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このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、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。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

保証期間 : 購入日より12ヶ月 家庭用 日本国内専用

Use only in Japan
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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

安全上のご注意

！ 警告

●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しない。（火災・感電・怪我
の原因）
●ぬれた手で絶対に触れない。（感電のおそれ）
●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）
●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。
・USB ケーブルや USB プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している・USB ケーブ
ルの一部や USB プラグがいつもより熱い
・USB ケーブル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、USB プラグを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。
●USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。（火災・感電の原因）
●USB ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。（感電・ショート・発
火の原因）
●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。（怪我・火傷・感電の原因）
●子供の手の届くところに置かない。（怪我の原因）
●本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。（感電・けがの原因）
●強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。（感電・怪我の原因）
●高温になるところや湿度の高いところ、直射日光のあたるところ、ガスコンロなどの火気
の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風があたるところで使用しない。（故障・
感電・けが・火災の原因）
●焦げ臭い、発煙、ケーブルを動かすと通電しなかったりする、ビリビリと電気を感じる、
スイッチを入れても機能しないなど異常を感じたら使用を中止する。（火傷・感電・怪我の
原因）
●落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。（感電・ショート・発火の原因）
●USB プラグは奥までしっかり差し込む。（感電・ショート・発火の原因）
●使用後は電源を切る。（火災・故障の原因）

必ずお守りください



●ぬれた手で USB ケーブルの抜き差しをしない。（感電の原因 )
●内部からの液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う。（目に障害が発生するお
それ）
●バッテリーは分解しない。内部のバッテリーを取り出さない。（火災・怪我の原因）
●標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない。（液漏れ・発熱・破裂・火災の原因）
●バッテリーを火に投げ入れたり、加熱しない。バッテリーを高いところから落としたり、
投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、ふみつけたりしない。
バッテリーを水につけない。（発熱・破裂・液漏れにより、火災・怪我・周囲を汚損する原因）
●内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気づいた場合は使用を
中止する。（発熱・破裂・火災の原因）
●内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す。（皮
膚がかぶれる原因）
●所定の充電時間を超えてもフル充電にならない場合は充電を止める。（バッテリーの寿命
です。使用を中止してください）
●使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。（感電・ショート・発火の原因）

●変形や破損のあるときは使用しない。（感電・事故の原因）
●水まわり、風呂場などの湿気の多い場所では使用しない。（火災・感電の原因）
●USB ケーブルを束ねたまま使用しない。（火災の原因）
●お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。
（変色・変形・感電・故障の原因）
●雨や雪など直接あたらないようにする。（感電・ショート・やけどの原因）
●USB プラグを抜くときは USB ケーブルを持たずに必ず USB プラグを持って引き抜
く。（感電・ショート・断線の原因）
●USB 端子に水、汗、異物がついていないか確認する。（感電・ショートの原因）
●布などでおおわない。（発熱・破裂・発火の原因）
●有機溶剤等がある場所で充電しない。燃えやすい物の上や燃えやすい物のある場所で充電
しない。（発熱・破裂・火災の原因）
●換気のいい場所で正しく充電をおこなう。（液漏れ・発熱・破損の原因）
●直射日光のあたる場所や湯気があたるところ、ホコリや湿気の多いところでは使用しない。
（感電・ショート・発火の原因）
●高温になる場所で保管しない。（故障の原因）
●本体、USB ケーブルプラグにホコリがたまっていないか定期的に点検する。（破損の原因）
●充電端子に金属片、水などの異物を近づけない。（感電・火災の原因）

安全上のご注意 必ずお守りください

！ 警告

！ 注 意



内蔵バッテリーについて

ご注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損 /故障は、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。
※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。
※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。

【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℃～ 40℃（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
バッテリーは自然放電します。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 2.5 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 )、で保管しない。
・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。 



