
●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。

保証期間：　購入日より6ケ月
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

取扱説明書

Version1.0. i

型番：S-JHD21W

安全上のご注意

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容です。！ 警告

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。！ 注意

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。

・火災、感電、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。

●表示の説明

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。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

必ずお守りください

!

電源コードを傷つけたり、破損させたり、
加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、束ねて使用しないでください。
また重い物を載せて使用しないでください
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

感電・ショート・発火の原因。

電源コードが傷んでいたり、コンセント
の差し込みが緩いときは使用しない

感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせな
いように注意してください。

電源プラグをなめさせない

!

本体の落下・転倒、故障・事故の原因。

水平でない場所や不安定な場所、振動の
ある場所や棚の上など高所に設置しない

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない
感電・怪我のおそれ。

故障や誤動作、周囲に損害を与えるおそれ。

子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳
幼児の手の届くところで使わない
火傷・感電・怪我の原因。

感電・発火・故障の原因。

給水時・お手入れの際は必ず電源プラグ
をコンセントから抜いておこなう

・ミストが家具・衣類 · カーテン・壁 ・書類な
どの紙類 · 天井などに直接当たる場所
・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近
くなどの極端に高温・多湿になる場所、 エアコ
ンなどの風が直接当たる場所
・カーペットや布団の上、傾斜のある場所など
の不安定な場所、または高所
・電化製品や精密機器の近く
・就寝中に本体に手が届く場所
・柔らかいクッション・毛足の長いじゅうたん・
畳の上

次のような場所では使用しない

水まわり、風呂場など水のかかる場所で
は使用しない
ショート・感電・火災の原因。

電子レンジや高圧容器などの中に本体・
USB ACアダプターを入れない。
ショート・感電・火災の原因。

火災・故障の原因。

接続端子をショートさせない。接続端子
に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を
入れたり接触させない。

事故や体調不良などの原因。

使用中不調を感じたときは、直ちに使用
を中止する。使用後異常を感じたときは、
専門医に相談する。

!
火災・感電などの原因。

ACアダプターは必ずAC100-240V
で使用する。

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火
災の原因。

コンセントや配線器具の定格を超える使
い方はしない。

タンク内部に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生し
たり故障の原因。

お手入れに塩素系・酸性タイプの洗浄剤
は使用しない。

感電やけがの原因。

吹き出し口や本体のすき間にピンや針金
などの異物を入れない。

発熱・発火・故障の原因。

落としたり投げつけるなど強い衝撃を与
えない。

医療用吸入器ではありません。吹き出し
口から噴霧されるミストを故意に直接吸
引しない。
健康を害する恐れがあります。本機はアロマを
噴霧・拡散する目的以外では使用しないでくだ
さい。

！ 警告

WEB
公開用



ご注意
※金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのたわしやミガ

キ粉などで絶対にこすらないでください。

※AC電源差込口とボタンは防水ではありません。丸洗いは避け、排水箇所は必ずお守りください。

※猫がいる家庭ではアロマを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。

※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。

改造や分解をしない。修理技術者以外の
人は分解したり、修理をしない
火災・感電・怪我の原因。
修理は弊社サポートまでご相談ください。

本体・電源コードを水につけたり、水をか
けたり、丸洗いしない
ショート・感電・火災・故障の原因。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に
付着したほこりはふき取る!
火災・感電の原因。

電源プラグは根本まで確実に差し込む! 火災・感電の原因。

！ 注 意

超音波盤に直接触ったり、傷付けたり、押し
たりしない。

正常な動作が妨げられ破損や動作不良、過熱、
故障の原因。

ミストの吹出し口などをふさがない。

ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりす
ると、機器の故障や対象の表面を傷める原因。

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製
品、家具、楽器、壁にあたるところに設置し
ない。

事故や故障の原因。

カバーを外したまま運転しない。
水やエッセンシャルオイルが飛び散り床を濡ら
したり、故障の原因。

長時間連続して使用しない。
少なくとも4時間のご使用ごとに、最低 60分
以上はスイッチを入れないようにする。超音波
盤が加熱して、故障の原因。

ACアダプターを取り付けたまま持ち運ん
だり、保管したりしない。
破損の原因。

異物や汚れが残ったまま使用すると異常発熱や
故障の原因。

使用後は毎回必ずお手入れをする

感電や火災の原因。

電源はAC100Vで定格15A以上のコ
ンセントを単独で使用する

超音波盤などが破損し、故障や水もれの原因。

タンクに水が入っていない状態では、絶
対に電源を入れない。

故障や外装が溶けるなどの原因。

エッセンシャルオイルを直接本体外側に
付着させない。

持ち運ぶときは運転を止め、タンクの水を
排水する。

！ 注 意

汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭、
および体質によりまれに、健康を害する原因。

タンクの水、タンク内部は、常に清潔に
する。

水がこぼれて床をぬらしたり、送風口から水が
入り故障や水漏れの原因。

必ず常温の新しい水道水を使用する。
ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸
水・浄水器の水などを使用すると、水あかが多
くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなる原
因。また、お湯は変形・誤動作の原因となりま
すので使用しない。

