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● 仕様

サポートのご案内

型番 SWBPCLS2
Version1.0. ｔ

■ 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）

サイズ
重量
対応サイズ

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開して
いる場合がございます。ダウンロードページをご確認くださ
い。

バッテリー稼働時間
バッテリー充電時間
タンク容量
ポンプ
内容品

電源
バッテリー
ACアダプター

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
アドレスまでご連絡ください。

● 内容品/各部名称

高さ64×幅45×厚み12(cm)
約1.5kg(タンク水含まず）
肩幅36cm/胸囲85〜115cm
着丈58〜78cm
ACアダプタより充電
リチウムイオン 7.4V 2200mAh
入力AC 100-240V 50/60Hz
出力DC 8.4V 0.5A
約8時間
約6時間
2L
動作音：45db
本体、バッテリー、タンク、タンク留め具
ACアダプター、日本語説明書

本体

バッテリー

電源スイッチ

留め具

ご注意

ACアダプタ

○内容品に記載している以外の物は付属しません。

タンク

○冷却水にお湯を使わないでください。ポンプが破損する場合があります。

support@thanko.jp

○お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。

※タンクはベストの後ろに
入っています

○本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。

※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。

○ご使用されていない期間においての水抜き・保管などのお手入れはお客様の責任
で行うようお願い致します。水抜き保管時に起こりましたトラブルについては当社

公開用
保証期間：12ヶ月

メールアドレス：

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 充電する

○分解しないでください。

○落としたり強い衝撃を与えないでください。

○高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。

○異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

support@thanko.jp

● タンクを準備する

①バッテリーの差込口に充電器のケーブルを差し込
み、充電器をコンセントにさすと充電が開始します。
バッテリーの残量は、バッテリーのボタンを押し、
LED ランプが点灯した数で確認が可能です。
無点灯…0％ 1 個点灯…30％以下 2 個点灯…30
〜 60％ 3 個点灯…90％以上

①

②

⑥

④

⑤

⑥チューブを外しましたら、タンクを取り出します。
⑦タンクの上側は留め具で止まっています。留め具は
片方が膨らんでいます。
⑧留め具の膨らんでいる方を手でつかみ、そのまま
横へスライドさせて留め具を外して下さい。

⑨

チューブ

充電器ランプ

⑪

③タンクの上下、二箇所にチューブが接続されていま
す。
④チューブの側面にはボタンが付いています。
⑤ボタンを押しながら、上下二箇所のチューブを外し
て下さい。

⑨タンクの端に 1.5 の数字がありますので、ここま
で水を入れて下さい。※後ほどまた水を入れるので、
ここで 2 まで水を入れないで下さい。

⑪タンクの上部をチューブ側
に向かって折りたたみます。
⑫留め具を最後までしっかり
と差し込みます。
⑫

⑧

残量確認ボタン

②充電中は充電器のランプが
赤に点灯します。約 6 時間で
満充電になり、ランプが緑に
変わります。コンセントから
抜いて、充電を終了させてく
ださい。

留め具

チューブ

チャック

③

LEDランプ

⑦

タンクを
取り出す。

①チャックを開けます。②開けましたら上記写真の 3
つの面ファスナーをはがします。

ケーブル
差込口

では責任を負いかねます。

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）

⑬

チューブが上
になるよう冷
凍庫の中に
水平に置いて
下さい。

⑬タンクを冷凍庫で凍らせます。この時タンクが水
平になるよう冷凍庫に入れてください。

WEB

● タンクとバッテリーを設置する
①

①タンクの水が凍りま
したら、冷凍庫からタ
ンクを取り出し、留め
具を外して水を入れま
す。

● USBバッテリーを接続する

③

ケーブル

バッテリー
ケース

③次にバッテリーを入
れます。左図の位置に
ケーブルとバッテリー
ケースがあります。

400 〜 500ml 水を
いれてください。

水を入れましたら、留
め具で留めて下さい。

②

⑥

⑥タンクの留め具に面
ファスナーを通して折り
返し、固定させます。

⑦

④

ケーブル

⑦タンクにチューブを接
続します。

④バッテリーにケーブル
を差し込みます。

②タンクを左図の位置
におきます。

USBモバイル
バッテリー

⑧

⑧タンクにチューブを二
箇所接続しましたら、
面ファスナー二箇所を留
めます。

バッテリーは専用バッテリーだけでなく USB モバイ
ルバッテリー（別売り）も使用することができます。
その際は本体の USB ケーブルを USB モバイルバッ
テリー（別売り）に接続して下さい。
※USB バッテリー（別売）は横：85、縦：52、
厚み：25(mm) 以下のものがご使用いただけます。
※USB バッテリー（別売）は容量 1000mA 出力
以上のものを推奨いたします。

公開用
⑤

⑤差し込みましたら、
バッテリーをバッテリー
ケースに入れます。

● 電源を入れて使用する

● 長期間使用しない場合

本製品を着用します。

電源スイッチ

着用しましたら電源ス
イッチを押してくださ
い。電源が入ります。
使い終わりましたら
切ってください。

電源が入ると、冷水がベスト内部を循環します。外
気温にもよりますが、大体 2 〜 4 時間ほど冷たさ
が継続します。
水がぬるくなってきた場合、氷をタンクの水の中に
入れる等すると、また冷たさが継続します。

氷を水の中に入れる等す
ると、また冷たさが継続
します。

● サイズの調整

長期間使用しない場合はチューブからアダプタを
外して水を抜いて下さい。
断熱ゴム

チューブ（水冷用）

チューブ（アダプタ）

断熱ゴム

断熱ゴムを上にひ
きあげると、チュー
ブとアダプタのつな
ぎ目が見えます。

つなぎ目

チューブとアダプタ
のつなぎ目を持ち、
左右にねじりなが
ら下へ引っ張って
下さい。

ベストの面ファスナーで留める位置を調整する
事によって、身幅を変える事ができます。
体に合わせてサイズを調整して下さい。

アダプタがぬけましたら、
チューブを下にして水を抜いて
下さい。

※チューブは繊細ですので無理して抜かないよ
うにしてください。無理に引き抜くと、水冷用
チューブとアダプタが破損する恐れがあります。
チューブが戻せない・破損はサポート対象外と
なりますのでご注意下さい。
※どうしてもチューブが抜けない場合は定期的
にタンクに水を入れ、電源を入れてチューブの
中の水を循環させて下さい。チューブの中の水
が腐るのを防ぎます。
※使用後はフタを開けた状態でしっかりと乾燥
させてください。
※ベストの手入れは、固く絞ったタオルで拭い
て下さい。洗濯は行わないでください。

