがあ
るまで押し込むとロックされます。シェードを引っ張っ
て、
シェードが降りないことを確認してください。

◆ロックを解除する方法◆

ストッパーの下側を表側から奥に向かって押し込むと
ロックが解除されます。

落下防止のため、必ずフックと吸盤の２種
類(合計４箇所)で取付けてください。

● お手入れ方法

● アタッチメントについて

アタッチメント

袋ナット

引き抜く

R

L
R

④取り付けが完了したらス
ライダーに差し込んで戻し
てください。

L
R

L

③ナットが外れたら吸盤を
引き抜き、L字アタッチメン
トに差し替えます。この時、
左右お間違えないようご注
意ください。右はR、左はL
と印字されています。
入れ替えたら袋ナットを締
めてください。

！

L
R

開封時に取付けてあるアタッ
チメントが車の形状に合わな
い場合、付属のL字アタッチメ
ントに取り替えてください。

R

交換

R

L字アタッチメント

本体は分解・丸洗いできません。

差し込む

■シェード
汚れが目立つ場合はよくしぼった布で拭き、
よく乾かして
からご利用ください。
■本体
よくしぼった布でふいてください。

● フックの取り外し方

R
R

②アタッチメント上部の袋
ナットをメガネレンチやスパ
ナ(別途ご用意ください)で
取り外します。

R

R

①吸盤のアタッチメントを
本体から引き抜きます。
※少々力が必要となります
ので、折らないようお気を
つけください。

L

L

別途工具をご用意ください。

R

R

※吸盤の取付け向きにお気をつけください。アタッチメ
ントに印字されているローマ字と、吸盤のローマ字が合
わさるように取付けてください。

開く
下げる

ツメを開く

①取付けフックの両側のツ ②U字フックの両側を開い
メを開き、取付けフックを て取り外してください。
押し下げます。
2

