
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

Version1.0. ｙ

保証期間：購入日から6か月

●乾電池をセットする

●使い方

● 各部名称

①トングのストッパーを下げ、LCDモニター部分を後ろにスラ
イドさせると、取り外すことができます。

電源のオンオフ
「Time」ボタンを押すと、電源がオンになりま
す。

電源を切る場合は、「Timeボタン」を長押しす
ると電源がオフになります。

本製品には、カウンターモード、タイマーモ
ード、バーベキューモードが用意されていま
す。用途に合わせてご利用ください。

電源をオンにした後、左図の絵が表示さ
れるまで「Time]ボタンを数回押してく
ださい。
※分・秒は前回設定した数値が表示され
　ます。

「Mode」ボタンを押すと、経過時間が表
示されます。

経過時間表示中に、「Mode」を押すと一
時停止します。再度「Mode」ボタンを押
すと継続します。

時間をリセットする場合は、 タイマー停
止後に、左側の三角ボタン上下を同時に
押すと、リセットされ00:００にリセットさ
れます。　

　

②LCDモニターの反対面を確認し、単四電池を2本セットして
ください（⊕⊖にご注意ください）　電池をセットすると、LCD
モニターの電源が入り、ピピピと警告音が鳴ります。

本製品は初期状態で℃表示です。℉表示に切り替えたい場合
は、電池の上にある℃/℉切替ボタンを押してください。
日本でなじみがある表記　→　「摂氏（℃）」
アメリカや一部の英語圏　→　「「華氏（℉）」

③①と逆の手順でLCDモニター部分をトングに取り付け、上に
スライドさせます。カチッと音がするまではめ込んでください。

手動で設定した温度に到達するとアラームを鳴らす
電源を入れた後、下図の絵が表示されるまで電源ボタンを数
回押してください（動物の画像が表示されます）

①プローブ　②トング　③LCDディスプレイ ④Up
⑤Down　⑥Time　⑦Mode　⑧℃/℉切り替え　⑨電池入れ
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カウンター画面

カウンターモード
経過時間を計るモードです。

この度は弊社商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。
本商品は、トングで食材を挟むと温度を計測、設定温度
になると音でお知らせすることにより、最適な温度で調
理することができるようになります。
またタイマー機能も搭載しており、調理時間を計る事が
できます。

タイマーモード
設定した時間にアラームを鳴らす
モードです。

設定
温度

「Mode」を押すとカウントダウンが始まり、　　  が点滅し、0
秒になるとアラーム音が鳴ります。アラーム音を止める場合
は、ボタンを押してください（どのボタンでも止まります）

カウントダウン中「Mode」ボタンを押すと、一時停止します。再
度「Mode」ボタンを押すと、カウントダウンが継続します。

カウントダウン中は、時間設定変更はできません。

時間をリセットする場合は、タイマー停止後に「時間」「分」ボタ
ンを同時に押してください。　

秒

分

現在の温度

食材
設定

WELL MEDIUM
RARE

HAM

牛
ウェルダン

牛
ミディアム

牛レア
魚 豚 鶏 ハム

71℃85℃77℃63℃71℃77℃

アイコン

種類

設定温度

食材別設定温度

ストッパー

up
Hour

Time
ONOFF

Down
Min

Mode
Stop

同
時
押
し
で
リ
セ
ッ
ト

電源をオンにした後、左図の絵が表示さ
れるまで電源ボタンを数回押してくださ
い。
※分・秒は前回設定した数値が表示され
　ます。

「Up」ボタンを押すと、「分」を設定する
事ができます。
「Down」ボタンを押すと、「秒」を設定す
る事ができます。
※数値は増やすのみになり、減らす事は
　できません。

