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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
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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、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

●表示の説明

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。

●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

水まわり、風呂場など水のかかる場所では
使用しない

!

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。

ショート・感電・火災の原因。

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。

!

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
・本体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
・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、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

火災・感電・故障の原因。
交流100V以外では使用しない

! 感電・ショート・発煙・発火の原因。
定格15A以上のコンセントを単独で使う

使用中や使用後しばらくは、プレート、本体
取っ手以外の側面の高温部に触れない。手や
足を近づけない
火傷のおそれ。

運転中は、絶対に庫内や食器、メッシュ
トレイに触れない

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗
いしない
ショート・感電・火災・故障の原因。

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、束ねて使用しないでください。
また重い物を載せて使用しないでください
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

安全上のご注意

！ 注意

必ずお守りください

怪我・火災の原因。

!

不安定な場所や熱に弱い敷物の上、火の
近く、燃えやすいものの近く、すべりや
すい場所などでは使用しない

破裂や赤熱して、火傷・怪我のおそれ。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない

火傷・感電・火災の原因。

調理以外の目的で使用しない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の
原因。

壁や家具の近くで使用しない

感電・ショート・発火の原因。

製品の上に不安定なもの、花瓶など水を
入れた容器をのせない

破損・故障・感電・怪我の原因。

本体やプレートの上にのったり重いもの
をのせない。強い衝撃を与えない

変質・破損・怪我・事故の原因。

掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレー
を吹き付けない

・火気（コンロ・ストーブ）などの近くや直射
日光のあたる所
・高温（40度以上）になる所
・ほこりや金属片の多い所
・油・油煙・引火性のガスのある所
・雨や水のかかる場所や湿気の多い所

次のような場所では使用しない

火災の原因。
揚げ物調理はしない

火災・発火・発煙の原因。

通電したまま放置するなど、使用中にそ
の場を離れない

火災の原因。

直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッ
キングヒーターなど）、電気ヒーターな
どの上に載せない

発火・火災の原因。

必要以上に加熱しない

故障・事故の原因。

電源ケーブルを持って本体をひきずらない

故障・発煙・発火の原因。

異物が付着したまま使用しない

製品の変質や劣化による破損・故障・怪我・事
故の原因。

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・
たわし・化学ぞうきんなどは使用しない

故障・火災・事故の原因。

本製品は一般家庭用です。絶対に業務用
に使用しない

発煙・発火の原因。

使用後は毎回お手入れをする

! 火傷・怪我の原因。

お手入れは充分冷めてからおこなう!
火傷・怪我の原因。

本体を持ち運ぶときは、充分冷めてから
おこなう

感電・ショート・発火の原因。

電源コードを抜く時はコード部分を引っ
張らないでください。必ず先端のプラグ
部分をもって引き抜く

怪我ややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の
原因。

使用時以外は、電源プラグをコンセント
から抜く

！ 警告
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①鍋　②ホットプレート　③鍋 LEDライト　④鍋電源ダイヤル
⑤ホットプレート LEDライト　⑥ホットプレート電源ダイヤル
⑦取っ手　⑧電源ポート

◆左右電源ダイヤル
左のダイヤルが鍋の電源、右のダイヤ
ルがホットプレートの電源になり、ダ
イヤルの横のランプはそれぞれ電源オ
ンになると赤に点灯します。
ダイヤルを回すと電源オン /オフ、温
度調整ができます。

◆鍋・プレートの温度について
1（温度弱）はゆっくりと温度が上がり、
約200°を保ちます。
2（温度強）は素早く温度が上がり、
約230°を保ちます。
サーモスタットが自動的に働き（カチッ
と音が鳴ります）温度をコントロール
します。

電源ダイヤルの数字について
0…電源オフ
1…温度弱
2…温度強

付属品

ガラス蓋 電源ケーブル

① ②

③④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

左（鍋）側操作 右（ホットプレート）側操作

安全上のご注意
！ 注意

必ずお守りください

火災の原因。

!

