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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

●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

感電・発火・故障の原因。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラ
グを持って引き抜く。

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、電源プラグをコンセント
から外す。

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。

電源コードはすべてほどいて使用する。
! 感電・ショートの原因。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
! 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。!

乳幼児にプラグをなめさせない。
感電・けがの原因。

使用後電源コードを本体に巻き付けない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをし
ない。
感電のおそれ。

感電・ショート・発火の原因。

電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差込がゆるいときは使わ
ない。

発火するおそれ。

交流100V以外で使用しない。（日本国
内専用）

◆電源プラグ・電源コードについて

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。

感電・ショート・発火の原因。

電源プラグにピンなどの金属片、ゴミ
などを付着させない。

電源コード・電源プラグを水につけたり、
水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。

安全上のご注意

警告

注意

必ずお守りください

!
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異常に熱くなったり、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。

本体を水につけたり、水に濡らしたりしな
い。

ショート・感電・故障の原因。

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・けがの原因。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。

調理以外の用途で使用しない。
故障・やけど・けがの原因。

本体のすき間などにピンや針金など金属物
や異物を入れない。
やけど・感電・けがの原因。

変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電・火災の原因。

やけど・感電・けがの原因。

子供や操作に不慣れな人だけで使わせな
い。幼児の手の届くところで使用しない。

不安定・滑りやすい場所で使用しない。
転倒によるけが・故障の原因。

屋外で使用しない。
漏電・感電の原因。

変形・故障の原因。

ストーブやガスコンロなど熱源・火気
のそばで使わない。

けが・感電・火災の原因。

倒したり、ぶつけたり、落としたり、
強い衝撃をあたえない。

破損のおそれ。

材料を多く詰め込んだり、大きい材料を
そのまま入れない。汚損の原因。

壁やカーテンなどの近くで使用しない。

故障・けがの原因。

使用中は本体を移動させない。

◆本体の取り扱いについて

運転中にキャップを開けたり、内部に指・
スプーン・はし・清掃用ブラシなどの異
物を突っ込まない。
故障・けがの原因。

怪我の原因。

子供の手の届くところに置かない。

怪我のおそれ。

刃に直接手を触れない。
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安全上のご注意
注意

必ずお守りください

けがのおそれ。

運転停止後、回転が完全に止まるまでは
フタを外さない。

やけど・けが・故障の原因。
電源コードに足を引っかけない。

業務用として使わない。

やけど・故障の原因。

桃のような大きく固い種があるものはそ
のまま投入しない。
故障の原因。

水まわり、風呂場など湿気の多い場所で
は使用しない。
火災・感電の原因。

感電・ショート・発火の原因。

直射日光のあたる場所や湯気があたると
ころ、ホコリや湿気の多いところでは使
用しない。

調理した材料やカッターに詰まった材料を
取り出すときはへらなどを使用する。!

!
怪我の原因。

故障の原因。

高温、多湿になる場所で保管しない。

やけど・けがの原因。

加熱調理中は本体に触れないようにし、
必ず持ち手を持つ。 ! 転倒によるけが・故障の原因。

水平で平らな場所で使用する。

故障の原因。

食材を入れない状態で運転しない。

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。

本体

電源プラグ 手入れ用ブラシ

電源カバー 底部カバー

蓋
蒸気穴

持ち手

調理ポット

電源プラグ差込口

LEDディスプレイ

アース

モードランプ

モード選択ボタン

スタート /
停止ボタン

計量カップ

mlCUP

3/4 80

60

40

20

1/2

1/4

※付属コードは本商品専用です。他商品コードの使用や、本付属コードを他商品で利用するこ
とはおやめください。W
E
B

公
開
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本体持ち手の下部にある電源ポートに、電源
ケーブルを奥までしっかりと差し込みます。

電源を入れる

※初めてお使いになる際は必ず調理ポットの内部
を洗ってからご使用ください。

蓋をロックが外れたアイコンの矢印方向に回して外しま
す。

アース設置は必須ではありませんが、安全にご
使用いただくために取り付けることを推奨いた
します。
電源プラグをコンセント（AC100V、15A以
上）にしっかりと差し込んでください。