バーベキューモード
設定した食材の温度に到達するとアラームを鳴らします。また設定
した温度に到達するとアラームを鳴らすこともできます。

食材を設定しアラームを鳴らす
電源を入れた後、左図の絵が表示される
まで電源ボタンを数回押してください（食
材の画像が表示されます）

「Mode」ボタンを押すと、食材のアイコン
が点滅します。

左の「Up」または「Down」ボタンを押す
と、食材のアイコンが変わり、設定温度が
表示されます。
※下記の表を参考にアイコンを選んでく
　ださい。

Modeボタンを2回押すと計測が始まり、
設定温度になるとアラームが鳴ります。ア
ラーム音を止める場合は、ボタンを押して
ください（どのボタンでも止まります）

「Mode」ボタンを2回押すと、温度
が点滅します。

左の「Up」または「Down」ボタンを
押して、温度の設定をしてくださ
い。

「Modeボタン」を押すと、計測が始
まり、設定温度になるとアラームが
鳴ります。

アラーム音を止める場合は、ボタン
を押してください（どのボタンでも
止まります）
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● 安全上のご注意　　　　　

必ずお守りください
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。

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

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！

電池は火中に投じない。
（破裂のおそれ）

本体や電池は乳幼児の手の
届くところに置かない。
（誤飲のおそれ）

本体の分解や改造をし
ない。（故障・怪我の原
因）

強い静電気や電磁波
（IH調理器や電子レン
ジなど）に近づけな
い。（誤作動・故障の
原因）

電池は⊕⊖の方向を正しく
入れる。（故障の原因）

プローブ先端は尖っている
ため十分に注意して取り扱
う。（怪我の原因）
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● 仕様ご注意

※高温を測定する場合には、トングの持ち手を高温にさ
らさないでください。
※高温を測定する際は、温度により火傷等が起きないよ
う注意してください。
※調理中の食品温度を測定する場合は、火を止めてから
おこなってください。
※固定したり、差したままにしないでください。
※強い静電気や電磁波（IH調理器や電子レンジなど）に
近づけないでください。誤作動、故障の原因になります。
※電子レンジの中での温度測定はしないでください。
※トングを洗う時は、汚れを流水で流してください。LCD
モニター部は防水ではありません。トングを完全に水に
つけて洗わないでください。
※小さなお子様の手の届くところで保管、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。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※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。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※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。

サイズ
重量
電源
感知範囲
測定精度

防水性能
付属品

幅45×高さ395×奥行30（mm）
195ｇ（乾電池含まず）
単四乾電池2本（別途ご用意ください）
-50～ 300℃
±1℃（0～200℃）
±2℃（-50～ 0℃）
±3℃（200～ 300℃）
IPX6（金属部のみ）
本体、日本語取扱説明書

● 温度の測り方

プローブを食材に挿すと、その食材の温
度がLCDモニターに表示されます。

熱い食材の温度を測った直後にプローブに触れない
でください。
高温になっている場合があり、火傷や怪我のおそれ
があります。

プローブ

ストッパーを下げると
トングを開く事が出来ます

● お手入れ方法

①プローブ部を外します。【乾電池をセットする】を参照に、LCD
モニターを外します。

⑤黒い■を引っ張るとプローブ部が外れます。

⑥プローブの金属部をキレイに洗ってください。

⑦プローブ部を外したトングも、金属部をキレイに洗ってくださ
い。LCDモニターが付いていない方の黒いハンドル部も水洗
い可能ですが、絶対にLCDモニターが付いている黒いハンドル
は洗わないでください。

⑧LCDモニター部が汚れた場合は、表面を固く絞った布巾など
で汚れをふき取り、その後乾いた布で水分を完全にふき取って
ください。絶対にLCDモニター内部は濡らしたり、洗わないで
ください。故障のおそれがあります。

⑨完全に乾いたら、逆の手順でプローブ部をトングにセットして
ください。

プローブ部の黒い■は防水ではありません。絶対に濡らした
り、洗わないでください。故障のおそれがあります。

②プローブの先にある黒い■をスライドさせます。

④反対側から黒い■を押して外します。

下に押して
外す 引っ張って外す

ご注意WEB
公開用

WEB
公開用


