●故障かな？と思ったら●

Version1.0. i

取扱説明書

型番：TK-FFU22N-R

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。

ご注意
※記載されている物以外は付属しません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。

！ 危険

【バッテリーについて】
●絶対に分解、修理、改造を行わない。
●内部の電池を取り出さない。
●製品又はバッテリーを火中に投下したり電子レンジやオーブン
などで加熱しない。
●本体電源接点の端子を金属などで接触させない。
●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだりしな
い。
●標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない。
●高温・低温環境で保管しない。
●充電中、高温など異常に気が付いたときは、直ちに充電を中止
する。
●製品又はバッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・
改造をしない。
●製品又はバッテリーの充電中、布などで覆わない。
●充電は定格表示してある電源以外で使用しない。

※分解しないでください。
※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。
※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。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する
ため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分

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。
チバケン

保証期間： 購入日より12ケ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

！ 警告

アカネハマ

〒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

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆発により死亡や大けがの原因となります。

【バッテリーについて】

!

ナラシノシ

【USB プラグ、コード類について】

●内部から液体が漏れたり変色や変形その他今までと異なること
に気づいたときは使用を中止する。
※床に付着すると損害を与えることがあります。
●内部からもれた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐにきれ
いな水で洗い流す。
※皮膚がかぶれる原因になります。
●所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止め
る。
※電池の寿命です。使用を中止してください。
●充電する前に、USB ポート、USB プラグに異物や水分が付
着していないか確認してから充電する。

●USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工
したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ
張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない 。
●傷んだ USB プラグや USB コードは絶対に交換、分解、修理
改造をしない。
●USB プラグや USB コードが破損した場合は直ちに使用を中
止する。
●USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや
USB コードは使わない。
●ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
●使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
●持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない。
●USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張った
まま使用しない。
●USB プラグ、USB コードの差しこみがゆるい時は使用しない。
●充電中 USB コードの上に物をのせない。
●USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB コード
は引っ張らない。
※使用中 USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり煙や
異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

【使用について】
●分解や改造はしない。
●水につけない、ぬれた手で触れない。
●本体や USB ポートの隙間にピンや針金など金属物や異物を入
れない。
●炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで
使用、充電、保管しない。
●発熱器具の近くに置かない。
●ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、
ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用や充電をしない。
●ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、
ビニールなどの上では充電しない。
●充電しながらファンは使用できません。

!

●本体、USB プラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検
する。
●充電時以外の時は、USB キャップをしてください。

死亡や重傷を負うおそれが大きい内容です。

！ 警告

死亡や重傷に結びつくおそれがある内容です。

！ 注意

軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくおそれ
がある内容です。

●内部から漏れた液体が目に入った時はすぐにきれいな水で洗い
医師の治療を受ける。

!

で説明しています。

！ 危険

！ 注意

してはいけない「禁止」の内容です。
しなくてはならない内容です。

！ 注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を
与えることがあります。

●充電するときは周囲温度 10 〜 30℃範囲内で充電してくださ
い。
※液漏れ、発熱、破損の原因になります。
●製品は換気のよい場所で充電してください。
●正しく充電してください。
※ご使用済みの製品は一般家庭ごみとして捨てないでください。
捨てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、
発火・発煙の原因になる恐れがあります。
※本機を廃棄する際はリチウムイオンバッテリー内臓品の為、お
住いの地方自治体に確認し指示に従い廃棄をお願い致します。
※使用時間が短くなった製品は使用しないでください。電池の寿
命です。
充放電サイクル回数：約 300 回

!

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

!