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。

アースの取付

アース線

アース端子

電源コードを差し込むと「ピーッ」と音が鳴り、
全てのモードランプが約1秒間点灯して電源が
入り、液晶に「----」が点滅表示され、スタンバ
イ状態になります。

※蓋が開いている状態ではモードの操作はできま
せん。

調理を開始する

調理に使用する具材を用意します。使用する食材は
2～3cm程の大きさになるようカットしてください。

材料をポットの中に入れてください。

蓋をしっかり閉めると「ピッ」と音が鳴り、各モー
ドランプが順番に点灯し、モードを選択できる
状態になります。

モード選択ボタンを押すごとに各モードのラン
プが点灯し、液晶の表示も変わります。調理内
容に合わせてお好みのモードを選択した状態で
スタートボタンを押すと、運転を開始します。

※各モードの詳細に関しては次ページの「各モー
ドについて」を参照してください。

運転開始後、運転をキャンセルしたい場合はス
タート /ストップボタンを3秒ほど長押しする
とモードがキャンセルされ、スタンバイモード
になります。

START
STOP

MODE

MAX

MIN

1.2L
1.0L

0.8L

0.6L

※材料はMAXの容量を超えないようにしてください。
※豆乳モードを使用する場合は、0.8L 以上の材料を入
れないでください。
※MIN以下の容量で使用すると、想定の調理がうまく
行かない可能性があります。

※蓋をしっかり閉めないと運転開始しません。

※底部カバーをつけたままの調理は大変危険なた
め、必ず外して運転してください。

※加熱調理中は、蒸気口から熱い蒸気が出ますの
で火傷にご注意ください。

※運転の途中で蓋を開けると動作が自動で一時停
止します。蓋を閉じると途中から再開します。

蓋をかぶせて、ロックされているアイコンの矢印方向に
回してしっかり閉じます。

m
l

CUP

3/4

80
60

40
20

1/2
1/4

モード選択ボタン

スタート /ストップボタンW
E
B
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蓋をロックが外れたアイコンの矢印方向に回して外しま
す。

アース設置は必須ではありませんが、安全にご
使用いただくために取り付けることを推奨いた
します。
電源プラグをコンセント（AC100V、15A以
上）にしっかりと差し込んでください。

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。
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入り、液晶に「----」が点滅表示され、スタンバ
イ状態になります。

※蓋が開いている状態ではモードの操作はできま
せん。

調理を開始する

調理に使用する具材を用意します。使用する食材は
2～3cm程の大きさになるようカットしてください。

材料をポットの中に入れてください。

蓋をしっかり閉めると「ピッ」と音が鳴り、各モー
ドランプが順番に点灯し、モードを選択できる
状態になります。

モード選択ボタンを押すごとに各モードのラン
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容に合わせてお好みのモードを選択した状態で
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※各モードの詳細に関しては次ページの「各モー
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運転開始後、運転をキャンセルしたい場合はス
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1.2L
1.0L

0.8L

0.6L

※材料はMAXの容量を超えないようにしてください。
※豆乳モードを使用する場合は、0.8L 以上の材料を入
れないでください。
※MIN以下の容量で使用すると、想定の調理がうまく
行かない可能性があります。