燃えやすいものを本体の上にのせたり、
本体の下に入れて使用しない

プレートの腐食の原因。

調理物・水・油分が残ったままの状態で
放置しない

コーティングが傷付き、腐食の原因。

プレートに金属製のヘラ・ナイフ・フォー
クなどを使用しない

変形・変質・故障の原因。

から焼きをしない

腐食・発火の原因。

本体を直接ガスコンロなど直火にかけな
い

床面や敷物が熱で変色・変質したり火傷・発火・
火災の原因。

使用中や使用後しばらくは、フローリン
グ・畳・絨毯・熱に弱い敷物（テーブル
クロスなど）の上に置いたり、持ち運ん
だりしない

プレートの傷の原因。

ヘラの先端や角部などでプレートの表面
を強くこすらない
プレートのコーナーを強くこすらない

火災・発火の原因。

使用中や使用後しばらくはカーテンや新
聞紙などの燃えやすいものが接触しない
ようにする

ご使用前にホットプレートの点検を行って下さい
ご使用中にコードや電源プラグが異常に熱くなる・ダイヤルを0（電源オフ）にしてもランプが消灯しない・
その他異常や故障がある

こんな症状のときは故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず弊社サポー
トまでご相談ください。

プレートのフッ素被膜は使用により消耗します。
●色むらができたりはがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響（害）はなく、
調理をする上で問題なくご使用いただけます。
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①電源ケーブルを接続します。
※電源は必ずAC100Vをご使用ください。
※電源ケーブルの抜き差しは、温度ダイヤルが
【0】の時おこなってください。
※電源プラグをコンセントに確実に差し込んでく
ださい。
※必ず水平な場所でご使用ください。
※燃えやすい物、熱に弱い物の近くで使用しない
でください。

③電源ダイヤルを弱 /強に合わせる
食材によって1（温度弱）・もしくは2（温度強）
にダイヤルを合わせます。
鍋・プレートは片方のみの使用も両方同時に使用
することも可能です。使用するプレート側のダイ
ヤルを回してください。使用中のランプが赤に点
灯します。

②鍋に水またはだし汁を入れる
鍋を使用する場合、先に水やだし汁などの液体
を入れてください。
水の量は、鍋の2/3ぐらいの量（※鍋のフチか
ら2cm下程度）までにしてください。それ以上
入れると沸騰した場合鍋から溢れるおそれがあ
ります。ガラス蓋をしてください。
寄せ鍋など具材を多く入れる料理は、具材を入
れてから出汁を注ぎ、水量を調整してください。

※初めて使用するときは、煙やにおいが出ることがありますが使用に問題はありません。
使用するにともない出なくなります。
※安全のため、使用しない側のプレートは電源をオフにしてください。

調理

電源オン 電源オフ

④ホットプレートに油を塗る
ホットプレートを使用する場合は、油を塗ってく
ださい。

⑤食材を入れ、調理をする
鍋に具材を入れる、ホットプレートに具材を置き
調理してください。
ガラス蓋は鍋、プレート両方で使用できます。餃
子などの蒸し調理をする場合は、ホットプレート
側にガラス蓋をかぶせてください。

本製品にはサーモスタットが内蔵されています。サーモスタットはヒーターの温度が上
がりすぎるのを防ぎます。ヒーターへの通電を自動的に入切して温度を一定に保ちます。
※サーモスタットが働くと「カチッ」と音がします。
※サーモスタットがヒーターへの通電を切にしても、ランプは点灯したままになります。
※調理中サーモスタットが温度を一定に保ちます。手動で入切する必要はありません。

※プレートと本体のすき間に水・油・調理物が入らないように注意してください。
※材料などの水分により、油が飛び散る場合があるので注意してください。
※使用中は本体の近くに熱に弱い容器などを置かないでください。変形・発火の原因に
なります。
※金属製のフォーク、ヘラなどは使用しないでください。コーティングがはがれる原因
になります。

調理つづき

油

どちらでも
使用可

！ 警告
使用中や使用後しばらくは、プレート、本
体取っ手以外の側面の高温部に触れない
火傷の原因になります。特にお子さまには触ら
せないように注意してください。
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◇プレート
※プレートは本体から取り外すことはできません。
油ヨゴレや調理くずは、柔らかいふきんやキッチ
ンペーパーに水またはぬるま湯を含ませ、したた
り落ちない程度にしぼってからふき取り、さらに
乾いた柔らかいふきんで充分水分をふき取って、
乾燥させてください。

ホットプレート・鍋は食品に触れる調理器具です。ご使用後は必ずお手入れをして、いつ
も清潔な状態で使用してください。

お手入れ

！ 注意
※お手入れは、必ず電源ケーブルを抜き、本体が冷めてから行ってください。
※食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。
※本体鍋・プレート以外に水をかけたり、水洗いをしないでください。

