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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。

家庭用

保証期間 : 購入日より 12 ヶ月

安全上のご注意
安全上のご注意

必ずお守りください
必ずお守りください

WEB

公開用

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
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。
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。
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。
●表示の説明
●表示の説明
取り扱いを誤った場合、傷害を負う、また
取り扱いを誤った場合、傷害を負う、また

警 取り扱いを誤った場合、死亡または重
告 取り扱いを誤った場合、死亡または重
注 は物的損害が発生することが想定される内
意 は物的損害が発生することが想定される内
！ 警
！告
！ 注
！意
傷を負う可能性が想定される内容です。
傷を負う可能性が想定される内容です。
容です。
容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。
●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。
禁止（してはいけない内容）を示します。
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。
強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、
・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。
「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。
・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。
・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。
・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。

警告
！ 警
！告

改造や分解をしない。修理技術者以外の
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
人は分解したり、修理をしない
火災・感電・怪我の原因。
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。
修理は弊社サポートまでご相談ください。

本体・電源コードを水につけたり、水をか
本体・電源コードを水につけたり、水をか
けたり、丸洗いしない
けたり、丸洗いしない
交流 100V
交流 100V
以外では使用しない
以外では使用しない

定格 15A
定格 15A
以上のコンセントを単独で使う
以上のコンセントを単独で使う

! !

感電・ショート・発煙・発火の原因。
感電・ショート・発煙・発火の原因。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ
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
ントから抜いておこなう
感電・発火・故障の原因。
感電・発火・故障の原因。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持
電源プラグを抜くときは、電源コードを持
たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
感電・発火の原因。
感電・発火の原因。

使用時以外は差込プラグをコンセントか
使用時以外は差込プラグをコンセントか
ら抜く。
ら抜く。

怪我ややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の
怪我ややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の
原因。原因。

ぬれた手で、
ぬれた手で、
電源プラグの抜き差しをしない
電源プラグの抜き差しをしない
感電・怪我のおそれ。
感電・怪我のおそれ。

電源コードに蒸気をあてない
電源コードに蒸気をあてない
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火災・感電・発火の原因。
火災・感電・発火の原因。

火災・感電の原因。
火災・感電の原因。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に
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
付着したほこりはふき取る

! !

ショート・感電・火災・故障の原因。
ショート・感電・火災・故障の原因。

火災・感電・故障の原因。
火災・感電・故障の原因。

電源プラグは根本まで確実に差し込む
電源プラグは根本まで確実に差し込む

! !

火災・感電の原因。
火災・感電の原因。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、
電源コードを傷つけたり、破損させたり、
加工したり、
加工したり、
無理に曲げたり、
無理に曲げたり、
引っ張ったり、
引っ張ったり、
ねじったり、束ねて使用しないでください。
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
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。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

アースを必ず取り付ける
アースを必ず取り付ける

故障や漏電時、感電の原因になります。アース
故障や漏電時、感電の原因になります。アース
工事は、必ず電気工事店などに依頼してくださ
工事は、必ず電気工事店などに依頼してくださ
い。（工事費は本体価格に含まれません）
い。（工事費は本体価格に含まれません）

電源コードが傷んでいたり、コンセント
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
の差し込みが緩いときは使用しない
感電・ショート・発火の原因。
感電・ショート・発火の原因。

電源プラグをなめさせない
電源プラグをなめさせない

感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせな
感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせな
いように注意してください。
いように注意してください。

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

穴・すき間・開口部に指を入れたり、ピン
穴・すき間・開口部に指を入れたり、ピン
や針金などの金属物を入れない
や針金などの金属物を入れない
火傷・感電・やけどの原因。
火傷・感電・やけどの原因。

安全上のご注意
安全上のご注意

必ずお守りください
必ずお守りください

WEB

公開用

警告
！ 警
！告

揚げ物調理はしない
揚げ物調理はしない
火災の原因。
火災の原因。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使
製品に異常が発生した場合は、すぐに使
用を中止する
用を中止する

! !

本体を持ち運ぶときは、充分冷めてから
本体を持ち運ぶときは、充分冷めてから
おこなう
おこなう

! !

