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このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

保証期間 : 購入日より12ヶ月家庭用 日本国内専用
Use only in Japan



2

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

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。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
・他の人に貸しだす場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

●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

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・怪我の原因。
修理は弊社サポートまでご相談ください。

!

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。
感電・怪我のおそれ。

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
・ポンプがいつもと違って以上に熱くなったり、　
　焦げ臭いにおいがする
・ポンプが動作しない　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。

! ・医療機関で治療を受けている方
・循環器系疾患（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症
等）や急性疾患、感染症疾患のある方
・体調不良や身体に異常を感じている方
・温浴やマッサージを禁止されている方
・皮膚知覚障害がある方
・自ら意思表示ができないもしくは操作できない方
・乳幼児や子どもお年寄り
・妊娠中または妊娠している可能性のある方
・肌に傷や湿疹がある方
・眠気のある方、飲酒された方

下記の人は使用しない。

! 感電・発火・故障の原因。
電源プラグは根本まで確実に差し込む。

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・ショート・発火の原因。

電源コードが傷んでいたり、コンセント
の差し込みが緩いときは使用しない。

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。また重い
物を載せて使用しない。
電源コードが破損し、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。!

子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳
幼児の手の届くところで使わない。
火傷・感電・怪我の原因。

穴、すき間、開口部などに指を入れたり、
ピンや針金などの金属物をいれない。
火災・感電・火傷の原因。

安全上のご注意
！ 警告

！ 注意

必ずお守りください

不安定な場所に設置・保管しない。
故障・破損・怪我の原因。

定期的にポンプのフィルターの掃除を行う。
におい・雑菌の原因。

ホースやコードを持って本体やポンプを
持ち上げない。

!

スイッチを水没させない。
水中で使用すると感電のおそれ。

雑菌・不衛生の原因。

入浴剤、温泉水、地下水、井戸水等水道
水以外では使用しない。

暖房器具などの高温になる場所や火気近く
で使用しない。
火災の原因。

屋外で使用しない。
故障・破損の原因。

使用後は都度本体の水を抜いて乾燥させ
る。また、ポンプを浴槽に入れたままに
しない。
雑菌・不衛生・汚れの原因。

手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・
たわし・化学ぞうきん等は使用しない。
傷・故障の原因。

故障・破損・怪我のおそれ。

使用中に移動させない。
水漏れ・故障の原因。

製品の上に乗ったり、物を置かない。
故障・破損のおそれ。
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使用上のご注意 必ずお守りください

※本製品を取扱説明書に記載されている用途以外で使用しないでください。

※本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※地震や火災、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブル、またそれら

に起因するケガ・破損などについて当社は一切責任を負いません。

※30分以上連続運転をしないでください。体調を崩したり、製品が発熱する可能性

があります。

※運転直後はポンプが温かくなることはありますが、故障ではありません。

※メーカー指定の付属品以外を使用しないでください。

※本製品を落としたり衝撃を与えないでください。

※50℃以上のお湯で使用しないでください。また、追い炊きする際に熱湯がポンプ

に当たらないようにしてください。

※ポンプを水に浸けない状態で、電源を入れないでください。

※ポンプの吸水口や本体の吐水口をふさがないでください。

※ホースを折り曲げて使用しないでください。

※使用中に潜らないでください。

※フィルターを設置していない状態で使用しないでください。

※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。

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

吸盤4個

予備用キャップ
（排水口用）

交換用フィルター
（ポンプ用）

ポンプユニット

ホース

ポンプ

吸盤

電源スイッチ電源プラグ

電源ケーブル

正面

裏面

左側面

吐出口

マグネット

スポンジ スポンジ

キャップ

吸盤取付穴

吸盤取付穴
ホース取付口

吸盤取付穴

吸盤取付穴
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設置方法

本体のホース取付口にポンプユニットのホース
をつなぎます。ホース取付口は回転するので、
取り付けやすい方向に回して取り付けてくださ
い。

1

設置場所に合わせて、ホースを本体の左右どち
らかの凹にはめ込みます。2

本体をマグネット、または吸盤で固定します。
マグネットで吸着できる場所では、本体裏面の
マグネット（黒い部分）を吸着させてください。

吸盤を使用する場合、本体裏面の吸盤取付穴
（4か所）に付属の吸盤を取り付けてください。

3

ホース

マグネット

本体裏面

水が漏れないように、ホースをしっ

かり奥まで差し込んでください。！

設置時にポンプユニットの電源スイッ

チ、電源プラグを濡らさないようご注

意ください。
！

設置方法

ポンプユニット先端のポンプをバスタブに入れて吸盤で固定します。4

電源プラグをコンセントに差し込みます。

ポンプをバスタブ底面に取り付けると、ポンプ
動作時の振動がバスタブに伝わる可能性があり
ます。振動が気になる場合は、バスタブの側面
に取り付ける事をおすすめします。

