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ゴミを自動吸引する掃除機ゴミ箱
「クリーナーボックス」

取扱説明書
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● 各部名称

● 仕様

外形寸法
質量
付属品
定格電圧
定格周波数
定格消費電力
吸い込み仕事率
運転音
集じん容積
コードの長さ

290×290×400(mm)
4.8kｇ
本体、電源コード
（145cm)、
日本語説明書
100V
60Hｚ
1000W
160W
80db以下
5L
145cm

● セット内容
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①

E
F
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A:カバー
B:ゴミフィルター
C:ゴミバケツ
D:コントロールパネル
E:赤外線センサー
F:タッチバー：押すと吸引します。
G：赤外線プローブ
H：吸込口
I:カバーセンサー
J:フィルターホルダー
K:フィルター

J

K

公開用
G

保証期間： 12ケ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● コントロールパネル
1

2

AUTO
MAN
FULL

START/OFF
OPEN

CLOSE
インジケーター
ライト

①本体

②電源コード※アース線付き(140cm)

● ゴミ袋のセット

3

4

5

6
8
7
1.電源ボタン 2.自動 3.手動 4.フル
5.スタートボタン 6.オープンボタン
7.クローズボタン 8.インジケーターライト
POWER

H

短く押す…電源オン
電源オン時…AUTO/MAN切替
※初期状態はオート
（自動）
です
長押し…電源オフ
ゴミ吸い取りが自動です
ゴミ吸い取りが手動です
ゴミ箱がいっぱいです、
もしくは
フィルターが汚れています
ゴミ吸い取りの手動オンオフ
ゴミ箱のカバーが開きます
※吸引中は無効です
ゴミカバーが閉じます
カバーが開くと青点灯、
カバーが
閉じると赤点灯します

● ゴミ吸引の使い方

大きめのレジ袋をセットする事が出来ます。
①ゴミバケツを引き上げます。
②サイドのロックを外し、上部を外します。
③ゴミバケツにゴミ袋をセットします。※ゴミの吸入口
をふさがないでください。
④ゴミバケツ上部を取りつけます。
⑤サイドをロックします。
⑥ゴミ箱に戻します。
ゴミの
吸入口

ロック：
上に上げると
ロックが外れ
ます

◆ゴミの吸い取り
（自動の場合）
①ゴミ箱の下部にある差込口に付属のコードを差し込
みます。
②電源ボタンを押します。ピッと音がして、AUTOが青
に点灯します。
③モップやホウキなどでゴミを集め、吸込口まで持って
いきます。
④G：赤外線プローブがゴミを感知すると、
自動的に吸
込みを行います。
⑤赤外線プローブがゴミを感知しない状態で、10秒程
で吸込みが自動的にストップします。
※自動であっても手動で使用する事も可能です。

液体や水分が含まれた物を吸い込まさせないでくだ
さい。故障の原因になります。

ゴミ袋を
セット

ゴミ箱
前面

◆ゴミの吸い取り
（手動の場合）
①ゴミ箱の下部にある差込口に付属のコードを差し込
みます。
②電源ボタンを押します。ピッと音がして、AUTOが青
に点灯します。
③電源が入った状態で、電源ボタンを1度押すと、MAN
のランプが青に点灯します。
④モップやホウキなどでゴミを集め、吸込口まで持って
いきます。
⑤ゴミの吸引開始には2通りの方法があります。
A:スタートボタンを押すと吸引します。ゴミを吸い終わ
ったら、再度スタートボタンを押して止めます。
B:吸込口の上にあるタッチバーを押すと吸引します。ゴ
ミを吸い終わったら、
スタートボタンを押して止めます。

赤外線プローブ

WEB

● カバーの開閉

● ゴミバケツの清掃

● フィルターの清掃

● 外フィルターの清掃

◆ゴミ箱の自動開閉
ゴミ箱上面にあるカバーセンサーに手をかざすなどす
ると、
自動的にカバーが開きます。
赤外線センサー/ カバーセンサー両方で何も感知し
ない場合、約6秒でカバーが自動的に閉まります。

①電源を切って、
ケーブルを抜きます。
②カバーを開き、中のゴミバケツを引き出します。
③フィルターを引き上げて外します。

ゴミバケツ内のフィルターは、定期的にクリーニングし
て下さい。
①電源を切って、
ケーブルを抜きます。
②カバーを開き、中のゴミバケツからフィルターを引き
上げて外します。
③流水でフィルターをすすぎます。
④十分に乾燥させます。
⑤フィルターを元の位置に戻します。

微生物の繁殖を防ぐために定期的に空気出口フィルタ
ーを清掃してください。
①電源を切って、
ケーブルを抜きます。
②フィルターカバーを押して外します。
③中のフィルターを取り出し、水ですすぎます。
④十分に乾燥させます。
⑤フィルターを元の位置に戻します。

カバーセンサー

赤外線センサー

フィルター

④中のゴミを捨て、中性洗剤などで洗って下さい。研磨
剤やスポンジを使用すると傷がつく可能性があるので、
使用しないでください。
⑤しっかりと乾燥させてからゴミ箱に戻してください。

公開用

◆ゴミ箱の手動開閉
コントロールパネルのOPENボタンを押すとカバーが
開きます。CLOSEボタンを押すとカバーが閉じます。
手で直接カバーを開閉する事もできます。

● 内部フィルターの清掃

①電源を切って、
ケーブルを抜きます。
②カバーを開き、中のゴミバケツを取り出します。
③底にある丸いフィルターを取り外します。
④流水でフィルターをすすぎます。
⑤十分に乾燥させます。
⑥フィルターを元の位置に戻します。

フィルター

弊社ウェブサイトにて交換用の「クリーナーボックス」
用フィルター3点セットを販売しております。
フィルターの汚れがひどい場合は、取り換えて下さ
い。

● ゴミ箱の掃除

センサー部分や、
ゴミ箱の外側は、
よくしぼったタオル
などで汚れを拭いて下さい。

ご注意

※故障の原因となるため、湿度が多い場所で使用しない
でください。
※液体や水分が含まれている物は吸い込まないでくださ
い。
※本製品は50Hzでもご利用頂けます。
※本製品は屋内専用です。
※排気口はふさがないでください。
※指を挟むなどに十分ご注意下さい。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※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。
※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
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合
は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡
下さい。
※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。
※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。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

トラブルシューティング

●機械が動かない
電源コードが抜けていないかご確認下さい。

●ユニットがオフ状態です
モードをMANまたはAUTOにして下さい。

●機械が作動せず、
ビープ音がする
ゴミバケツを取り出し、
入れ直して下さい。
●センサーが作動しない
AUTOモードにして下さい

●AUTO、MANボタン、FULLボタンが全て点滅
している
ゴミバケツが正しく設置されていない、
または入っていない場合、全て点滅します。
ゴミバケツを正しく入れ直して下さい。

サポートのご案内

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの
場合は、
ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を
記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品
を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の
場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、
Ｑ＆Ａページに記載して
いる場合がございます。
http://www.thanko.jp/support/qa.html
■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び
損傷に関してはサポート外となります。
サンコーカスタマサポート(修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田 4−9−8 神田石川ビル 4階
TEL 03-3526-4328
FAX03-3526-4329
(月〜金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く）

