
必ずお守りください

ヒーターマットは本体にしっかり
と固定して使用する
（ヒーターマットが固定されていな
い状態ですと端部高温となり、発
火や故障の原因）

本体布のヒーターポケットには、
付属のヒーターマット以外を入れない
（事故やケガ、故障の原因）

ご使用中に移動する際は、電源コー
ドを抜いて移動する。
（転倒やケガの原因）

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示して 
います。 

注 意！

型番：TK-WOK21BW取扱説明書 Version1.0.t
安全上のご注意
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。
※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。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、
誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。
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。

必ずお守りください

してはいけない「禁止」内容のものです。 必ず実行していただく「指示」内容のも
のです。!

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。！ 警 告

発熱体を傷めない
・本体にピンや針を突き刺さない
・刃物で傷つけない
・硬くて重いものを載せない
（内部のヒーターを傷つけ、火災・感
電の原因）

乳幼児がコネクターをなめないよ
う、周囲の方が注意する
（幼児がなめると、感電の原因）

異常・故障時には直ちに使用を中
止し、電源プラグを抜く
・異常な音やこげ臭いにおいがする
・電源コードを動かすと通電した
り、しなかったりする
・電源プラグや電源コードが異常に熱い
・本体や操作部が異常に熱い
・ヒーター線が重なったり、よじ
れができた
（発煙・発火、感電のおそれ）

コネクターに金属片やゴミを付着さ
せない。
（故障、火災の原因）

ナフタリン等の防虫剤を使用して保
存しない。
（故障、火災の原因）
電源プラグ、コネクターは根本ま
で確実に差し込む。
（故障、感電、火災の原因）

本体の布は洗濯後完全乾燥させて
から使用する
（ショートによる発火や故障の原因）

コントローラーやコネクターに水や
お茶などをこぼさない
（発煙・発火の原因）
コントローラーやコネクターは防水
でないため、万一こぼれたときは、
ただちに電源プラグをコンセントか
ら抜いてください

使用しないときは、電源プラグを
コンセントから抜く
（抜かないと、絶縁劣化による感電
や火災の原因）

電源プラグを抜くときは、コード
を持たずに必ず電源プラグを持っ
て抜く
（コードを引っ張ると、コードが破
損し、感電やショートして火災の
原因）

犬や猫などのペットの暖房用に使
用しない
（ペットが本体やコードを傷め、
火災の原因）

アイロン台として使用しない
（熱で本体を傷め、火災の原因）

ヒーターマットは洗濯しない
（ショートによる発火の原因）

洗濯物等の乾燥に使用しない
（湿気により故障の原因）

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。！ 警 告

サイズ
ヒーターサイズ
本体重量  
ヒーター重量
コントローラースイッチ
及びケーブル重量  
入力
定格周波数
定格最大消費電力
温度設定

タイマー設定可能
材質
温度制御
洗濯方法
ケーブル長

内容品
保証期間

幅480×高さ1290×奥行320(mm)
幅400× 高さ900（mm）
約1980g
約250g
約450g

AC100V
50Hz/60Hz
50W
1：約30度、2：約33度、3：約36度、4：約39度、
5：約42度、6：約45度
30 分　60 分　90 分
表面 ポリエステル/ 裏面 ポリエステル
二線式ヒーター(PTC ヒーター線、検知線)
手洗い
電源プラグ部分からリモコンまでの長さ：約190cm
リモコンから本体ソケット口までの長さ：約85cm
全長：約300cm
本体、コントローラースイッチ、日本語説明書
購入日より12ヶ月

仕様

※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。

ヒーター位置 /使用例

ヒーター位置は左図のとおりです。

歩くときは断線の恐れがありますので、
必ず電源ケーブルを抜いてください。

[使用例]

！ 危 険  発 火 や 火 災 の 原 因

次のような方が使用する際は周りの方が十分注意してください。
乳幼児、お年寄り、ご病気、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方
風邪薬など眠気を誘う薬を服用された方、飲酒、疲労の激しい方
※40℃～50℃でも同じ個所を温めると、低温火傷になる恐れがあります。

