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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

！ 警 告

！ 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

●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

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。

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。

火災・感電・故障の原因。
交流100V以外では使用しない。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしな
い。
ショート・感電・火災・故障の原因。

感電・発火・故障の原因。
電源プラグは根本まで確実に差し込む。

感電・発火・故障の原因。

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。

感電・漏電火災の原因。
使用時以外は電源プラグを抜く。

爆発・火災の原因。

引火性のあるものや火の気のあるものの
そばで使用しない、吸わせない。

変形によるショート・発火の原因。
火気に近づけない。

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。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラ
グを持って抜く。!
火災・感電の原因。

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。

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。!

!
電源プラグを抜き、弊社サポートセンターま
でご連絡ください。

異常・故障が発生した場合は直ちに利用
を中止する。

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。

使用上のお願い

次のような物は吸わせない。
除湿剤・大量の粉体（消火器の粉など）・ホース内につま
りやすいストッキングなどの大きな物・水や液体・湿った
ゴミ・ガラス・ピン・針・つまようじなどは故障の原因と
なります。

ホースや延長管の先端で掃除しない。
先端の摩耗などで接触不良や破損の原因になります。すき
間用ノズル等をつけてご使用ください。

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。
また、本文中のお願い事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

排気口・吸込口をふさいで運転しない。
過熱による本体の変形の原因になります。

カーペットのフリンジや長いひもなどは吸わせない。
ローラーに巻き付いて回転が止まる原因になります。

ホースの扱いはていねいに。
ホースの破れや傷付きの原因になります。ホースの破れや
傷付きがないか確認してください。

ホースなどの端子部をいじらない。
接触不良の原因になります。

ノズルのジャバラ部に無理な力を加えない。
ジャバラ部の破れや傷付きの原因になります。

移動のときは本体を動かす。
ホースと延長管がはずれたり、ホースで持ち上げるとホー
スの破れや床面の傷付きの原因になります。

掃除・ゴミ箱以外の目的で使用しない
吸込口や排気口を塞いで長時間運転するなど、掃除・ゴミ
箱以外の目的で使用しないでください。長時間の運転過熱
による本体の変形・発火の原因になります。

手を近づけない。
ケガの原因になりますので、使用中は絶対に吸込口に手を
近づけないでください。

ご注意
※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。

※本製品は屋内専用です。

※指を挟むなどに十分ご注意下さい。

※使用時はゆるい服などが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。

※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。

※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。

※分解しないでください。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※高温/多湿/火気近くで保管、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。

※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。
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各部のなまえ

延長管2本は
同じものです。

床用ノズル

床用ノズル

延長管延長管

ホース

すき間用ノズル

すき間用ノズル
電源ケーブル

掃除機各パーツは図の位置に格納されています。使用後は元の位置に収納
してください。

ローラー

ローラー

延長管

延長管

ホース

ゴミ箱

ホースの取付

凹凸を合わせて差し込み
ホースを左に回して
固定します

各部のなまえ

上面図

右側面図 背面図

ゴミバケツ

フタ

電池
ボックス

掃除機
吸入口 ゴミ

バケツ

フタ電源
スイッチ

センサーパネル

フィルター

ゴミバケツ上

ゴミバケツ下

電源ポート

電源ケーブル

ゴミ袋（8L)30枚掃除機電源スイッチ

排気口

OPEN CLOSE

オープン
センサー

クローズ
センサー

ディスプレイ・オートセンサー

乾電池残量
手動開閉自動開閉
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乾電池のセット

ゴミ箱のフタを自動開閉するための乾電池（別売）をセットします。
単三乾電池3本を別途ご用意ください。
※別途プラスドライバーをご用意ください。
※手動でフタを開閉する場合は、電池をセットする必要はありません。

①ゴミ箱のフタを開け、左上にある黒い●のネジをプラスドライバー（別途）で外します。

②黒い●を開けると中に電池ボックスが入って
います。

④電池ボックスを元に戻し、黒い●を閉じ、ネジ
を元通りに締めます。

③電池ボックスを引き上げて、単三乾電池3本
（別売）を+－の文字通りの方向にセットします。
　

⑤乾電池の残量目安は、センサーパネルのアイ
コンで確認することができます。（あくまで目
安となりますのでご注意ください）　

このネジを外す

電池ボックス

センサーパネル

+
+ －

電池ボックス

+の文字が2個あり
中央が凸なのが上になります。

OPEN CLOSE

乾電池残量

ゴミ袋のセット

ゴミバケツには横に掃除機吸引口として穴が開いています。絶対に穴がふさがる

までゴミをためないでください。掃除機として使用できなくなります。適時ゴミ

をゴミバケツから出すようにしてください。
！

ゴミバケツにゴミ袋をセットします。あらかじめ本製品には30枚ゴミ袋が付属しております。な
くなった場合は、別途市販のゴミ袋などをご用意ください。
掃除機で吸引したゴミもゴミバケツの中に入ります。

①本体からゴミバケツを引き上げます。 ②ゴミバケツの上を外します。中央のフックを
外側に少し引っ張ると外れます。

③ゴミバケツの下にゴミ袋を被せます。 ④ゴミバケツ上をしっかりとはめ込んで、本体
に戻します。

フックを少し
外側に引っ張る

掃除機吸入口
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掃除機の使い方

①ホース・延長間・ノズルを組み立てます。
（P.4 参照）

②本体右側面下にある電源ポートに、付属の電
源ケーブルを差し込みます。

③電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源ポート

電源ケーブル

アース・電源の接続
！ 警告

アースの先端を確実にアース端子に接続してください。
接地抵抗値100Ω以下であることを確認してください。

！ 注意

工事の際は、工事費用が別途必要です。

・コンセントにアース端子がない場合、必ず電気設備技術基準に基づく電気工事士によるD種接地工事を
してください。詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。

