● 仕様

●故障かな？と思ったら●

Version1.0. shi

取扱説明書

型番：S-TAM21W

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。

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

保証期間： 購入日より6カ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

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

● 充電方法

● 消毒用アルコールをいれる

バッテリー残量がない場合、電源ボタンを押すとディス
プレイに0が点滅します。その場合は充電してください。

①本体からタンクカバー
を外します。

● 内容物・各部名称

サイズ

縦85×横130×高さ90(mm)

重量

約260g

内容品

本体、USBケーブル
（Type-C）、交換用綿棒(2本)、
日本

本体

②

①

③

語説明書
USBケーブル長

約1000mm

電源

USBより充電

入力

DC5V 1A

バッテリー

リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh

充電時間

約3時間

稼働時間

約6時間

連続稼働回数

約400回

噴霧量

１.6ml/min

タンク容量

100ml

材質

ABS樹脂/PC

保証期間

購入日より6ヶ月

※記載されている物以外は付属いたしません。
※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使
いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。
他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱い説明書もお渡しください。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載す
ることを禁じます。

⑤

④

⑥
⑦
⑧

⑨

交換用綿棒（2本）

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。

① 超音波振動板 ② センサー ③ ディスプレイ
④ 電源ボタン ⑤ USBType-Cポート ⑥ 電源ランプ
⑦ 綿棒ケース ⑧ タンク ⑨ タンクカバー

● 使い方
④中のアルコールをこぼさないようにタンクを矢印方
向（反時計回り）
に回して本体にとりつけます。

初めて使う際、超音波振動板に貼られている注意事項シ
ール、ディスプレイ保護シールは剥がしてください。
①電源ボタンを押すと、電
源ランプが点灯し、電源が
入ります。

①本体のUSB Type-cポ
ートに、付属のUSBケーブ
ルを接続します。

電源ボタン

②USB端子をUSB-ACアダプタ
（別売）
やモバイルバッテリー（別
売）
に挿し込みます。

③充電中はディスプレイに電
池残量（%）
が表示され、数
字の横の マークが点滅し
ます。100%になったら満充
電ですので、USBケーブル
を抜いてください。
※本体を充電しながら使用
しないでください。

USBケーブル
（USB Type-C）

● 電池のリサイクルについて

②タンクを右図矢印の
方向（時計回り）
に回して
タンクを取り外します。

③取り外したタンクに
消毒用アルコールを
100ml入れます。
※満タンになるまで入
れないでください。
※アルコール75％程
度の物の使用を推奨
します。

⑤タンクカバーを本体に
取り付けます。

②センサーに手をかざすと、
ディスプレイに数字が表示
され、
ミストが出ます。ディスプレイの数字は残りの噴霧
時間をカウントダウンします。15秒で噴霧が停止します。

1〜12cm

このあたりが
100mlです。

アルコールが入った状態で本製品を移動させる場合
は、中身がこぼれないようにご注意ください。
※かならず水平な状態で運んでください。
※本体を傾けたり逆さにしないでください。

この部分が白く
点灯します。

センサー反応中はミストが
でますので、手を動かして
まんべんなくふきつけてく
ださい。
手を離すとミストが停止し
ます。
続く→

● 使い方（続き）

● 綿棒の交換

使用中センサー面や超音波
振動板がアルコールで濡れ
た場合は、
こまめにティッシ
ュなどでふき取ってくださ
い。

交換目安：
毎日1日でタンク全量使用した場合約3カ月。
ミストが出にくくなったり、あきらかに綿棒の色が変わ
る、
ニオイが気になる場合は交換してください。

※本製品は噴霧量が多いため、絶対にヒーターなどの発
熱機器や火気が近くにある場所で使用しないでくださ
い。火事の原因となります。

● お手入れ

①タンクを外すと、中に
綿棒の入ったケースが
あるので、矢印方向に
回して本体から引き抜
いてください。

③綿棒ケースを元に戻します。
しっかり奥まで差し込み、矢印
方向に回してください。

本製品は電源がついたまま6時間動作しない
（センサー
が感知しない）場合、
自動的に電源がオフになります。
その場合は、電源ボタンを押して再度電源を入れてくだ
さい。

● バッテリーの充電・保管について

固く絞った柔らかい布で汚

し、水分をふき取ったあとで

れをふき取ってください。

自然乾燥させてください。

※絶対に水につけたり、ぬ

④タンクを取り付けます。

交換の際、できるだけ本体を逆さにしたり斜めにむけ
たりしないでください。

※本製品は消毒液の噴霧量を調整することはできませ
ん。
②綿棒ケースの中の綿棒を取
り出し、付属の交換用綿棒を
入れます。

◇本体

汚れを水道水などで洗い流

らさないでください。

※アルコール消毒液を吸ってしまう可能性があるので、
顔を近づけないようにしてください。

● 自動オフについて

◇タンク・綿棒ケース

綿棒

● ミストがでない場合
使用開始時、電源をつけてセンサーに手をかざしても
ミストがうまく出ない場合があります。
その場合は、
スプレーノズルの綿棒に、
タンク内のア
ルコール消毒液を全体的に染み込ませてください。

バネ

※バネ→綿棒の順番に
入れてください。

● USBケーブルの取扱いについて

ご注意

●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

●USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工し

で、使用する直前または前日頃に充電してください。

たり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ

●充電するときは、周囲の温度が 10℃〜 30℃
（人間が快適

張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。

と感じる温度）の範囲で充電してください。

●傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理

●温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗

改造をしない。

させます。

●USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用を

また、高温では十分な充電ができません。

中止する。

●充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありま

●USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグ

すが、異常ではありません。

やUSBコードは使わない。

●保管するときは約50%充電状態で保管してください。

●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。

※水・アルコール以外のものをいれないでください。

●内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保

●充電時以外はUSBプラグを差したままにしない。

※ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所でアルコ

管すると使用できなくなる恐れがあります。

●持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。

ールを補充しないでください。

●高温条件、過放電 ( 電池を使い切った状態 )、過充電 ( 満充

●USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張った

※製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでくだ

電でも充電器につないだままの状態 ) 状態での保存はしない

まま使用しない。

で下さい。

●本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点

さい。

●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

検する。

す。

●USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しな

●充電しながら使用しないでください。

い。

●本製品の充放電サイクル数は300回です。充電が切れるの

●充電中USBコードの上に物をのせない。

が早くなった際は充電池の寿命です。

●USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコード
は引っ張らない。
※使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や
異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※消毒液の噴霧量を調整することはできません。
（2口ノズル
からの噴霧のみ）
※アルコール75％程度の物の使用を推奨します。
※ジェルタイプの消毒液やハンドソープ、ボディソープなどの
粘着度が高い液体は使用できません。
※アロマオイルは使用できません。

※絶対にヒーターなどの発熱機器や火気の近くで使用しない
でください。
※アルコール消毒液を吸ってしまう可能性があるので、顔を
近づけないようにしてください。
※本製品は、周囲の温度が 10℃〜 35℃の範囲で使用・保
管してください。
※水分や静電気を帯びた手で触れないでください。

※分解・改造・修理をしないでください。
（発熱・発火・破裂・液
漏れ・故障の原因）
※直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で
使用・放置しないでください。
（変形・故障・火傷の原因）
※お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでくださ
い。
（発熱・感電・故障の原因）
※ショートする危険がありますので、充電しながら使用しな
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/故障は、保
証の対象外となります。
※小さなお子様の手の届くところで保管したり、小さなお
子様だけでのご使用はおやめください。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマー
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。
※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。