火傷・怪我の原因。
火傷・怪我の原因。

通電したまま放置するなど、使用中にそ
通電したまま放置するなど、使用中にそ
の場を離れない
の場を離れない
火災・発火・発煙の原因。
火災・発火・発煙の原因。

注ぎ口や蒸気口に触れたり、
注ぎ口や蒸気口に触れたり、
手や顔を近づけ
手や顔を近づけ
ない ない
感電・怪我のおそれ。
感電・怪我のおそれ。

満水目盛
満水目盛
(MAX1
(MAX1
リットル
リットル
) 以上の水や
) 以上の水や
材料をいれない
材料をいれない

お湯がふきこぼれて火傷・感電・怪我の原因。
お湯がふきこぼれて火傷・感電・怪我の原因。

使用中は、無理にふたを開けない。移動
使用中は、無理にふたを開けない。移動
させない。
させない。
火傷・怪我の原因。
火傷・怪我の原因。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・
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。
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、
・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
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
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりす
る
る
・本体がいつもと違って以上に熱くなったり、焦げ
・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
臭いにおいがする
・本体が動作しない
・本体が動作しない
など など
上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源
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
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。
売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

屋外で使用しない
屋外で使用しない
漏電・感電の原因。
漏電・感電の原因。

調理以外の用途では使用しない
調理以外の用途では使用しない
火傷・怪我の原因。
火傷・怪我の原因。

注意
！ 注
！意

不安定な場所や熱に弱い敷物の上、火の
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
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
すい場所などでは使用しない
怪我・火災の原因。
怪我・火災の原因。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない
缶詰や瓶詰などを直接加熱しない

破裂や赤熱して、火傷・怪我のおそれ。
破裂や赤熱して、火傷・怪我のおそれ。

壁や家具の近くで使用しない
壁や家具の近くで使用しない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の
原因。原因。

電源ケーブルを持って本体をひきずらない
電源ケーブルを持って本体をひきずらない
故障・事故の原因。
故障・事故の原因。

お手入れは充分冷めてからおこなう
お手入れは充分冷めてからおこなう

! !

火傷・怪我の原因。
火傷・怪我の原因。

使用中鍋を押し込まない
使用中鍋を押し込まない

お湯がふきこぼれて火傷・感電・怪我の原因。
お湯がふきこぼれて火傷・感電・怪我の原因。

製品の上に不安定なもの、花瓶など水を
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
入れた容器をのせない
感電・ショート・発火の原因。
感電・ショート・発火の原因。

水まわり、風呂場など水のかかる場所では
水まわり、風呂場など水のかかる場所では
使用しない
使用しない
ショート・感電・火災の原因。
ショート・感電・火災の原因。

沸騰中注ぎ口に手や顔、水気に弱いもの
沸騰中注ぎ口に手や顔、水気に弱いもの
を近づけない
を近づけない
怪我・火傷・故障の原因。
怪我・火傷・故障の原因。

次のような場所では使用しない
次のような場所では使用しない

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

使用中、ふたを押し込まない
使用中、ふたを押し込まない

お湯がふきこぼれて火傷・感電・怪我の原因。
お湯がふきこぼれて火傷・感電・怪我の原因。
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安全上のご注意
安全上のご注意

必ずお守りください
必ずお守りください

WEB

公開用

注意
！ 注
！意

使用中は本体から離れない
使用中は本体から離れない
発火のおそれ。
発火のおそれ。

水やだし汁を沸かすときは、ふきこぼれ
水やだし汁を沸かすときは、ふきこぼれ
に十分気を付ける
に十分気を付ける

! !

感電・ショート・火災・火傷・故障の原因。
感電・ショート・火災・火傷・故障の原因。

空だきをしない
空だきをしない

変形・変質・故障の原因。
変形・変質・故障の原因。

蒸しもの料理などでふたを開けるときは
蒸しもの料理などでふたを開けるときは
蒸気に注意する
蒸気に注意する

! !

