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取扱説明書

型番：S-GHB21B

● 安全上のご注意

● 仕様

●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
必ずお守りください
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・
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。
発火の原因）
※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
●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）
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、
●お手入れの際は必ずバッテリーを抜き、USB ケーブルにキャップを取り付ける。
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
（感電・火災・けがの原因）
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。
●使用後は電源を切る。（火災・故障の原因）
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。
●分解や修理をしない。（火災・感電・けがの原因）
●ぬれた手でバッテリーの取り付けや取り外し、USB ケーブルの抜き差しをしない。
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
（感電の原因）

サイズ

！ 警告

は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●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。（けが・やけど・
感電の原因）
●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）
●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）
●強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。（感電・けがの原因）
●熱に敏感でない人、自分で意思表示できない人、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、
また温感に障害をお持ちの方は、使用しない。（低温やけど・事故・怪我の原因）
●スプレー缶などを本体の近くに置かない。（爆発・火災の原因）
●就寝中は使用しない。（低温やけどの原因）
●長時間同じ部位を暖めない。（低温やけどのおそれ）
●本来の目的以外で使用しない。（火災・破裂・発熱・感電・けがの原因）
●ヒーター部分の折り曲げ、巻いたりしない。（断線・火災・感電・故障の原因）
●ヒーター部を独自で使用したり、他の物に利用したりしない。（火災・感電の原因）
●素肌に直接着用しない。ぬれた衣類の上に着用しない。（ショート・やけど・感電
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着用を中止する。（やけ
ど・感電・けがの原因）

！ 注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損
害の発生が想定される内奥を示しています。

重さ
付属品
電源
消費電力
温度
連続使用時間

ポケットサイズ
素材
安全装置

フリーサイズ
背丈57 胸囲104〜128 胴囲94〜120(cm)
350ｇ
本体、
日本語説明書
ＵＳＢ
（5V 2.0A)
10W
低：45〜50度 中：50〜55度 高：55〜60度
10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合
低：約8時間 中：約7.5時間 高：約7時間
※使用環境により異なります。
幅100×高さ160(mm)
ポリエステル100％
保護IC

●変形や破損、やぶれのあるときは使用しない。（感電・事故の原因）
●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）
●本体をたたむときは、ヒーター部を避けて折りたたむ。（感電・故障の原因）
●使用中や使用後しばらくはヒーターに直接触れない。（やけどの原因）
●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）

公開用
保証期間： 購入日より12ケ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 各部名称

● サイズ調整

● モバイルバッテリーの接続

ホックを留める位置を
変えて、長さを調整
してください

長さ調整
ホック

電源ボタン

防水キャップ

幅調整
ジッパー

電源
ケーブル

ジッパー

バッテリー
ポケット

①ポケット内にある電源ケー
ブルを引き出し、
モバイルバッ
テリー（別途ご用意ください）
のUSBポートに差し込みま
す。電源ボタンが赤→白→青
と点灯し、
消灯します。

横から見た図

前

②ポケットにモバイルバッテリ
ーを収めます。

● バッテリーについて

本製品はバッテリーを内蔵しておりません。別途モバイ
モバイル
ルバッテリーをご用意ください。
バッテリー モバイルバッテリーは、必ず出力が5Ｖ2Ａ以上のもの
をご用意ください。
・暖まらなくなったら使用を止め、
モバイルバッテリーを
充電してください。
・使用中モバイルバッテリーが暖かくなることがありま
すが、異常ではありません。
・使用しない場合は、
モバイルバッテリーを外してくださ
い。
・温度センサー付きモバイルバッテリーを使用する場合
電源が途中で切れる場合があります。
◇モバイルバッテリーのサイズについて

スライダー

ヒーター位置

長さ調整ホックを外したところ

約135
mm程度

両サイドのジッパーで幅の調整
を行います。一番端のスライダ
ーにジッパーを通してください。

バッテリーポケット
(100×160mm)に
収まるサイズのモバ
イルバッテリーを使
用することを推奨い
たします。

約20mm程度

ジッパー

約70mm程度

裏面に続く
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● 使い方

①電源ボタンを長押しすると、電源が入り、
ボタンが赤に
点滅し、
ヒーターの温度が上がります。
※電源を入れた直後は必ず赤点滅します。

長押し

高（赤点滅）

◆5分後

③手動で温度を変えたい場合は、電源ボタンを押してく
ださい。電源ボタンを押すごとに、白（中温）→青（低温）
→赤（高温）→白 …と色が変わり、温度を調整すること
ができます。

◆ボタン操作まとめ

ボタン操作

ボタン

電源オン

長押し

赤点滅→5分→白点灯

電源オフ

電源オン中長押し

消灯

温度を変える

電源オン中短くボタンを押す

白（中温）→青（低温）→赤（高温）→白…

中（50〜55度） 低（45〜50度） 高（55〜60度）

④電源を切る場合は、電源ボタンを長押しします。電源
ボタンが消灯し、電源がオフになります。

高（赤点滅）

中（白点灯）

②5分後に赤点滅から白点灯（中温）
に自動で変わりま
す。
これは5分間急速に高温にした後、適度な温度に自動的
に変わるようになっているためです。
※赤点滅中にボタンを押した場合、すぐに白点灯に変わ
ります。

公開用
長押し

● お手入れ

下の表示にあったお洗濯を行ってください。
（必ずお守りください）
手洗いのみ
・最高温度30℃

漂白剤の使用禁止
漂白禁止

ドライクリーニング
禁止

②びょうぶだたみにし、押し洗い
をします。汚れがひどい場合は2
度洗いをしてください。

ご注意

※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※低温やけどにご注意ください。

※仕様に記載の温度等は環境によって変わります。
※分解しないでください。

タンブル乾燥禁止

※修理・改造をしないでください。

※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでく

アイロン禁止

③十分にすすいでください。脱水機は使用しないでくだ
さい。

・シーズンの終わり・汚れがひどい時などに洗濯してくださ
④風通しの良い日陰に干し、
自然乾燥させてください。
い。
・
衣類乾燥機は使用しないでください。
・必ずモバイルバッテリーは外してください。
・ヒーターによじれがないか確認してください。
①電源ケーブルのＵＳＢ端子に防水キャップを被せます。 ・完全に乾燥するまで防水キャップは外さないでくださ
い。

ださい。

●故障かな？と思ったら●

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。

※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の
対象外となります。

※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊
社サポートまでご連絡下さい。

※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。

※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。

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。
チバケン

ナラシノシ

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
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