調理後

①電源をオフにする
電源ダイヤルを【0】に回し、両方切にしてくだ
さい。

②電源ケーブルを抜く
本体とコンセントから電源ケーブルを
抜いてください。
本体が十分に冷めてから、お手入れを
してください。

※使用中や使用後しばらくは、プレート、本体取っ手以外
の側面が熱くなりますので、火傷に注意してください。

プレートの丸洗いは絶対にしないでください。
調理物が残った状態や異物が付着した状態で放置しないでください。
（本体に防水機能がついていない為、本体に水がかかると故障の原因となります）

◇本体
油ヨゴレや調理くずなどは、水またはぬるま湯に
浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取って
ください。
落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸し
た柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さら
に乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないように
きれいにふき取ってください。

プレートの表面にはフッ素加工が施されています。フッ素加工面を保
護するために次の点に注意してください。
●金属製のヘラや串・ナイフ・フォーク・たわしなどは、プレート表面に傷が付き、
フッ素加工がはがれたり、腐食の原因になるので使用しない。ヘラを使用する場合は、
市販の耐熱樹脂製ヘラか木製ヘラを使用する。
●ヘラの先端や角部などでプレートの表面を強くこすらない。またプレートの角部
（コーナー）を強くこすらない。
●調理物が残った状態や、異物が付着したまま放置しない。
●使用後は必ずお手入れをして、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する。

お手入れつづき

保管の際は、必ずお手入れを行い、よく乾燥させてください。
お手入れをしたあとよく乾燥させ、包装ケースに収めるかポリ袋などをかぶせ、直射日光
や湿気を避けて保管してください。
※湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭・故障の原因になります。

保管

本体の丸洗いは絶対にしないでください。

フッ素加工を長持ちさせるために
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仕様
サイズ

重量

定格入力電圧

定格周波数

定格消費電力

プレートサイズ

鍋容量

安全装置

最大表面温度

内容品

ケーブル長

保証期間

幅342×高さ143×奥行230(mm)

1500g

AC100V

50/60Hz

1200W(600W×2)

（鍋）193×128×60/（ホットプレート）193×128×20(mm)

1.5L

サーモスタット、温度ヒューズ

弱：約200℃　強：約230℃

本体、電源ケーブル、ガラス蓋、日本語説明書

110cm

購入日より12ヶ月

※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※食材がプレートにこびり付いてしまう事を防ぐため、油を敷いてから焼き始め
てください。
※使用しない場合はコンセントを抜いてください。
※本製品は非常に熱くなりますので、火傷にご注意ください。
※子供の手の届かない場所でご使用・保管してください。
※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。
※修理・改造をしないでください。
※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利用を止め、
弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
※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。

プレートの温度が上
がらない

症状 原因 処置

電源ケーブルがコンセントから外れ

ていませんか。

電源プラグをコンセントに根元ま

で確実に差し込んでください。

困ったときは

点検のお願い

使用中に「カチカチ」
と音がする

ヒーターの熱による金属の膨張によ

るものです。

異常ではありませんので、そのま

まお使いください。

ランプが点灯しない
電源プラグがコンセントから抜けて

いませんか。

電源プラグをコンセントに根元ま

で確実に差し込んでください。

煙が出る
においがする

初めて使用するときは、煙やにおい

が出ることがあります。

使用するにともない、出なくなり

ます。

片側しか加熱しない
片方の電源ダイヤルが0になって

いませんか。

電源は左右別々になっています。

両方加熱したい時は、両方の電源

ダイヤルを1もしくは2にして

ください。

安全に長くご愛用いただくために、日ごろから点検をおこなってください。

●電源ケーブル、電源プラグが異常に熱い

●電源ケーブル、電源プラグに深い傷や変形がある

●電源ケーブルを動かすと通電したり、しなかったり

する。

●こげくさいにおいがする。

●器具に触れるとピリピリと電気を感じる。

●その他異常や故障がある。

●電源プラグやコンセントにホコリやごみがたまって

いる。

故障や事故防止のため、電源を切り、電

源プラグをコンセントから抜いて、必ず

サポートセンサーまでご相談ください。

ホコリやごみを取り除いてください。

◆こんな症状はありませんか？ ◆異常があれば

ご使用中止 !!
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故障かな？と思ったら

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応させて
いただきます。

●不具合の症状を記載したメモ
●販売店名の購入日が確認できる書面
（納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物）
●商品一式

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。

●故障かな？と思ったら●
修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

不具合品のご送付先

〒341-0043  埼玉県三郷市栄 4－72－1　
EL 倉庫内 　サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

（月～金 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 18:00 土日祝日を除く）
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html