火傷のおそれ。
火傷のおそれ。

長時間過熱したときはふたに素手でふれ
長時間過熱したときはふたに素手でふれ
ない ない
変形・変質・故障の原因。
変形・変質・故障の原因。

使用中や使用後しばらくは、
使用中や使用後しばらくは、
高温部に触れな
高温部に触れな
い
い
火傷の原因。
火傷の原因。

重曹などの熱に反応して発泡するものは
重曹などの熱に反応して発泡するものは
使用しない
使用しない
火傷・故障の原因。
火傷・故障の原因。

本体を落としたり、変形させたりしない
本体を落としたり、変形させたりしない
故障の原因。
故障の原因。

調理量の最大量と最小量を必ず守る
調理量の最大量と最小量を必ず守る

! !

火傷・怪我の原因。
火傷・怪我の原因。
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本体を直接ガスコンロなど直火にかけな
本体を直接ガスコンロなど直火にかけな
い
い
腐食・発火の原因。
腐食・発火の原因。

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

! !

火災・発火の原因。
火災・発火の原因。

使用中や使用後しばらくは、フローリン
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
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
クロスなど）の上に置いたり、持ち運ん
だりしない
だりしない

床面や敷物が熱で変色・変質したり火傷・発火・
床面や敷物が熱で変色・変質したり火傷・発火・
火災の原因。
火災の原因。

ふたを持って移動しない
ふたを持って移動しない

落下による怪我・故障の原因。
落下による怪我・故障の原因。

揚げ物・焼き物・炒め物をしない
揚げ物・焼き物・炒め物をしない

油を入れると高温となり、破損・故障の原因。
油を入れると高温となり、破損・故障の原因。

市販のタイマー機器を接続して使用しな
市販のタイマー機器を接続して使用しな
い
い
故障の原因。
故障の原因。

ふたなどは付属品以外のものを使用しな
ふたなどは付属品以外のものを使用しな
い
い
破損・故障の原因。
破損・故障の原因。
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本体本体

蓋

WEB

①

公開用

本体各部名称
本体各部名称
/ 付属品
/ 付属品

①

③

②

③

②

蓋

①

⑨

④

THANKOTHANKO

⑤

④

⑥

⑥

⑤

⑦

蓋持ち手
蓋持ち手
⑦

⑧

⑧

電源コード
電源コード

⑨

①本体持ち手
①本体持ち手
②電源
②電源
/ 火力ダイヤル
/ 火力ダイヤル
③電源ランプ
③電源ランプ
④フック
④フック
⑤蓋持ち手穴
⑤蓋持ち手穴
⑥蓋持ち手
⑥蓋持ち手
⑦湯切り穴
⑦湯切り穴
⑧電源コード
⑧電源コード
⑨電源プラグ
⑨電源プラグ

◆電源
◆電源
/ 火力ダイヤル
/ 火力ダイヤル
ダイヤルを回すと電源オン
ダイヤルを回すと電源オン
/ オフ
/ オフ
火力の調整ができます。
火力の調整ができます。
電源が入ると電源ランプが赤に点灯し
電源が入ると電源ランプが赤に点灯し
ます。
ます。

電源ランプ
電源ランプ
電源ダイヤルマーク
電源ダイヤルマーク

◆付属品
◆付属品

ポーチ
ポーチ

蒸し台
蒸し台

電源ダイヤルのマークについて
電源ダイヤルのマークについて
…電源オフ
…電源オフ
…温度弱
…温度弱
…温度強
…温度強

◆温度について
◆温度について
1（温度弱）はゆっくりと温度が上がり
1（温度弱）はゆっくりと温度が上がり
ます。満水時水温
ます。満水時水温
26℃から
26℃から
100℃に
100℃に
なるまで約
なるまで約
17 分かかります。煮込み
17 分かかります。煮込み
蒸し台
蒸し台
料理などにお使い下さい。
料理などにお使い下さい。
持ち手
持ち手
2（温度強）は素早く温度が上がり、
2（温度強）は素早く温度が上がり、
満水時水温
満水時水温
26℃から
26℃から
100℃になるま
100℃になるま
で約 で約
8 分かかります。
8 分かかります。
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WEB