※蓋をしっかり閉めないと運転開始しません。

※底部カバーをつけたままの調理は大変危険なた
め、必ず外して運転してください。

※加熱調理中は、蒸気口から熱い蒸気が出ますの
で火傷にご注意ください。

※運転の途中で蓋を開けると動作が自動で一時停
止します。蓋を閉じると途中から再開します。

蓋をかぶせて、ロックされているアイコンの矢印方向に
回してしっかり閉じます。

m
l

CUP

3/4

80
60

40
20

1/2
1/4

モード選択ボタン

スタート /ストップボタンW
E
B

公
開
用



8

各モードについて

※各モード動作中は加熱や攪拌、動作停止などが繰り返されるようなプログラムの中で動作しているた
め、各モード運転中の動作音の停止などは故障ではありません。

加熱と攪拌を繰り返し、具材の粒が残らないなめらかなスープ状のポタージュ
などを作るのに適したプログラムで調理を行います。

加熱工程を繰り返し具材を煮込みます。具材は事前にカットした大きさのまま
煮込み調理を行います。（具材を残す食べるスープに適しています。）

加熱と攪拌を繰り返す、ジャムやソースなどを作るのに適したプログラムで調
理を行います。

加熱と粉砕・攪拌を繰り返し、大豆から作る豆乳などを作るのに適したプログ
ラムで調理します。

攪拌を繰り返し、スムージーなどを作るのに適したプログラムで調理します。

スタートボタンを押している間（最大20秒間）攪拌します。20秒経過する
か、ボタンから手を離すと動作が停止します。

約23分

約32分

約29分

約36分

約3分

ー

ポタージュ

煮込み

ジャム

豆乳

ミキサー

洗浄

コース 所用時間 動作詳細

各コースの全工程が終了してから30分間は本製品を必ず休ませてください。
連続して使用しないでください。故障・劣化の原因となります。

LEDディスプレイ
残り時間が表示され
ます。

モード選択
ボタン

スタート/
停止ボタン

※ミキサーモードの際は、凍った果物を使用する際は半解凍にしてご使用ください。また、ロックアイ
スのような固い氷は使用できません。氷を使用されたい場合は製氷機の氷や砕かれたクラッシュアイス
などをご使用ください。

お手入れについて

弊社の食洗機「ラクア」（最大温度 75度）で洗浄・乾燥テストしております。他社製
品で洗浄・乾燥する場合、説明書等で温度を確認の上ご使用ください。75度以上で洗
浄・乾燥しないでください。

警告

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行う!

• ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。（表面を傷
つける原因）

• 洗剤は食器用洗剤（中性）を使ってください。
• スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわし、金属たわしは使わないで

ください。（表面を傷つける原因）

食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥について

食器洗い乾燥機で洗浄・乾燥ができるものとできないものがあります。できないものは絶対に食器洗い乾燥機
に入れないでください。表面に傷がついたり故障の原因となります。

食洗機で洗えるもの
（丸洗いできるもの） 食洗機で洗えないもの

蓋のみ 本体

MAX

MIN

1.2L
1.0L

0.8L

0.6L

W
E
B

公
開
用
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各モードについて

※各モード動作中は加熱や攪拌、動作停止などが繰り返されるようなプログラムの中で動作しているた
め、各モード運転中の動作音の停止などは故障ではありません。

加熱と攪拌を繰り返し、具材の粒が残らないなめらかなスープ状のポタージュ
などを作るのに適したプログラムで調理を行います。

加熱工程を繰り返し具材を煮込みます。具材は事前にカットした大きさのまま
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加熱と攪拌を繰り返す、ジャムやソースなどを作るのに適したプログラムで調
理を行います。

加熱と粉砕・攪拌を繰り返し、大豆から作る豆乳などを作るのに適したプログ
ラムで調理します。

攪拌を繰り返し、スムージーなどを作るのに適したプログラムで調理します。

スタートボタンを押している間（最大20秒間）攪拌します。20秒経過する
か、ボタンから手を離すと動作が停止します。

約23分

約32分

約29分

約36分

約3分
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ポタージュ

煮込み

ジャム

豆乳

ミキサー

洗浄

コース 所用時間 動作詳細

各コースの全工程が終了してから30分間は本製品を必ず休ませてください。
連続して使用しないでください。故障・劣化の原因となります。

LEDディスプレイ
残り時間が表示され
ます。

モード選択
ボタン

スタート/
停止ボタン

※ミキサーモードの際は、凍った果物を使用する際は半解凍にしてご使用ください。また、ロックアイ
スのような固い氷は使用できません。氷を使用されたい場合は製氷機の氷や砕かれたクラッシュアイス
などをご使用ください。

お手入れについて

弊社の食洗機「ラクア」（最大温度 75度）で洗浄・乾燥テストしております。他社製
品で洗浄・乾燥する場合、説明書等で温度を確認の上ご使用ください。75度以上で洗
浄・乾燥しないでください。

警告

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行う!

• ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。（表面を傷
つける原因）

• 洗剤は食器用洗剤（中性）を使ってください。
• スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわし、金属たわしは使わないで

ください。（表面を傷つける原因）

食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥について

食器洗い乾燥機で洗浄・乾燥ができるものとできないものがあります。できないものは絶対に食器洗い乾燥機
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0.6L

W
E
B

公
開
用
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お手入れについて

本体を水で洗い流す際は、電源カバーと底部カバーを必ずつけ
てください。
※各カバーはつけることで完全防水になるわけではありません。
カバーをつけた状態でも水で丸洗いしたり食洗機を使用してお手
入れすることはできません。

※お手入れが完了したら、必ず底部カバーを外してください。

使用後、ポットに水と台所用中性洗剤を入れて蓋をし、洗浄モー
ドで内部を洗い、何度か水を入れ替えて繰り返し、しっかりと洗
剤をすすいてください。
カッターは取り外すことができません。カッター部分に汚れが詰
まっている場合は、付属の手入れ用ブラシを使用して汚れを取り
除いてください。

※本製品は食材を調理する器具です。常に清潔を保ってください。

本体

蓋
やわらかいスポンジなどに台所用中性洗剤を
つけて洗い、水でよく流してください。その
後よく乾かしてください。

警告

怪我の原因。

本体内部のカッターは非常に鋭利なため、細心の注意を払う。!

故障かなと思ったら

症状 考えられる原因 処置

電源が入らない
電源コードが正しく挿さっていな
い。

6ページを参照し、奥までしっかりと電源
コードを差し込んでください。

モードが開始しない ・モードを選択後、スタートボタン
を押していない。

・蓋がしっかりしまっていない。 蓋が正しく閉まっていないと安全装置が働
き、モード選択・開始ができません。蓋が
正しく閉まっていることを確認し、モード
選択後スタートボタンを押してください。

材料が最大容量以上になっている
最大容量（1.2L）以上の材料を入れないで
ください。豆乳モード使用時の最大容量は
0.8L です。

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。

食材が溢れる

・材料が多すぎる、または少なす
ぎる

・加熱保護装置が作動し、正しい
プログラムで動作していない。

連続して運転しないでください。運転間隔
は30分ほど空けてください。

最大容量（1.2L）以上の材料を入れないで
ください。豆乳モード使用時の最大容量は
0.8L です。また、最低容量（0.6L）を下
回らないでください。料理の出来が悪い

使用中、本体が傾いている。 平らで安定した場所で使用してください。異音がする

底部の排熱部分が塞がっている。
底部の排熱部分を塞がないように設置して
ください。絶対に底部カバーをつけたまま
使用しないでください。

異臭がする

温度センサーのショート
すぐに電源コードをコンセントから外し、
弊社サポートセンターまでお問合せくださ
い。

エラーコードE1が表
示される

故障の可能性があります。

電源コードを外してもう一度挿し、電源を
付け直しても改善しない場合、電源コード
をコンセントから外し、弊社サポートセン
ターまでお問合せください。

エラーコードE2が表
示されるW
E
B

公
開
用
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お手入れについて

本体を水で洗い流す際は、電源カバーと底部カバーを必ずつけ
てください。
※各カバーはつけることで完全防水になるわけではありません。
カバーをつけた状態でも水で丸洗いしたり食洗機を使用してお手
入れすることはできません。

※お手入れが完了したら、必ず底部カバーを外してください。

使用後、ポットに水と台所用中性洗剤を入れて蓋をし、洗浄モー
ドで内部を洗い、何度か水を入れ替えて繰り返し、しっかりと洗
剤をすすいてください。
カッターは取り外すことができません。カッター部分に汚れが詰
まっている場合は、付属の手入れ用ブラシを使用して汚れを取り
除いてください。

※本製品は食材を調理する器具です。常に清潔を保ってください。

本体

蓋
やわらかいスポンジなどに台所用中性洗剤を
つけて洗い、水でよく流してください。その
後よく乾かしてください。

警告

怪我の原因。

本体内部のカッターは非常に鋭利なため、細心の注意を払う。!

