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本体各部名称

付属品

①

③

④

②

①上部トレイ
②下部トレイ
③給水ホース
④排水ホース

⑤クリップ
⑥バスケット
⑦給水カップ

※バスケットは取り出した食器の一時置き場
などにご使用ください。食洗器の中に入れな
いでください。

給水口・フタ

ドア

コントロール
パネル

フィルター

ノズル 排気口
(右側面 )

メッシュ
トレイ

専用洗剤
入れ

電源コード給水ホース
接続口

排水ホース
接続口

⑤

⑥

⑦
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操作パネルには保護シートが貼られています。ご利用前
に剥がしてご利用ください（剥がしにくい場合は、爪先
で軽く擦って剥がしてください）
※傷があるように見える場合は、保護シートとなります。
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使い方
食器を入れる
ノズルの噴射水が当たるように、食器の汚れた面を内側に向けていれてく
ださい。
コップや湯呑みは下向きにいれてください。
お箸やスプーン、ナイフ、フォークは上部の食器トレイに並べてください。
図のように食器を入れると、食器が16～17点はいります。
大皿…2～3点　中皿…3点　小皿…2点　小鉢…2点　茶わん…2点
コップ…3点　小物類（はし、スプーン、フォーク、レンゲなど）

●

●
●
●

イラストは一例です。形状などにより、セットできない場合があります。

食器は汚れた面を下に向け、ノズルの
噴射水が届きやすい角度で置いてくだ
さい。
食器がすき間なく重なっていると、噴
射水が届かないため十分な洗浄ができ
ません。

噴射水が当たるように
すき間をあけてくださ
い。

ノズル

使用前の準備

洗剤の入れ方

1. 食べ残しや故障の原因になるものを取り除く
・輪ゴムや爪楊枝、魚の骨、鳥の骨などの固いもの
・再付着するようなゴマなどの細かいもの
・臭いのとれにくい魚の皮など
・油のかたまりなどのひどい汚れ

● 食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください

● それ以外の台所用洗剤や重曹を使用しない
　 でください

ご使用前に、食器洗い乾燥機専用洗剤に記載された安全
上と使用上の注意もご確認ください。

2. きれいに落ちないものをスポンジ等でこすり落とす
・なべの焦げ付き
・食器の焦げ付き、こびり付き
・はしのこびり付き

※プラスチック食器に付いた食品の色や、定着した茶渋などの汚れは落ちないことがあります。

ご使用中に水漏れする場合、扉のパッキングがしっかりとセットされているかご確認ください。

洗剤投入場所

洗剤の標準量：約8g

！ 注意
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使い方
洗浄モードを選ぶ
使用用途や汚れ具合などによって、5つの洗浄モードから選んで洗浄できます。
洗浄コースは【洗浄】→【すすぎ】→【高温乾燥】をセットとして行います。
※乾燥モードは高温乾燥のみ。水洗いモードは乾燥を行いません。

洗浄モード選択時に乾燥ボタンを押し、乾燥ボタンをオンにすると【庫内循環乾燥】を行います。
（水洗いモードを除く）

庫内循環乾燥について
庫内循環乾燥は、乾燥後に庫内を送風で換気を行います。75 分ごとに 15 分間換気を行い、73 時間継続します。
庫内循環乾燥時はモード選択などのボタン操作は受け付けません。途中で止めたい場合は電源ボタンを長押しし、
スタンバイ状態に戻してください。

※モード選択時はディスプレイには「洗浄 + すすぎ」の時間が表示されます。
※洗浄コースの実際の運転時間は、給水される水の温度などによって変わります。

モード途中で停止する、モード変更を電源を抜くなどして行うと故障の原因となりま
すので、行わないでください。

食後すぐに洗う時や通常のご使用時
約 69 分
洗浄 : 約 55℃
すすぎ : 約 68℃

食後すぐ洗う時や通常洗浄より時間を
短くしたい時

約 59 分
洗浄 : 約 60℃
すすぎ : 約 65℃

食後から時間が経過したものや調理器
具などを洗浄する時

約 89 分
洗浄 : 約 60℃
すすぎ:約55℃/約75℃

洗浄だけのモード 約 19 分
洗浄 : 常温

乾燥モード 乾燥 約 60 分
最高 75℃+ 送風乾燥

汚れが軽いもの、つけおきや水洗い後の
ものを洗う時 他のモード ( 水洗いモードを除く）
に比べて洗浄時間が短く、すすぎの温度も低いため、
汚れが残る場合があります

