
サイズ                幅350×奥行き435×高さ365(mm)
重さ                    6300g
温度                    50℃～230℃
温度・時間設定      ①7つの調理モードから選択
                           ②手動設定（最大60分）
タイマー              最大9時間59分（調理モードのみ使用可）
容量                    10L
電圧                    100V
周波数                 50/60Hz
定額消費電力　     1300W
電源ケーブル長さ  1240mm
内容品                 本体（中に鍋がセット済み）、電源ケーブル、
                          ミトン、焼き網、トング、焼き串、フォーク×2、
                          ネジ×2、リモコン、日本語取扱い説明書

ご注意

サポートのご案内

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの
場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を
記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品
を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の
場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）

http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、Ｑ＆Ａページに記載して
いる場合がございます。
http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田 4 － 9 － 8　神田石川ビル 4階
TEL 03-3526-4328　　FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12;00、13:00-18:00　土日祝日を除く）

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び
　損傷に関してはサポート外となります。

保証期間 ： 12カ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

塊肉回転コンべクションオーブン

Version1.0 . a

型番 ： EPLFTUP4

内容品

ご使用前のご注意

○内容品に記載している以外の物は付属しません。
○本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象
外となります。
○分解しないでください。
○落としたり強い衝撃を与えないでください。
○高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
○小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
○異音や異臭など、なにか異常を感じたらご使用をやめてカスタマ
ーサポートまでご連絡ください。
○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
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● 仕様

ご使用前に本体内部、鍋、焼き網、トング、焼き串、フォーク、ネジを洗ってから、ご使用ください。
● 本体内部：食器洗い洗剤などを含ました濡れふきんで拭いてください。
● 鍋、焼き網、トング、焼き串、フォーク、ネジ：食器洗い洗剤で水洗いをしてください。

①

本体×1
（鍋が中にセットされています）

②

電源ケーブル×1

③

ミトン×1

④

焼き網×1

⑤

トング×1

⑥

焼き串×1

⑦

フォーク×2

⑧

ネジ×2

①排気口をふさがないでください。
　また、調理中は熱くなりますので触れないようにしてください。

この位置でロック

②本体を持ちあげるときは、土台部分を持って持ちあげてください。
　鍋の取っ手は待たないください。
　（底部には簡易的な吸盤がついています。）

③ドームのフタがロックされない時に離すと、
　重さで勢いよく閉じますのでお気を付けください。

④ドームのフタを閉めるとき、ロックを外すのを忘れないでください。
　レバーを下に押すとロックが外れます。

⑥調理後すぐの庫内やヒーター、焼き串や焼き網、鍋など大変熱くなっています。
　やけどしないように気を付けてください。

⑦起動音、操作音が鳴ります。音は消せません。

⑧温度過昇防止装置がついています。
　調理中ヒーターが消えたり付いたりしますが、故障ではありません。

⑤鍋の出し入れの際は、焼き串差し込み口に気を付けてください。

⑨

リモコン×1

①①

③

④

⑤

〇

×

②

WEB
公開用
WEB
公開用
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電源ONにする/ OFFにする

コントロールパネル

調理時間の目安 セッティング

■ 電源ONにする
電源ケーブルを本体背面下部の差し込み口にさします。
もう一方を家庭用コンセントにさします。
コンセントをさすと同時に起動音がなります。
電源ボタンを押すと音が鳴り、電源が入ります。
液晶画面が表示され、スタンバイ状態になります。

■ 電源OFFにする
スタンバイ状態で、電源ボタンを押すと電源OFFになります。
コンセントを抜いてください。

タコ足配線でのご使用は、電力不足に陥る可能性があるため推奨しません。

ローストチキン　             200℃ 25分　焼き串回転
ローストビーフ　             190℃ 15分　焼き串回転
ステーキ        　             190℃ 12 分　焼き網
さんま（1枚）　               230℃ 18 分　焼き串回転
アジの開き（2枚）　     230℃ 18 分　焼き網
トウモロコシ（1本）　   230℃ 25分　焼き串回転
サツマイモ（2本）　     230℃ 30 分　焼き串回転
ソーセージ（6本）       230℃ 18 分　焼き串回転
トースト（２枚）           230℃ 12 分　焼き網
冷凍ピザ（1枚）          200℃ 10 分　焼き網
とんかつ（2枚）           230℃ 15分　焼き網
エビフライ（10本）    200℃ 13分　焼き網
からあげ（10個）       210℃ 15分　焼き網
冷凍フライドポテト      230℃ 20 分　焼き網

あくまで目安となります。
食材の質や大きさなどにより変動します。
お好みの温度・時間を見つけて、調理をお楽しみください。

■焼き串
食材に串をさします。2つのフォークを串に通して、
ネジで固定します。串の尖った方を鍋の串差し込み口
に入れ、反対をフックに掛けます。

■焼き網
鍋に網をいれて、食材をのせます。

■ TIps
・ほんの少量の油を表面に塗って調理すると、焼き色や
風味が増します。
・カラカラ過ぎてして、もう少ししっとりさせたい場合、
鍋に少し水を入れてお試しください。