法令で定められています。
・電源回路には漏電ブレーカーが必要です。

法令で禁止されています。

・ガス管、水道管、電話、避雷針のアース回路、漏電ブレーカーなど他の製品のアース回路には接続しないでく
ださい。

故障や漏電時、感電
の原因になります。

アースを必ず取り付ける

アース線

アース端子

掃除機の使い方

①本体右側面下にある掃除機電源スイッチの
【－】にすると掃除機が動きます。

②床用ノズルでゴミなどを吸い取ってください。ゴミ箱本体裏側にローラーが付いていますが、
ホースを引いて本体を無理やり引っ張ったりしないでください。移動するときは手でゴミ箱本体
を押してください。

掃除機電源スイッチ

掃除機の上手なかけかた
・ノズルは力をいれずに軽くゆっくり動かします。
・ノズルを一度に動かす長さの目安は身長の約半分
が理想的です。
・床や畳では、目にそって動かすと傷付き防止にも
なります。
※毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類に
よってはローラーが動かない場合があります。

すき間用ノズルについて
サッシやソファーのすき間などの狭い場所に掃除機
をかける場合は、付属のすき間用ノズルを取り付け
てご使用ください。
すき間用ノズルは先端部を回転させてブラシ付きノ
ズルとして使用することができます。
エアコンのルーバーやフィルターなどの掃除にご使
用いただけます。

すき間用ノズル

③ご使用後は電源スイッチの【〇】側にして、電源を
切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
延長管・ノズル・ホース・電源ケーブルを外し元の場
所に収納して保管してください。（P.4 参照）

〇側にすると電源が切れます。

ー側にすると電源が入ります。
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ゴミ箱の使い方

フタの開閉時、手や指を挟まないように注意してください。！

ゴミ箱のフタの電動開閉は手動・自動どちらでも可能です。
電動開閉で行う場合は、必ず乾電池を本体にセット（P.6 参照）してください。

②センサーパネルのオートセンサー付近に
手をかざすと、自動的にフタが開きます。
（5秒間）
センサーは高さ約30cmの範囲で感知し
ます。範囲内に障害物があると、フタが開
いたままになりますのでご注意ください。

①センサーパネルのオープンセンサーのア
イコンに触れると、フタが開きます。

③カウントダウンが0になると自動的にフタが閉じます。

※5秒カウントダウン中にオープンセンサーに触れると、0表示になり、自動的にフタを閉じま
せん。

①乾電池をセットした後（P.6 参
照）フタ電源スイッチを【－】に
して電源を入れます。

●フタの手動での開閉方法

●フタの自動開閉方法

ー側にすると電源が入ります。

OPEN CLOSE

OPEN CLOSE

オープンセンサー

クローズセンサー

オートセンサー

残り秒数
（カウントダウン）

②センサーパネルのクローズセンサーのア
イコンに触れると、フタが閉じます。 OPEN CLOSE

お手入れ

本体は防水ではありません。絶対に水をかけたり、丸洗いしないでください。！

水をふくませ、しぼったやわらかい布などで
ふき取ってください。

ゴミバケツから取り外し、水洗いした後しっ
かりと自然乾燥させてください。

●フィルター

本体からゴミバケツを取り出し、ゴミ袋・フィルターをはずします。
水洗いした後しっかりと自然乾燥させてください。

●ゴミバケツ

●本体・延長管・ホース・ノズル

フィルター
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故障かなと思ったら

症状 考えられる原因 処置

掃除機が動かない 電源プラグが差しこまれていない。 奥までしっかりとコンセントに差し込んで
ください。

ゴミ箱のフタが
開かない

乾電池がセットされていない。 乾電池をセットしてください。
（→P.6 参照）

ゴミ箱のフタがすぐに
閉まってしまう

5秒で自動的にフタが閉まるよう
になっています。

オープンセンサーを使用すると自動的にフ
タは閉まりません。
（→P.10参照）

吸込力が弱い /
ほとんど吸い込まない

異音がする

ゴミバケツがいっぱいになっている。

掃除機吸入口がふさがっている。

ホース・延長管・ノズルの中がふさ
がっている。

ゴミを取り除いてください。

フィルターがきちんとセットされて
いない。

フィルターがきちんとセットされているか
確認してください。

フィルターが目づまりしている。 フィルターを洗浄してください。(P.11参照）
解消されない場合はサポートセンターまでご
連絡ください。

ゴミバケツの中身を捨ててください。

掃除機吸入口付近のゴミを捨ててください。

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を
確認してください。

乾電池の残量が残っていない。 新しい乾電池をセットしてください。
（→P.6 参照）

電源スイッチが入っていない。 電源スイッチを【－】にしてください。
（→P.10参照）

サポートのご案内

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。
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仕様
サイズ

重量

定格電圧

定格周波数

定格消費電力

容量

吸込仕事率

ケーブル長

付属品

保証期間

252×410x 252(mm)

4.44kg（本体のみ）

100V

50/60Hz

600W

6L

59W

450cm

本体、ゴミバケツ、フィルター、延長管 2 本、ホース、
床用ノズル、すき間用ノズル、電源ケーブル、ゴミ袋 30 枚、
収納ケース、日本語説明書

12 カ月
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