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取扱説明書

型番：SUSBPSJR

●故障かな？と思ったら●

● 内容品名称

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにア
クセスしてください。

①

● 仕様

⑤

②

https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html

③

④

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。

⑧

⑥

不具合品のご送付先

⑦

⑨

⑩

①モーター

⑥押し棒

②スクリュー

⑦掃除ブラシ

③フィルター

⑧USB電源ケーブル

④しぼりかすカップ

⑨交換用パッキン

⑤ジュースカップ

⑩専用袋

サイズ

本体／高さ270× 直径 96(mm)
電源ケーブル長／約925(mm)

重量

約 950g

動作電圧

7.4V

動作電流

1A

消費電力

25W

電池容量

1500mAh×2

連続運転時間

24 分 ( 硬い物 ) 〜 48 分 ( 柔らかい物 )

充電時間

約 2 時間 (5V/2A時)

容量

180ml

内容品

本体 ( モーター、スクリュー、フィルター、
しぼりかすカップ、ジュースカップ、押
し棒 ) 掃除ブラシ／ USB 電源ケーブル／
パッキン／専用袋

保証期間

購入日より 12 ヶ月

公開用
〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4−72−1
EL 倉庫内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

保証期間： 購入日より12ケ月

（月〜金 10:00 〜 12:00 13:00 〜 18:00 土日祝日を除く）
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 各部の名称/組み立て順

● 使い方ー充電する

ご注意

※食材の分厚い皮は必ず剥いてからご使用ください。
※りんごより硬い食材は使用しないでください。

※房やヘタがついている食材は取り除いてからご利用く
ださい。

※ももなどの硬い種は取り除いてからご利用ください。
※モーターの電源ポートは非防水です、水に濡らさない
よう気をつけて洗ってください。

※絶対にモーターを水に浸けたり、丸洗いしないでくだ
さい。

押し棒

電源ボタン
投入口

※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。

※高温・多湿・火気の近くで保管、使用しないでください。
※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊
社サポートまでご連絡下さい。

※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。

USB電源ケーブル

モーター
電源ポート

USB 電源ケーブルの USB 端子側を
モバイルバッテリー ( 別途ご用意ください ) や
AC 電源に接続します。
USB端子

USB電源ケーブル

モバイルバッテリー

電源ポート

スクリュー
フィルター

※食材は無理に押し込まないでください。
※修理・改造をしないでください。

ご使用の前に、本体のモーターを充電します。
本体を正面に見て右側の電源ポートに、
付属の USB 電源ケーブルを差し込んでください。

掃除ブラシ

ポートには向き ( 突起 ) があります。
ケーブルの向きに気をつけて差し込んでください。
右側

しぼりかす
カップ

接続すると本体の電源ボタンが赤く点滅します。
約 2 時間で満充電となり、充電が完了すると赤の
点滅から赤の点灯に変わります。
電源ボタン

突
起

ジュース
カップ

USB電源
ケーブル

凹
み

連続使用時間は、24 分 ( 硬い物 ) 〜 48 分 ( 柔らかい物 )
となります。

裏面に続く

WEB

● 使い方ー材料を用意する

● 使い方ー本体を組み立てる

● 使い方ージュースを絞る

食材をよく洗い、投入口に入る大きさにカットします。 ①スクリューをフィルターに入れます。
スクリューの歯車がある方を上にします。
直径 3cm ほどにカットしてください。
フィルターの凸の根元にパッキンがついていること
※必ず以下の使用できる食材をよくご確認の上
を確認してスクリューを入れます。
ご利用ください。

③フィルターにしぼりかすカップを取り付けます。
フィルターの凹にしぼりかすカップの凸を合わせて
はめ込み、時計回りに回してカチっとロックが
かかるまで回してください。

フィルターを真上から見た図

【使用できる食材例】
いちご、メロン、スイカ、ぶどう、マスカット、
パイナップル、バナナ、オレンジ、りんご、なし、
もも、プラム、ブルーベリー、さくらんぼ、など

【使用できない食材例】
・レモン、ニンジンなどのりんごより硬いもの
・分厚い皮がついたままのもの
( パイナップル、スイカ、メロン、バナナなどの
分厚い皮はカットするか剥いてご利用ください。
りんごの皮はそのままご利用いただけます。)
・房やヘタがついているものは取り除いてください。
・ももなどの硬い種はあらかじめ取り除いてください。

歯車

①電源ボタンを二回、短く押すと回転が始まります。
②好きな食材を投入口からゆっくり入れてください。
食材が奥まで進まない場合は、押し棒でゆっくり
押し込んでください。
※食材を無理に押し込み続けると詰まりの原因と
なりますのでご注意ください。
押し棒

フィルターの凸

②スクリューを入れたフィルターを、モーターに
取り付けます。フィルターを横から見て、一箇所
鍵マークがついている場所をモーターの矢印に
合わせてはめ込みます。時計回りに回してカチっと
ロックがかかるまで回してください。
モーター
フィルターの鍵マーク

凹部分
凸部分

しぼりかす
カップ

④ジュースカップをかぶせれば組み立て完了です。

電源ポート
矢印

電源ボタン

投入口

③ジュースカップにジュースが搾り出されます。
最大で 180ml つくることができます。

④回転を止めるときは、回転途中に電源ボタンを
※ジュースカップは固定されません。
一回、短く押すと止まります。再度回転させる
揺らしたり、傾けたりすると
場合は電源ボタンを二回、短く押してください。
ジュースがこぼれる場合が
ございますのでご注意ください。
⑤食材が詰まった場合は逆回転させます。
回転が止まった状態で電源ボタンを長押しすると
逆回転が始まります。押している間は回転し、
離すと回転が止まります。

公開用

パイナップルやメロン、スイカ、バナナなどは細長く
カットすると効率良く作業することができます。

※鍵マークと矢印が合っていないと作動しません。

● 手入れ方法

● フィルターのパッキン交換

①本体を分解します。ジュースカップを外し、
しぼりかすカップを反時計回りに回してロックを
解除して外してください。フィルターも同様の
手順で外します。

フィルターの凸部分の根元にはスクリューとの
摩擦防止のためパッキンが入っています。
磨耗したり、切れたりなど劣化した場合は付属の
交換用パッキンに交換してください。

②フィルターからスクリューを外してください。

①古いパッキンを手で取り除きます。

③付属の掃除ブラシでフィルター、スクリュー、
しぼりかすカップを洗っていきます。
フィルターに果肉などがつまっている場合は、
あらかじめ手で取り除いておくと掃除が楽です。

②交換用パッキンの平らな方を下向きにして
フィルターの凸の根元まで押し込みます。

④モーターの投入口を洗います。
※モーターの電源ポートは非防水です。
水に濡らさないよう、手で塞ぐなどして
注意しながら洗ってください。
絶対にモーターを水に浸けたり、
丸洗いしないでください。
⑤洗い終わったらよく乾燥させてください。

横から見た
交換用パッキン

平らな方を下向きにする

パッキン

フィルターの凸

※ご使用の際は必ずフィルターの凸の根元に
パッキンがついていることを確認して
スクリューを入れてください。

ジュース
カップ