プラスボタン

調理メニューアイコン
表示エリア

温度・時間設定

タイマー予約

電源・スタート

串回転

調理メニュー

マイナスボタン

温度（上）
時間（下）
※スタンバイ時の表示

調理メニューアイコン
表示エリア

焼き串回転アイコン
表示エリア

電源ボタンWEB
公開用
WEB
公開用

WEB
公開用
WEB
公開用



調理メニューから温度・時間設定を選ぶ

手動で温度・時間設定をする

①「調理メニュー」ボタンを押す。
　選択している調理メニューにアイコンが表示されます。

②「調理メニュー」ボタンを押すごとに、調理メニューが変わります。
　計７種の調理メニューから選択できます。

③お好みの調理メニューを選んだら、「スタート」ボタンを押します。
　ヒーターがつきファンが回り始めて、調理開始です。
　液晶画面には、調理終了までの残り時間がカウントダウンされます。

④時間になると終了音がなり、スタンバイ状態になります。

■ 調理メニューを取り消す
　一度、調理開始をさせて、すぐに再度「スタート」ボタンを押してください。スタンバイ状態にもどります。

■ 調理メニューを選んでから、温度・時間・串回転を自由に設定する
　・「温度・時間設定」ボタンを押してから、プラス&マイナスボタンで変更可。
　・「串回転」を押すごとに、あり/ なしを切り換えられます。

◆調理メニュー
1.Fast　        温度 230℃ 時間15分  串回転なし
2.Chicken　温度 200℃ 時間 25分  串回転あり
3.Nut　        温度 230℃ 時間 25分  串回転あり
4.Bake      　温度 180℃ 時間15分  串回転なし
5.Steam   　温度 200℃ 時間10 分  串回転なし
6.BBQ　  　温度190℃ 時間15分  串回転あり
7.Skewer　  温度 200℃ 時間12分  串回転あり

温度・時間・串回転が、あらかじめセットされているのが、調理メニューです。
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●「串回転あり」の調理メニューを選んだとき、または、アイコンが表示されているときは、スタートボタンを押して、
　調理開始しなくても回転が始まるので、ご注意ください。
●調理中、ドームのフタを開けると、調理が中断されます。フタをしめると調理再開されます。
●調理メニューを選んで、スタートせずそのまま動作がない状態が続くと、スタンバイ状態にもどります。

①「温度・時間設定」ボタンを押す。
　時間の時計アイコンが点滅します。

②時間を設定する。
　設定可能時間：1分～60 分
　プラスボタンを押すごとに進み、
    マイナスボタンを押すごとに戻ります。
　ボタンを長押しすると、進み / 戻りが早くなります。
　「温度・時間設定」ボタンを押して決定します。
　次に、温度の温度計アイコンが点滅します。

③温度を設定する。
　設定可能温度：50℃～230℃
　プラスボタンを押すごとに上がり、マイナスボタンを押すごとに下がります。
　ボタンを長押しすると、上がり/ 下がりが早くなります。
　「温度・時間設定」ボタンを押して決定します。
　
④串回転を選ぶ
　「串回転」ボタンを押すごとに、あり/なしを切り換えられます。ありの時、アイコンが表示され回転が始まります。
　ありの状態の時、「スタート」ボタンを押して調理開始していなくても、回転が始まるので、ご注意ください。
　
④スタートボタンを押して、調理開始します。
　ヒーターがつきファンが回り始めて、調理開始です。液晶画面には、調理終了までの残り時間がカウントダウンされます。

⑤時間になると終了音がなり、スタンバイ状態になります。

温度・時間・串回転を、自由に設定できます。

プラスボタン

調理メニューアイコン
表示エリア

温度・時間設定

タイマー予約

電源・スタート

串回転

調理メニュー

マイナスボタン

温度（上）
時間（下）
※スタンバイ時の表示

調理メニューアイコン
表示エリア

焼き串回転アイコン
表示エリアWEB

公開用
WEB
公開用

WEB
公開用
WEB
公開用
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タイマー予約設定

クリーニング

リモコン

■ 予約を取り消す
　予約設定後、「スタート」ボタンを2回押してください。スタンバイ状態にもどります。

本体コントロールパネルの操作を、リモコンを使って、手元で操作することができます。
※温度・時間・タイマーなどのプラスマイナスボタン長押し早送りはできません。
※開封時、リモコンの乾電池ボックスには、電池絶縁シートが入っています。お使いの際に引き抜いてください。

①「タイマー予約」ボタンを押す。
　時間の時計アイコン下に、
　タイマーアイコンが表示され、点滅します。

②タイマーを設定する。
　設定可能時間：1分後～9時間 59 分後
　プラスボタンを押すごとに進み、
　マイナスボタンを押すごとに戻ります。
　ボタンは押しっぱなしにすると、進み / 戻りが早くなります。
　「スタート」ボタンを押して決定します。

③「調理メニュー」ボタンを押す。
　お好みの調理メニュー（温度・時間）を選びます。
　
④予約を開始する
　「スタート」ボタンを押して、予約完了です。
　液晶画面には、開始までの残り時間がカウントダウンされます。
　
⑤時間になると調理が開始されます。

● 本体内部
　食器洗い洗剤などを含ました濡れふきんで拭いてください。

● 鍋、焼き網、トング、焼き串、フォーク、ネジ
　食器洗い洗剤で水洗いをしてください。

設定した時間後に、調理開始します。
調理モードでセットされた温度・時間のみ予約可能。
手動設定ではできません。

プラスボタン

調理メニューアイコン
表示エリア

温度・時間設定

タイマー予約

電源・スタート

串回転

調理メニュー

マイナスボタン

温度（上）
時間（下）
※スタンバイ時の表示

調理メニューアイコン
表示エリア

焼き串回転アイコン
表示エリアWEB

公開用
WEB
公開用

WEB
公開用
WEB
公開用