故障かなと思ったら

症状 考えられる原因 処置

電源が入らない
電源コードが正しく挿さっていな
い。

6ページを参照し、奥までしっかりと電源
コードを差し込んでください。

モードが開始しない ・モードを選択後、スタートボタン
を押していない。

・蓋がしっかりしまっていない。 蓋が正しく閉まっていないと安全装置が働
き、モード選択・開始ができません。蓋が
正しく閉まっていることを確認し、モード
選択後スタートボタンを押してください。

材料が最大容量以上になっている
最大容量（1.2L）以上の材料を入れないで
ください。豆乳モード使用時の最大容量は
0.8L です。

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。

食材が溢れる

・材料が多すぎる、または少なす
ぎる

・加熱保護装置が作動し、正しい
プログラムで動作していない。

連続して運転しないでください。運転間隔
は30分ほど空けてください。

最大容量（1.2L）以上の材料を入れないで
ください。豆乳モード使用時の最大容量は
0.8L です。また、最低容量（0.6L）を下
回らないでください。料理の出来が悪い

使用中、本体が傾いている。 平らで安定した場所で使用してください。異音がする

底部の排熱部分が塞がっている。
底部の排熱部分を塞がないように設置して
ください。絶対に底部カバーをつけたまま
使用しないでください。

異臭がする

温度センサーのショート
すぐに電源コードをコンセントから外し、
弊社サポートセンターまでお問合せくださ
い。

エラーコードE1が表
示される

故障の可能性があります。

電源コードを外してもう一度挿し、電源を
付け直しても改善しない場合、電源コード
をコンセントから外し、弊社サポートセン
ターまでお問合せください。

エラーコードE2が表
示される W
E
B

公
開
用
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サポートセンターのご案内

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

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。

お問合せ・修理をご希望される場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってくだ

さい。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。

自動返信が届かない場合

不具合品のご送付先

仕様

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
※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。
※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。

サイズ

重量

電源

定格消費電力

最大容量

最低容量

モード数

安全装置

ケーブル長

内容品

保証期間

幅200×高さ270×奥行135(mm)　

約 1440g

AC100V　50/60Hz

920W（加熱 700W + 攪拌 220W） / 220W（攪拌）

１.2L （豆乳モード使用時：0.8L）

0.6L

6種類（ポタージュ・煮込み・ジャム・豆乳・ミキサー・洗浄）

空焚き防止・マグネトロンスイッチ・温度ヒューズ・サーモスタット

約100cm（ケーブル部分のみ）

本体、電源ケーブル、電源カバー、底部カバー、手入れ用ブラシ、日

本語取扱説明書

購入日より1年間

W
E
B

公
開
用
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サポートセンターのご案内

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

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。

お問合せ・修理をご希望される場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってくだ

さい。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。

自動返信が届かない場合

不具合品のご送付先

仕様

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
※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。
※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。

サイズ

重量

電源

定格消費電力

最大容量

最低容量

モード数

安全装置

ケーブル長

内容品

保証期間

幅200×高さ270×奥行135(mm)　

約 1440g

AC100V　50/60Hz

920W（加熱 700W + 攪拌 220W） / 220W（攪拌）

１.2L （豆乳モード使用時：0.8L）

0.6L

6種類（ポタージュ・煮込み・ジャム・豆乳・ミキサー・洗浄）

空焚き防止・マグネトロンスイッチ・温度ヒューズ・サーモスタット

約100cm（ケーブル部分のみ）

本体、電源ケーブル、電源カバー、底部カバー、手入れ用ブラシ、日

本語取扱説明書

購入日より1年間

W
E
B
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販売元
〒101-0023　東京都千代田区神田松永町19
秋葉原ビルディング8F　サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329W
E
B

公
開
用