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火・爆
発により死亡や大けがの原因となります。

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり財産に損害を与えることがあります。

【使用について】
●本製品は防滴仕様です。豪雨の中では使用しないでください。
●落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
●風の流れを遮るような場所や、ホコリや金属粉の多い場所で使
用しないでください。
●スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用し
ないでください。
●髪をファンに近づけないでください。
※ご使用の際に髪の毛を巻き込む恐れがありますので髪の毛が長
い方は必ず髪を束ね、髪の毛がファンに入らないよう注意してお
使いください。
また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。
●お手入れの際は有機溶剤や薬品等は使わないでください。
●12 歳以下のお子様に使用させないでください。
●アクセサリー等の巻き込みに注意してください。
●破損した状態で使用しないでください。
●次の場所では使わないでください。
・ガスレンジなど炎の近く
・引火性ガスのあるところ
・高温、多湿、ホコリの多い場所
●使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してくださ
い。
●製品の手元や骨が折れたりした場合には、怪我や事故になる恐
れがあるため、使用を中止してください。
●強風の時は、製品が破損する恐れがありますので使用しないで
ください。
●製品をステッキとして使用するなど、傘本来の目的以外での使
用は止めてください。
●製品は、自転車・ベビーカー等と固定する器具に取り付けて使
用する構造になっておりません。視野の妨げ、事故・破損の原因
となる恐れがありますので、絶対に取り付けないでください。
●製品には、構造上、骨同士が狭くなっているので、骨に挟まれ
たり怪我をする恐れがありますので、手や指を入れないでくださ
い。

●ハンドクリームや日焼け止めクリーム等が、製品の生地・手元
等の色落ちの原因になる場合があります。
●自動開閉式折りたたみ傘のお取り扱いには十分にお気をつけて
ください。
●ファン動作中に指やものを入れないでください。

!

●異常や異臭など不具合を感じた場合は、すぐに弊社サポートセ
ンターにご連絡ください。
●製品には尖った部分があります。周りの人やものにあたらない
よう、周囲の安全を確認してからご使用ください。
●ご使用後は、製品を陰干しにして乾いてからおしまいください。
濡れたまま保管しますと、錆の発生や生地の色移りの原因となる
場合があります。

【保管について】
●ヘアピンやネックレス等の金属製品と一緒に保管、持ち運びを
しないで下さい。
※端子と接触した場合、ショート感電発火発熱怪我の原因となり
ます。
●暖房器具等の高温になる場所や極端に低温になる場所に置かな
いでください。
●水まわりや湿気の多い所に置かないでください。
●お子様の手が届かない所に保管してください。

● セット内容/各部名称
● 仕様

【本体】

サイズ

幅60×高さ210×奥行110(mm)

重さ

248ｇ

付属品

本体、
ノズル、USBケーブル
（80cm)、掃除ブラシ、
収納ポーチ、
日本語説明書

電源

USB(5V 2.0A)

バッテリー

リチウムバッテリー 7.4V 2500mAh

動作時間

約20分

充電時間

約3時間

消費電力

50W

開閉ボタン

モータースピード
風速
ノイズ

35000〜39000rpm

約15m/s
充電ポー
ト

操作環境温度

持ち手
-10〜45℃
-10〜55℃

素材

ABS

パッケージサイズ

USBキャップ
電源/風量選択
ボタン

＜80db

保管温度

ネット
ファン

幅142×高さ224×奥行68(mm)

【付属品】
パッケージ込重量

441g

保証期間

購入日より6カ月

・収納袋
・USB Type-Cケーブル

●●
充電
仕様
①本体底面にあるUSB
サイズ
全長（使用時）：約60cm
Type-Cポートに付属の
全長（収納時）：約39cm
直径：約106cm、親骨の長さ：約58cm
充電ケーブルを差し込み
重量
約460g
ます。
ケーブル長
約80cm
反対側をUSB-ACアダプ
電源
USBより充電(1A以上推奨)
タ
（別売）
に差し込みま
バッテリー
3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー
材質
骨：グラスファイバー、布：ポリエステル
す。
充電時間

約4時間半

駆動時間

弱：約3時間

強：約2時間

風量調整
２段階(弱・強)
②充電中は充電ランプが
内容品
本体、収納袋、充電ケーブル、日本語説明書
赤点滅します。
保証期間
購入日より12ヶ月
満充電になると赤点灯に
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
なります。

● 充電する
● 安全上のご注意
①USBキャップを外します。
USBキャップ
必ずお守りください
付属の充電ケーブルを充電
ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
ポートの奥までしっかり差し
充電ポート
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や
込んでください。
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