本体各部名称 /付属品

USBポート

タッチパネル

ガラスサーバー

目盛り

本体

インナーカップ

コーヒーカップ

アッパーフィルター

ボトムフィルター

シリコンカバー
【本体裏側】

水位ボール
USB Type-C ケーブル

【タッチパネル】

進むボタン
電源 /決定ボタン

戻るボタン

15分モード
30分モード
45分モード
カスタムモードLEDディスプレイ



1

事前準備

本体を充電する

・本体のUSBポートのパッキンを開
きます。付属のUSBケーブルを奥ま
で挿し込み、USB-ACアダプタ（別売）
に接続して充電してください。（5V 
1A以上推奨）
電源に接続すると LEDディスプレイ
に充電残量が表示されます。
満充電になると LEDディスプレイに
「99」と表示され点滅します。

※充電時間はおよそ5時間です。
※充電しながらの使用も可能です。

開く

2 コーヒー粉を用意する

・コーヒー粉を用意します。お湯と違い水出しは濃さが出にくいため、
深煎り・細挽きのコーヒー粉を推奨しています。
初めて利用する方は、コーヒー屋さんで水出し用に適した粉を用意しても
らうのもおすすめです。

リサイクルについて

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。



コーヒー粉を入れる

・本体を逆さにして、ボトムフィル
ターを回して外します。
コーヒーカップにあらかじめ用意し
たコーヒー粉を飲みたい分入れ、ボ
トムフィルターを取付けます。

※お湯は使用できません。必ず常温の軟水をご利用ください。
※目盛りの最大 (26oz≒750ml) を超えたり、目盛り最小 (17oz≒
500ml)を下回らないでください。正常に作動できない恐れがございます。

1 コーヒー粉を入れる

2 ガラスサーバーに水を入れる

・ガラスサーバーに、飲みたい分の水
(15℃±5℃の軟水 )を入れます。
(最大26oz≒750ml)
ガラスサーバーの目盛りを参照に水を
入れて下さい。

目安：2cups 20g （大さじ山盛り2杯）
3cups 30g （大さじ山盛り3杯）
※お好みの濃さに合わせて調整してくだ
さい。

ボトム
フィルター

コーヒー
カップ

MAX 26oz
(750ml) MIN 17oz

(500ml)



※本体を入れると水が目盛りの最大を
超えますが問題ございません。

・コーヒー粉をセットした本体を、水
の入っているガラスサーバーに取付
けます。本体上部のパッキンがしっ
かり奥に入るまで入れましょう。

3 本体をガラスサーバーに取付ける

コーヒー粉をセットする (つづき )



・タッチパネルの電源ボタンを軽くタッチすると、ディスプレイに「15」
の表示され、アイコンが点滅し電源が入ります。

1 電源を入れる

抽出時間を選択する

※タッチパネルには傷防止の保護フィルムが貼られております。気になる
方は剥がしてご利用ください。

・抽出時間を選択します。
15分 /30分 /45分 /カスタム (1分刻みで選択可能なモード )の 4つの
モードから選択することができます。

【15分 /45分 /90分モードを選択する場合】
電源を入れ、アイコンが10回点滅している間に抽出時間を選択してくだ
さい。(10回点滅が終わると自動でオフとなります )
他のモードを選びたい時は [進むボタン ]を押すとアイコンの点滅が移動
し選択されます。任意のモードを選択し、点滅している間に [電源ボタン ]
を押すとモードが確定され抽出が始まります。

2 抽出時間を選択する

【タッチパネル】

進むボタン
電源 /決定ボタン

戻るボタン

15分モード
30分モード
45分モード
カスタムモードLEDディスプレイ



抽出時間を選択する (つづき )

【カスタムモードを選択する場合】
カスタムモードでは1分～90分まで、1分単位で設定することができます。
電源を入れ、アイコンが10回点滅している間に [進むボタン ]でカスタ
ムモードを選択して、[決定ボタン ]を押します。
(アイコンの10回点滅が終わると自動でオフとなります )