5

スイッチがオフになっているか確認してくだ
さい。6

電源スイッチ、電源プラグはバスタブの中に入れないでください。必ず外に

だしてください。！

上から見た図：設置例

ポンプがお湯につかる
位置に設置してください

本体

吸盤で固定

電源スイッチ・プラグはバスタブ外に

ポンプ

電源オフ 電源オン
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排出口

使い方

バスタブにお湯を入れます。1

スイッチをオンにすると、ポンプがお湯を
吸い上げ、本体の排出口から出てきます。2

お好みの場所に湯が当たるように、湯船につ
かってください。3

電源オン

※50℃以上のお湯で使用しないでください。また、追い炊きする際に熱湯がポン

プに当たらないようにしてください。

※スイッチを水没させないでください。水中で使用すると感電する可能性があり

ます。

※入浴剤、温泉水、地下水、井戸水等は使用しないでください。

！

※30 分以上の連続運転しないでください。体調

を崩したり、製品が発熱する可能性があります。

※使用中に潜らないでください。
！

使用後について

スイッチをオフにします。
電源プラグをコンセントから抜きます。1

バスタブのお湯を抜いてください。2

ホースを本体から外し、ホース内とポンプ内
の水をしっかり出して乾燥させてください。3

本体左側面の排水口のキャップを外し、本体
内にある水をしっかり出して乾燥させてくだ
さい。

4

電源オフ

※水を出す時に絶対に電源プラグに水をか

けないでください。！

排水口

キャップ
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！
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！
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排水口

キャップ
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お手入れ方法

塩素系漂白剤をメーカー表記どおりに薄め、本
体をつけ置きしてください。（2～3分程度）
その後水ですすぎ、完全に乾燥させてください。

※塩素系漂白剤を使用する場合は、換気扇を回すなど十分に換気した状態で使用して

ください。

※塩素系漂白剤が皮膚や目に入るのを防ぐため、ゴム手袋と眼鏡の着用を推奨します。
！

使用頻度・使用環境にもより変わりますが少なくとも月に1回を目安にお手入れを行ってください。

◆本体

ポンプ先端部を外します。

フィルターを外してよく洗ってください。
汚れが取れたらフィルター・ポンプを乾燥
させてください。

△の印を合わせて、先端部を押し込んでポ
ンプに取り付けます。

◆ポンプ・フィルター
指をかけて開ける

フィルター

△を合わせる

故障かなと思ったら

症状 処置

水が割れて出てしまう 歯ブラシ等で吐出口を掃除してください。吐出口にゴミが詰まっている可
能性があります。

電源を入れてから数秒
水が出ない

本体に水が溜まるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。

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。

電源が入らない ・電源プラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
・電源プラグが差し込まれているにも関わらず、スイッチを押しても電源
が入らない場合は故障の可能性があります。弊社サポートセンターにお問
い合わせください。

ポンプが振動しているのに
水が出ない・弱い

・フィルターが汚れている場合は掃除してください。
・ポンプが完全に水に浸かっているか確認してください。水が足りないと水
量が少なくなります。
・ポンプの構造上、内部のプロペラ部分に空気が入ったままだと水を吸い上
げられ無い場合があります。電源を切りポンプを少し揺らし内部の空気を抜
いてからご使用ください。
・ポンプの給水口がふさがっていないか確認してください。浴槽マットや身
体などで給水口が塞ぐと水が弱くなります。
・ホースが折れてないか確認してください。
・ホースが本体の根本およびポンプの根本まで刺さっているか確認してくだ
さい。
・本体が水平に設置されているか確認してください。傾いていると水がまっ
すぐ出なくなります。
・ポンプと本体の高低差により水を吸い上げられない場合があります。電源
を切り、本体を水中に沈め再度電源を入れポンプ、ホース、本体に水を循環
させてからご使用下さい。
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サポートのご案内

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。

仕様
サイズ

重量

電源

定格消費電力

ホース長

ケーブル長

水量

フューズ

防水性

付属品

素材

保証期間

本体：205×80×60(mm)  ポンプ：125×65×65(mm)

約 650g

AC アダプター

入力：AC100－240V（50/60Hz）

出力：DC5V 3.0A

約 10W

約 182cm

全長約 3.9m

約 5.4L/ min

搭載

スイッチ :IP65、ポンプ :IP67

本体、ポンプユニット、吸盤 ×4、予備用キャップ、

交換用フィルター、取扱説明書

ABS、PVC

12 カ月
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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:03-3526-4329