約 29 分
洗浄 : 約 50℃
すすぎ : 約 62℃

乾燥

通常洗浄

強力洗浄

水洗い

スピード

エコ

洗浄コース こんなとき 乾燥洗浄・すすぎ

モード選択で「通常洗浄」選択
通常洗浄アイコン点灯
洗浄→すすぎ→高温乾燥を行う

乾燥 モード通常洗浄 強力洗浄スピード エコ

モード選択で「通常洗浄」選択
乾燥ボタンを押す→乾燥ボタン点灯
洗浄→すすぎ→高温乾燥→庫内循環乾燥を行う

乾燥 モード通常洗浄 強力洗浄スピード エコ

60 分

60 分

60 分

60 分

なし

■
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設置について
設置場所について

アース・電源の接続

本製品は台所のワークトップなど、水平で安定した場所に設置してくださ
い。
ドアが正常に開き、問題なく操作できるだけの空間を確保してください。
排気口はふさがないでください。
本体の金属部分が、流し台のステンレス板や家屋の金属部分などと電気的
に接触しないようご注意ください。法令により義務付けられています。
（電気設備の技術基準の解釈）

1. アースを取り付ける

2. 電源プラグをコンセント (AC100V,15A以上 ) にしっかりと差し込む

ガスコンロなどの熱源から
15cm以上離す

●

●
●
●

！ 警告

！ 警告

!

詳しくはお住まいの市町村の条例に従ってください。

火災の原因。

冬場に凍結するおそれがあ
る場所（室温0℃以下）に
置かない

！ 注意

！ 注意

周囲にできる限り物がない
所に置く!
本体から出る水蒸気によって、結露
することがあります

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。

熱源から離し、直射日光の当たらない所に設置する! 塗装のはがれや変色の原因。

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

上面
70cm以上

後面
10cm以上

側面
10cm以上
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給排水の接続

本製品は給湯器に接続できません。
分岐水栓を使用する場合、水道の水圧が0.04MPa～ 1MPaの範囲であ
ることを確認してください。

●
●

給水カップで給水して使用する場合は、排水ホースの接続のみおこなって
ください。

●

範囲外の水道で使用すると、故障の原因になります。
（分岐水栓についてのお問い合わせは弊社サポート外となります）

※給水ホース取り付けは次ページ
を参照してください。

給水口のキャップ
を外す

排水ホースにクリップを通し、本
体に取り付け、クリップのネジを
ドライバーで回して固定します。

排水ホースの先端は、本製品の設置面より低くする

！ 注意

給水ホース排水ホース

排水ホース
固定吸盤

分岐水栓
シンク・
バケツなど

給水ホースの取付排水ホースの取付

排水先について 分岐水栓と給水ホースの接続

クリップ

排水ホース

シンクに排水する場合 バケツに排水する場合

排水ホース
固定吸盤

給水ホースの取付について

①本体の給水ホース接続口についている半透明の
キャップを外します。

②給水ホースを奥までねじ込んでください。

③ホース先端のネジを回します。固い場合は、レンチ（別途ご用意ください）などを利用して
回します。

隙間があり過ぎると
水漏れの原因となり
ます。

左右に動かしても固定されて
動かなくなります。

隙間があり過ぎると水が漏れますので、
右図と同じ状態になるまでナットを回し
てください。
※ナットが確実に締められているとホー
スを左右に振っても、固定されて動かな
くなります。動く場合は、締め付けが弱
い可能性がございます。

レンチ
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固定吸盤

分岐水栓
シンク・
バケツなど

給水ホースの取付排水ホースの取付

排水先について 分岐水栓と給水ホースの接続

クリップ

排水ホース

シンクに排水する場合 バケツに排水する場合

排水ホース
固定吸盤

給水ホースの取付について

①本体の給水ホース接続口についている半透明の
キャップを外します。

②給水ホースを奥までねじ込んでください。

③ホース先端のネジを回します。固い場合は、レンチ（別途ご用意ください）などを利用して
回します。

隙間があり過ぎると
水漏れの原因となり
ます。

左右に動かしても固定されて
動かなくなります。

隙間があり過ぎると水が漏れますので、
右図と同じ状態になるまでナットを回し
てください。
※ナットが確実に締められているとホー
スを左右に振っても、固定されて動かな
くなります。動く場合は、締め付けが弱
い可能性がございます。

レンチ
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給排水ホース接続手順

1. 分岐水栓を取り付ける
分岐水栓の取り付け方に関しては、販売店または施工業者へお問合せください。（サポート外）

2. 給水ホースを本体に接続する（※前ページ参照）
給水ホースを本体裏面の給水ホース接続口に差し込み、給水ホース固定ナットをしっかりと回し
て締めます。
ナットの作りが固く、力を要します。締めが甘い場合、ホースとの接続部から水漏れする場合が
あります。一度締めたあと、水道から水を出して水漏れがないか確認してください。
接続部から水漏れする場合は、レンチなどの工具を使用してしっかり締めてください。