[ 決定ボタン ]を押すと、LEDディスプレイの数字が点滅します。
10回点滅している間に [進むボタン ]、もしくは [戻るボタン ]でお好み
の時間に設定してください。
[進むボタン ]、[ 戻るボタン ]は 1回タッチすると1分ずつ設定でき、
長押しすると早送りすることができます。
お好みの時間で止めたら、[決定ボタン ]を押すと抽出が始まります。

・抽出が開始されると LEDディスプレイに残り抽出時間が表示されます。
表示がゼロになると自動で停止し、電源オフとなります。

さっぱり飲みたい方は15分、程よくすっきり飲みたい方は30分、
バランス良く味わいたい方は45分をおすすめ致します。
濃さが足りないと感じた場合は、カスタムモードでお好みの時間を設
定して再抽出してください。

3 抽出開始



抽出した水出しコーヒーを飲む

残ったコーヒーの保存について

1 本体を取り外す

2 グラスにコーヒーを注ぐ

作動が停止したら、ガラスサーバーを
押さえながら本体を外してください。

ガラスサーバーの注ぎ口からグラスに
注げば水出しコーヒーの完成です。

グラスに氷を入れて飲むのもおすすめ
です。

残った水出しコーヒーはガラスサー
バーのまま2～3日冷蔵保存すること
ができます。その場合、必ず本体を取
り外してから保管してください。

※水出しコーヒーはお湯から抽出したコーヒーより酸化しにくい性質がご
ざいますが、3日以上の長期保存はお控えください。
※ガラスサーバーに口を付け直接コーヒーを飲んだ場合は雑菌が中に入り
ますので保存しないですぐに消費してください。

※本体を取付けたまま注ぐとこぼれる
恐れがございます。



お手入れ方法

【お手入れ可能ポイント】
・ガラスサーバー
・インナーカップ
・アッパーフィルター

・コーヒーカップ
・ボトムフィルター
・シリコンカバー
・水位ボール

！ 警告
お手入れをする前に必ずUSBケーブルを抜き、
電源を切ってください。感電などの怪我の恐れがございます。

お願い
以下のものは使用しないでください。
塗装面やプラスチックを傷めます。
みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、石油、
酸、熱湯、たわしなど

※本体上部 (右図の赤塗り部分 )は洗
うことができないため絶対に水に濡ら
さないでください。

1 コーヒー粉を捨てる

2 本体を分解する

ボトムフィルターを取り外し、コーヒー
粉を捨てます。固まって捨てにくい場
合はスプーンなどでかき出してくださ
い。

本体のUSBポートのパッキンがしっ
かり閉じていることを確認し、本体の
各部位を回して分解します。



仕様

高さ300×直径100(mm)
約 970g
強化ガラス
5W
リチウムイオン 3.7V 2500mAh
5V/1A 以上推奨
2～3時間 ( 満充電時 )
15分 /30 分 /45分 /カスタムモード
3 杯分 (750ml)
約 940mm
本体、ガラスサーバー、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書
購入日より12ヶ月

サイズ
重量
サーバー素材
消費電力
バッテリー
入力
稼働時間
モード
容量
ケーブル長
内容品
保証期間

※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。

お手入れ方法 (つづき )

※本体上部は洗うことができないため絶対に水に濡らさないでください。
※長期間放置すると色素沈着しますのでご利用後はお早めに洗浄してくだ
さい。

2 本体を分解する (つづき )

本体裏側のシリコンカバーを引っ張り、
シリコンカバーと水位ボールと一緒に
取り外します。

3 洗浄・乾燥

USBポートのパッキンがしっかり閉じていることを確認し、取り外した各
部位を水に濡らしたスポンジで洗浄してよく乾燥させてください。

4 組み立て

水位ボールとシリコンカバーを忘れずに取り付け、本体を組み立ててくだ
さい。

シリコンカバー
【本体裏側】

水位ボール



●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、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

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。


