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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。
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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

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。

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。
・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、 
　変色、損傷している
・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱
　い
・電源コード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以上に熱くなったり、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、電源
プラグをコンセントから抜いて、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。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使
用を中止する。

火災・感電・故障の原因。
交流100V以外では使用しない。

電動部を水につけたり、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。

アースを必ず取り付ける。
故障や漏電時、感電の原因になります。アース
工事は、必ず電気工事店などに依頼してくださ
い。（工事費は本体価格に含まれません。）

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・ショート・発火の原因。

タバコの火のついたローソクなどを本体にち
かづけない。火災の原因。

火気を近づけない。

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。

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。!

安全上のご注意
警告

注意

必ずお守りください

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。

小さな子供に洗濯槽や脱水槽をのぞかせ
ない。
怪我の原因。

運転中にフタを開けない。

回転中の洗濯槽に手などを入れない。

完全に止まるまでは、絶対に触らないでくだ
さい。怪我の原因。

洗濯槽に70度以上の水を注がない。
故障・破損の原因。

怪我のおそれ。

引火性のものやそれらが付着している恐れ
のある衣類を入れたり本機に近づけない。
火災・故障の原因。

!

!
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。

使用中に移動させない。
水漏れ・故障の原因。 平らでない場所や高い場所で使用しない。

水漏れ・故障の原因。
熱湯に注意する。
火傷・怪我の原因。

!
洗濯物などを取り出す時は完全に動作が
止まってから行う。
火傷・怪我の原因。WEB

公開用
WEB
公開用
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内容品

各部名称

設置前に内容品がそろっているかご確認ください。

①

①
②

③

④
⑤ ⑥

⑦ ⑧

②

③

④

⑤

①持ち手　②取っ手　③フタ　④洗濯槽　⑤電源プラグ　⑥アース
⑦タイマー（分）　⑧洗浄スイッチ

①洗濯槽　②電動部　③フタ持ち手　④フタ　⑤給水ホース

洗浄

停止

操作パネル

準備・設置

フタの中央に白い持ち手をはめ込みます。

洗濯機はしっかりとした平らな床に置きます。
振動音が気になる場合は、衝撃吸収マットなどの
上にセットしてください。

アースを取り付ける

電源プラグをコンセントにしっかりと差し込む

警告

注意

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。

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

WEB
公開用

WEB
公開用
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洗濯手順

洗濯槽に洗濯物・水・洗剤を入れます。
洗濯ものはなるべく平らになるように入れてください。
水は洗濯槽の目盛【H】から【L】の間の量をいれてください。

付属のホースは簡易ホースとなっており、通常のホースと異なり伸び縮みしません。蛇
口に取り付けられない場合は、別途市販のホースなどをご用意ください。

■衣類の重さの目安
靴下　約50g / T シャツ　約150g / ワイシャツ　約200g

■洗剤について
メーカーの指定量を確認して使用してください。
入れすぎると泡があふれ出る可能性があります。

最大水位

最小水位※洗濯物の量は500g以下にしてください

給水ホースについて

洗濯手順

操作パネルのタイマーをお好みの時間にセット
します。汚れがひどい場合は、長めにセットし
てください。タイマーセット後、洗浄スイッチ
を【洗浄】に合わせると運転がはじまります。
回転→停止→回転を繰り返します。

洗濯槽が電動部にしっかりと固定されていない場合、洗浄スイッチを動かし
ても動作しません。必ず洗濯槽が固定されているか確認してください。

フタはしっかりと洗濯槽に
押し付けてはめこんでくだ
さい。

洗浄

停止

タイマー（分） 洗浄スイッチ

洗濯槽を電動部にセットします。洗濯槽と電動部側面
ある矢印シールの位置を合わせて置くと、位置が合わ
せやすくなります。しっかりと固定されているか必ず
確認してください。

凹凸を合わせてもしっかりとはまらない場合は、
中央の歯車のかみ合わせがあっていません。数回
左右に回転させると、歯車が合うようになります。

フタ

洗濯槽

電動部

洗濯槽底面

電動部上面
矢印シールWEB

公開用
WEB
公開用
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洗濯手順
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洗濯手順

タイマーが止まったら、排水を行います。フタを外し
洗濯槽の取っ手を持って上に持ち上げて、洗濯槽を傾
けて水を捨ててください。中の洗濯物が出てしまわな
いようにご注意ください。

すすぎを行う場合は、洗剤を入れずに水を入れる、
洗濯機を回す、水を捨てるを繰り返してください。

すすぎが終わったら、洗濯物をしぼり、乾燥させ
てください。

使用後は必ず電源プラグを抜いてください。

お手入れ・収納

洗剤の溶け残りがないように、中をしっかり洗
い流してください。
洗濯槽・フタをしっかりと乾燥させてください。

■洗濯槽・フタ

汚れが気になる場合は、よく絞った布で拭いてください。
電動部は生活防水仕様です。絶対に丸洗いはしないでく
ださい。

■電動部

右図の順で組み立てて収納してください。給水
ホースは洗濯槽の中に入れて保管してください。

■収納 フタ

洗濯槽

電動部

矢印シール

WEB
公開用

WEB
公開用
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お手入れ・収納

洗剤の溶け残りがないように、中をしっかり洗
い流してください。
洗濯槽・フタをしっかりと乾燥させてください。

■洗濯槽・フタ

汚れが気になる場合は、よく絞った布で拭いてください。
電動部は生活防水仕様です。絶対に丸洗いはしないでく
ださい。

■電動部

右図の順で組み立てて収納してください。給水
ホースは洗濯槽の中に入れて保管してください。

■収納 フタ

洗濯槽

電動部

矢印シール

WEB
公開用

WEB
公開用
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故障かなと思ったら

症状 考えられる原因 処置

回転しない 洗濯物を多く入れすぎている。 洗濯物の数を減らしてください。

脱水できない

洗濯槽がセットされていない。 洗濯槽がずれていたりすると動きません。
P.7 を参考にセットしてください。

本製品に脱水機能はありません。 手でしぼってください。

フタから水がもれる フタがしっかりと閉まっていない。 フタのヘリが浮いていないか確認し、しっ
かりと押し付けてはめこんでください。

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。

洗濯機がぐらぐらする 洗濯物を多く入れすぎている。 洗濯物の数を減らしてください。

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。

仕様
サイズ

重量

定格電圧

定格周波数

定格消費電力

洗濯容量

防水性能

タイマー設定

ケーブル長

付属品

保証期間

直径 315x 高さ 510(mm)

4.34kg

100V

50/60Hz

160W

1.8kg

IPX4

～ 15分

140cm

洗濯槽、電動部、フタ、フタ持ち手、給水ホース、

日本語説明書

12カ月

※常に本体は清潔に使用、保存してください。
※水以外は使用しないでください。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※電源は必ず定格以上の容量をもつコンセントをご使用ください。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※修理・改造をしないでください。
※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。
※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。

WEB
公開用

WEB
公開用
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