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下
の事項を守る。
必ず天然抽出成分 100％のエッセンシャルオ
イル（精油）を使用し、合成香料などは
使用しない。また、水80mlあたり2 ～ 3滴（約
0.1 ～ 0.2ml) の使用量を守り、過剰に使用し
ない。故障・誤動作・有害物質の発生などの原因。

必ずコップなどで給水口から給水する。
吹き出し口から給水したり、直接水道の蛇口か
らは水タンクに給水しない。

故障の原因。
本製品は屋内専用のため屋外で使用しない

感電・発火の原因。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持
たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

怪我・やけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

長時間使用しない時は差込プラグをコン
セントから抜く

!

!

凍結の恐れがあるときは、水タンクの水を
排水する。
故障の原因原因。

!

!
!

!

自分で意思表示ができない人だけで使わせ
ない。
事故・感電・けがの原因。

落雷による感電の原因。

雷が鳴り出したら、ACアダプターに触
れない。

連続過負荷による故障の恐れ。

業務用として使用しない。また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。

異常発熱による発火・ショートの原因。

専用のACアダプターで他の商品を使用
したり、充電したりしない。また、専用
のACアダプター以外は使用しない。

！ 警告

WEB
公開用



本体裏側

タンクサイズ
重量
電圧

定格消費電力
連続稼働時間
タンク容量
アロマ噴霧方式
適用床面積
LED
噴霧モード
材質

内容品
保証期間

高さ180×幅142×奥行142(mm)
約660g(ACアダプターを含まず)
入力：AC100～240V　50/60Hz
出力：DC24V　750mA
15W
4～１２時間
500ml
超音波
40平米
3個
２パターン(リング・通常)
タンク：PP、本体カバー：ABS、内部カバー：PP、
底部：ABS
本体、ACアダプタ、日本語取扱説明書
購入日より6ヶ月

● 仕様

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

MAX

● 各部名称

モーター

目盛り/
各種ボタン

噴霧口

蓋

カバー

超音波盤

カバー
差込穴

本体
(タンク)

【目盛り/各種ボタン説明】

給水最大値(500ml)

LEDボタン

電源/モードボタン

①本体正面にある目盛りの
MAX(500ml)を超えない
よう給水します。蓋を取り外
し、本体正面から見て右手
前から給水してください。
このとき、お好みでアロマオ
イルを２～３滴水に垂らして
ください。

※目盛りの最大値を超えて
給水すると噴霧されない場
合がございます。
※蓋の上から給水したり、カ
バーの噴霧口から給水しな
いでください。

1：タンクに給水する
本体背面にあるAC電源差
込口に付属のACアダプタ
を奥までしっかり入れてか
ら、コンセントへ差込みま
す。この時、LEDが一瞬点
灯し、消えます。
これで準備完了です。

2：電源をつなぐ

●  使用方法

最大値
(500ml)

MAX

②蓋をします。蓋には取り付
け向きがあります。穴の位置
が中心より少し後方にずれて
いるため、余白の多い部分を
本体正面にして蓋をしてくだ
さい。

噴霧口

給水口

正面(目盛り側)

蓋上部図

※電源ボタンでOFFにするとLEDも消灯します。

①噴霧モードは２パターンあり、リング状に出るモード
と通常噴霧モードです。
電源ボタンを押すとリングモードから噴霧が開始され
ます。電源ボタンを押すごとに、リングモード→通常モ
ード→OFF→リングモード…と繰り返します。

②LEDボタンを押すと、次々に色が変わっていくレイ
ンボーモードから始まります。お好きな色で固定する
場合は、再度押してください。LEDボタンを押すごと
にレインボーモード→色固定モード→OFF→レインボ
ーモード…と繰り返します。

3：使用する

LEDボタン

電源/
モードボタン

排水箇所

本体上部図

蓋とカバーを取り外し、本体を傾けてタンクに残った
水を捨てます。このとき、排水箇所は本体正面から見
て左奥から排水してください。

本体外側：薄めた台所用洗剤にやわらかい布など
を浸してしぼり汚れを拭き取ったら、乾いた布でも
う一度拭き取ってください。

タンク内：水を浸したやわらかい布で付着した汚れ
を拭き取ります。

超音波盤：綿棒などを軽くあてて落としたあと、や
わらかい布で拭き取ります。

● お手入れ方法

※AC電源差込口とボタンは防水ではありません。
丸洗いは避け、排水箇所は必ずお守りください。

必ず本体からACアダプタを抜いてから行ってください。

超音波盤

正面(目盛り側)

AC電源差込口

ACアダプタWEB
公開用