3. 排水ホースを本体に接続する
排水ホースを伸ばし、付属のクリップを通し、本体裏面の排水ホース接続口に差し込みます。クリッ
プのネジをプラスドライバー（別途ご用意ください）で回して締め、ホースを固定します。

4. 分岐水栓に給水ホースを接続する
給水ホース接続部のレバーを押し、カチッと音がするまで分岐水栓に押し込んで接続します。
※接続後は分岐水栓を開き、接続部などに水漏れがないことを確認してください。

5. 排水ホースを固定する
排水ホース固定吸盤を排水場所に固定します。
・排水ホースの先端は、本製品の設置面より低くしてください。

6. 試運転をする
給水した後スピードモードで運転してください。
その際に、給水・排水ホースの接続部などに水漏れがないか確認してください。

使用すると水漏れの原因になります。

・本製品を使用しないときは、分岐水栓を閉めてください。
・ホースが消耗、破損した場合は、ホームセンターなどでお買い求めください。
・給水ホースは必ず付属の新品を取り付け、古いものは使用しないでください。

給水口から給水したとき、水漏れの原因になります。

・分岐水栓を使用しない場合、給水ホース接続口のキャップを外さないで
　ください。

・給水ホースや排水ホースを外したときは、必ず接続口のキャップを取り付
　けてください。

！ 注 意
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本体

タンクの排水方法

本体は定期的にお手入れしてください。
・ドア・パッキン・本体外側は、よく絞った布で
拭いてから、柔らかい布でからぶきしてくださ
い。
・ノズルの噴射水が直接当たらない庫内および扉
の下部付近は、トレイを取り出してからよく絞っ
た柔らかい布で拭いて下さい。
・本体や接続ホース下部は、油汚れを防ぐため、
よく絞った柔らかい布で拭いて下さい。

長期間使用しない場合などは、タンク内の水を以下の方法で抜いてください。

1.　　　ボタンを押して電源を入れます。

2.　　　　　　ボタンを同時に長押しします。

3. タンク内の水が排水ホースから出てきます。
※庫内に水が残っている場合、一度に全て排水できないことがあります。その場
合は少し時間を置き、再度排水作業を行ってください。
4. 排水が終わると、スタンバイに戻ります。

よく絞った布

本体やドアパッキンの傷の原因となります。

・ドアパッキンが汚れた場合は、スポンジまたは水に濡らした清潔な布です
ぐにお手入れしてください。
・お手入れの際は柔らかい布を使用し、目の粗いスポンジやクレンザーなど
は使用しないでください。

水滴や汚れが付着していると、黒カビが発生する原因となります。

傷・変形の原因になります。

・一週間以上使用しないときは、よく絞った布でドアパッキンと庫内の汚れ
を取り除き、柔らかい布でから拭きしてください。

・本体外側は、漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・
消毒液などを使用しないでください。

！ 注 意
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本体

タンクの排水方法
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！ 注意
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故障かなと思ったら
症状 原因や対処の仕方

電源が入らない 電源プラグが抜けていませんか。電源プラグにコンセントを確実に差し込んでくだ
さい。

運転が開始されない ・ドアがきちんと閉まっていますか。ドアをきちんと閉めてください。
・給水ランプが表示されていませんか。
分岐水栓を接続している場合は分岐水栓を開いてください。接続していない場合は、
給水ランプの表示が消えるまで給水カップで給水してください。

・食器がドアに当たっていませんか。食器がドアに当たらないようにして確実にド
アを閉めてください。
・お買い上げ時は密封性を高めるために、ドアパッキンが固くなっています。ご使
用していくと次第にパッキンがなじんできます。

運転終了後、庫内の余熱や水滴により窓がくもることがあります。

水に含まれているミネラル分によって、白くくもることがあります。庫内は食器洗
い機専用クリーナー（市販品）を使ってお手入れしてください。また、窓はよく絞っ
た柔らかい布で拭いてください。

運転スタート後はモードの変更はできません。運転開始前に設定を行ってください。

・食器がノズルに当たっていませんか。食器がトレイからはみ出すなどしてノズル
に当たらないようにご注意ください。
・軽い食器は運転中に移動することがあります。軽い食器を入れるときは、できる
限り安定するように置いてください。

・台所用洗剤を使用していたり、事前に手洗いしたときの洗剤が残っていませんか。
台所用洗剤は使用できません。少量でも付着していると故障の原因になりますので、
必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください。泡が消えない場合は、次の手順で
排水を行って下さい。
①運転を停止する→②電源プラグを抜くと排水をおこないます。