①開閉ボタンを押しながら、傘を上に向かってカチッと
手応えがあるまで押し開いてください。

②USB-ACアダプタをコンセン
トに差し込み、
充電ケー
警 告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又
は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
ブルのUSB端子をUSB-ACアダプタに繋いで充電し
●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しない。（火災・感電・
てください。(1A以上推奨)
怪我の原因）
●本体を水につけたり、かけたり、沈めたりしない。（ショート・感電・故障の原因）
●製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。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。
・USB ケーブルや USB プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・USB ケーブルの一部や USB プラグがいつもより熱い
・USB ケーブル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、USB プラグを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。
●USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ
たり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり挟み込んだりしない。（火災・感
電の原因）
●USB ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。（感電・ショート・
発火の原因）
●本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。（ショート・感電・
故障の原因）
●強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。（感電・怪我の原因）
●ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない。（感電の原因）
●小さなお子様の手に触れないようにする。（感電・怪我のおそれ）
●引火性のあるものや火気の近くで使用しない。（火災・感電の原因）
●吸気口・排気口はふさがない。（故障・変形・火災・感電の原因）
●車内や高温になる場所で保管しない。（変形・変色の原因）
●人や動物に向けて使用しない。（怪我のおそれ）

※充電中は電源ボタンのLEDが赤く点灯し、満充電と
なると消灯します。
※約4時間半で満充電となります。
※充電が終了したらUSBキャップで必ず蓋をしてくだ
さい。
※充電しながらの使用はできません。

●●
電池のリサイクルについて
リサイクルについて
本製品は、リチウムイオン電池を内蔵して
います。この電池はリサイクル可能な貴重
な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リ
サイクルする場合は、地方自治体の指示に
従ってください。

バッテリーの取り扱いについて
● 内蔵バッテリーの充電
・保管について
・充電するときは、周囲の温度が10℃〜30℃
（人間が快適と感じる温度）

●内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直

の範囲で充電してください。
・温度が低くなるほど充電しにくくなり、
バッ
前または前日頃に充電してください。

●充電するときは、周囲の温度が
10℃〜 30℃（人間が快適と感じる温度）の
テリーを消耗させます。
また、高温では十分な充電ができません。
範囲で充電してください。

・バッテリーは自然放電します。
使い切った状態で保管すると使用できな
●温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
また、高温では十分な充電ができません。
くなる恐れがあります。
・充電ケーブルを差し、使い切った状態から50％

●充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常では

程度充電してケーブルをはずしてください。
・涼しい場所で保存してくだ
ありません。

●内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用でき

10℃〜35℃の乾燥した場所で保管してください。
・可燃物がある場所で
なくなる恐れがあります。

●保管の際は次のように保管してください。
充電しないでください。
・使用時間が極端に短くなった場合は使用しない

充電ケーブルを差し、1 時間半ほど充電してケーブルをはずしてください。

でください。
・高温（50℃以上）
になる場所で保管しないでください。
●涼しい場所で保存してください。

●高温条件、過放電 ( 電池を使い切った状態 )、過充電 ( 満充電でも充電器に
つないだままの状態 ) 状態での保存
はしないで下さい。
●半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
●10℃〜 35℃の乾燥した場所で保管してください。

③傘を閉じる際は電源をOFFにして傘を必ず上向きに
した状態で、再度開閉ボタンを押して閉じてください。
※傘を下向きにするとファンの羽根が閉じずに引っ掛
かり、折れる可能性がございます。必ず傘を上向きにし
た状態で閉じてください。
※閉じた状態で電源ボタンを押すと、開いた時にファ
ンが回転しますのでお気をつけください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

●保管するときは約
50% 充電状態で保管してください。
さい。
・半年に最低一度は必ずご使用ください。
消耗の防止になります。
・

③USBケーブルを本体から抜いてください。
本製品は充電しながら使用することはできません。

● 使用する

開閉ボタン
電源/風量選択
ボタン

②風量は2段階から選択が可能です。電源/風量選択
ボタンを1度押すと電源が入り、弱からスタートしファ
ンが回転します。ボタンを押すごとに弱→強→OFF→
弱…と繰り返されます。お好みの風量でご利用くださ
い。
※髪が長い方は必ず束ねてください。
※ご利用時はファンと頭部を近づけすぎないでくださ
い。
※ネットの隙間から指や物を絶対に入れないでくださ
い。けがの原因となります。