畳んでの使用や敷毛布としての使用、踏んでの使用はしないでください。

！ 危 険  低 温 火 傷 や 熱 中 症 の 恐 れ

電源プラグのほこりなどは定期的
にとる
（電源プラグにほこりなどがたまる
と、湿気などで絶縁不良となり、
火災の原因）

ぬれた手で電源プラグやコネクター
の抜き差しはしない
（感電の原因）

コネクタにゴミや異物を付着させない
（感電やショートして発火の原因）

電源コード、電源プラグを破損する
ようなことはしない
（火災や感電の原因）

電源コード、プラグを傷つけたり、
加工したり、高温部に近づけたり、
曲げたり、引っ張ったりしない、重
いものを乗せたり、束ねたりしない
（火災や感電の原因）

コンセントや配線器具の定格を超え
る使い方や、交流100 Ｖ以外での
使用はしない
（たこ足配線などで、定格を超えると、
発熱による火災の原因）

使用目的以外に使用しない
（事故や火災の原因）

改造はしない、また修理技術者以外
の人は、分解したり修理をしない
（発火・感電・やけどの原因）

ご 注 意
・コード（コントローラーも含む）と商品（布部分）が重なった状態で使用しない。
・ホットカーペットなど他の暖房器具との併用はおやめください。
・ヒーター部、ケーブル部を濡らさないでください。
・電源をONの状態で、製品の生地を重ねたまま長時間放置しないでください。
　異常発熱の原因となります。
・記載されている物以外は付属いたしません。
・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。
・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
・本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、
　弊社サポートセンターまでご連絡ください。
・本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、
　弊社サポートセンターまでご連絡ください。
・就寝時など、布団の上や中で使用しないでください。

付属品一覧・サイズ

[リモコン]
ケーブル長：
電源プラグ部分からリモコンまでの長さ：約190cm
リモコンから本体ソケット口までの長さ：約85cm
全長：約300cm（リモコン部分含む）
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（mm）

[ウエストサイズ]
約760～1550(mm)
ウエスト絞りを調整すると
最大760mm

●故障かな？と思ったら●

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。

WEB
公開用



使用方法

① 電源コネクタをコンセントに差
し込みます。

② こたつ本体の左図の位置に、
ソケットがあります。

③ソケットにコードを接続します。

両サイドにある面ファスナーでウェストサイズを調節できます。
※約760～1550(mm)

[ 足を出す ]
底面の切れ目を開くと
足を出すことができます。

リモコン設定

電源を入れると、リモコンの画面が表示されます。
温度、タイマー時間はボタンにて操作ができます。
（起動時は温度30度、タイマー時間は90分で
設定されています）

[タイマー表示]
現在のタイマー設定時間を確認できます。
※残り分数は表示されません。

[温度]
設定温度・現在の温度が表示されます。
現在の温度は起動中は常に表示されます。
下部のアイコンで現在の温度強度を確認
できます。

[電源ボタン]
押すと電源ON/OFFを切り替えられます。

[温度設定]
ボタンを押してヒーターの温度を設定
します。設定可能温度は下記の
とおりです。
30℃、33℃、36℃、39℃、42℃、45℃
ボタンを押すと温度表示部に設定温度が
一時的に表示されます。

タイマー設定は必須で連続使用最大90
分間となり、自動で電源が切れます。
※タイマー設定をオフにすることはできません。

[タイマー設定ボタン]
ボタンを押してヒーターを
オフにする時間を設定します。
30分/60分/90分の設定ができます。

④ リモコンの電源ボタンを押す
と電源が入ります。

温度とタイマー時間を設定してく
ださい。
リモコン操作は【リモコン設定】
の項目をご確認ください。

電源 ON 時に、電源ボタンを
一度押すと電源が切れます。

こたつを装着する

[足を入れる]
両サイドのファスナーを開いて足
を入れ、こたつに入りましたら、
ファスナーを閉めます。

ボタンはこたつ内の左図の位置に
6箇所ありますので、全て外してく
ださい。

サイズ調整 洗濯方法

[洗濯方法]
左図の位置にヒーターを取り出す
ファスナーがあります。
ファスナーを開けてください。

ファスナーを開けましたら、
ヒーターを留めているボタン
を確認してください。

ボタン

ヒーターを取り外します。
ヒーターは洗うことができま
せんのでご注意ください。

カバーをバケツなどで手洗いしてく
ださい。

洗えません

洗い終わりましたら、ハンガーなど
にかけて風通しの良いところに干し
てください。

直射日光に当てると、色あせする場合
がございますので、ご注意ください。

乾きましたら、ヒーターを戻して
ご使用ください。

ご 注 意

・洗濯機は使用しないでください。
・洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。
・洗濯の際には漂白剤のご使用はお避けく
ださい。色が変わることがあります。
・漂白剤入りの洗剤のご使用はお避けくだ
さい。
・他のものと一緒に洗わないでください。

ご 注 意

・乾燥機は使用しないでください。
・アイロンは使用できません。
・長期使用しない場合は、直射日光
をさけ、湿気の少ないところで保管
してください。
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