給水弁が故障している可能性があります。分岐水栓を閉めて電源プラグを抜き、
施工業者にお問い合わせください。

修理を依頼する前にご確認ください

ノズルの穴が詰まってませんか。ノズルのお手入れをしてください。

ドアが閉まらない

窓がくもる

使用するにつれ、庫内
や窓が白くくもる

設定ができない

ぶつかるような音や
カタカタ音がする

泡が立ちすぎる

給水が止まらない

洗浄やすすぎ中にノズル
の噴射が止まる

正常な状態です。故障ではありません。フィルターの下に水が
溜まっている

使用後、本体内部に
水滴がついている

結露によるものです。食器が乾いてもドアの内側や庫内などに水滴が残りますが、
故障ではありません。

ノズルが回転しない 庫内にセットした皿などに当たって、ノズルが回転できない状態になっていないか
ご確認ください。また、説明書18ページをご確認いただき、掃除をして改善しな
いか合わせてご確認ください。
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故障かなと思ったら
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症状 原因や対処の仕方

前面扉の下あたりから
水漏れする

本体扉のパッキングがしっかりとセットされているか確認してください。
給水タンクに水を入れた後、スイッチを押す前に庫内から水が勢い良く出てきてし
まう場合は、使用を中止しサポートセンターまでご連絡ください。

給水ホースから水が
漏れる

給水ホースと本体の接続部分に余分な隙間がありませんか。
P15を参照に給水ホースの取付を確認してください。

ブレーカーが落ちた 原因を取り除いてからブレーカーを復帰させてください。電源が入ると運転を再開
します。

断水した
（分岐水栓と接続している場合）

停電した 停電が回復したら運転を再開します。

給水アイコンが赤く
点灯し洗浄がスタート
できない

電源ボタンを長押しして電源を切り、分岐水栓を閉めます。水道が復旧したら水栓
を開けて濁った水が流れないことを確認した後、本製品が接続されている分岐水栓
を開けて運転を再開してください。

給水していますか？
→タンクに水を入れるか分岐水栓を開けてください。
給水ホースが曲がったりしていませんか？
→給水ホースが曲がっている場合は直してください。
上記2点を確認しても改善しない場合、給水を感知するコマが引っかかっている可
能性がありますので、下記内容を確認してください。

①給水口のふたを回し、外します。
②フィルターを回し、外します。
③内部に給水を感知するコマがあり
ますので、指を間から入れて（狭い
のでご注意ください）軽く3，4回
上下させてください。

ディスプレイにE2が
表示される

排水ホースが曲がっていたり、何かが詰まっていたりしないか確認してください。
その後一度電源を切ってください。再度電源を入れてもE２が表示される場合はサ
ポートセンターまでご連絡ください。

ディスプレイのエラー
表示の詳細を知りたい

E3～E7の表示は故障の可能性があります。サポートセンターまでご連絡ください。

E3
E4
E5
E6
E7

浸水
温度センサー
通信エラー
異常加熱
圧力

食器洗い機を30～45度傾け、2分以上保持
します。本体内全ての水が排出されたら、電源
を入れて下さい。再度電源を入れてもE3表示
がされる場合はサポートセンターまでご連絡下
さい。

電源プラグを抜き、5分ほどおいてから再度電源プラグをさしてく
ださい。再度エラー表示がでる場合は故障の可能性があります。サ
ポートセンターまでご連絡下さい。

コマ

タンク内部
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症状 原因や対処の仕方

前面扉の下あたりから
水漏れする
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①給水口のふたを回し、外します。
②フィルターを回し、外します。
③内部に給水を感知するコマがあり
ますので、指を間から入れて（狭い
のでご注意ください）軽く3，4回
上下させてください。

ディスプレイにE2が
表示される

排水ホースが曲がっていたり、何かが詰まっていたりしないか確認してください。
その後一度電源を切ってください。再度電源を入れてもE２が表示される場合はサ
ポートセンターまでご連絡ください。

ディスプレイのエラー
表示の詳細を知りたい

E3～E7の表示は故障の可能性があります。サポートセンターまでご連絡ください。

E3
E4
E5
E6
E7

浸水
温度センサー
通信エラー
異常加熱
圧力

食器洗い機を30～45度傾け、2分以上保持
します。本体内全ての水が排出されたら、電源
を入れて下さい。再度電源を入れてもE3表示
がされる場合はサポートセンターまでご連絡下
さい。

電源プラグを抜き、5分ほどおいてから再度電源プラグをさしてく
ださい。再度エラー表示がでる場合は故障の可能性があります。サ
ポートセンターまでご連絡下さい。

コマ

タンク内部
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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。