●持ち手を外す
●持ち手を外す

公開用

準備準備
購入時、蓋が本体に固定されてい
購入時、蓋が本体に固定されてい
る場合は、本体持ち手を蓋から外
る場合は、本体持ち手を蓋から外
してください。
してください。

本体持ち手
本体持ち手

①蓋に持ち手を差し込む
①蓋に持ち手を差し込む

蓋持ち手穴に蓋持ち手を裏から
蓋持ち手穴に蓋持ち手を裏から
挿し込んでください。
挿し込んでください。

蓋

蓋

蓋持ち手
蓋持ち手

1. 蓋持ち手を裏から入れる
1. 蓋持ち手を裏から入れる2. 組立図
2. 組立図

②蒸し台に持ち手を差し込む
②蒸し台に持ち手を差し込む

蒸し台に持ち手を裏から挿し込んで
蒸し台に持ち手を裏から挿し込んで
ください。
ください。

持ち手
持ち手

挿し込みましたら持ち手を
挿し込みましたら持ち手を
90 度
90 度

回転させ、持ち手を固定してください。
回転させ、持ち手を固定してください。

1. 持ち手を裏から入れる
1. 持ち手を裏から入れる
2.902.90
度回転させる
度回転させる

③本体を伸ばす
③本体を伸ばす

本体を片手で持ち、シリコン部分を上へ
本体を片手で持ち、シリコン部分を上へ
ひっぱって本体を伸ばしてください。
ひっぱって本体を伸ばしてください。

本体 本体
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シリコン
シリコン

調理調理

WEB

公開用

①電源ケーブルを接続します。
①電源ケーブルを接続します。

※電源は必ず
※電源は必ず
AC100V
AC100V
をご使用ください。
をご使用ください。

※電源ケーブルの抜き差しは、電源
※電源ケーブルの抜き差しは、電源
/ 火力ダイヤル
/ 火力ダイヤル

を【◯】
を【◯】
（電源オフ）にして行ってください。
（電源オフ）にして行ってください。

※電源プラグをコンセントに確実に差し込んでく
※電源プラグをコンセントに確実に差し込んでく
ださい。
ださい。

※必ず水平な場所でご使用ください。
※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
※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。
でください。

②鍋に水またはだし汁を入れる
②鍋に水またはだし汁を入れる

使用する場合は、先に水やだし汁などの液体を
使用する場合は、先に水やだし汁などの液体を
入れてください。
入れてください。

THANKO

THANKO

水の量は、鍋の内側に書かれている線を目安に、
水の量は、鍋の内側に書かれている線を目安に、
MIN MIN
から から
MAXMAX
まで水を入れて下さい。それ以
まで水を入れて下さい。それ以
上入れると沸騰した場合鍋から溢れるおそれが
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。蓋をしてください。
あります。蓋をしてください。

MAX MAX

具材を多く入れる料理は、具材を入れてから
具材を多く入れる料理は、具材を入れてから

MIN MIN

出汁を注ぎ、水量を調整してください。
出汁を注ぎ、水量を調整してください。

色の濃い出汁（例：キムチ鍋の素など）を
色の濃い出汁（例：キムチ鍋の素など）を
入れるとシリコン部分に色が付く場合が
入れるとシリコン部分に色が付く場合が
ありますが、品質に問題はありません。
ありますが、品質に問題はありません。

③電源ダイヤルを弱
③電源ダイヤルを弱
/ 強に合わせる
/ 強に合わせる

●
●
食材によって
食材によって
（温度弱）
（温度弱）
・もしくは
・もしくは
●（温度強）に
●（温度強）に
ダイヤルを合わせます。
ダイヤルを合わせます。

電源オン
電源オン
弱

（ランプ赤）
（ランプ赤）

弱
強

強

使用中はランプが赤に点灯します。
使用中はランプが赤に点灯します。

使用中は高温になりますので、側面のシリコン
使用中は高温になりますので、側面のシリコン
部分に触れないようにしてください。
部分に触れないようにしてください。

※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。
※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。
使用するにともない出なくなります。
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公開用

調理つづき
調理つづき

WEB

④食材を入れ、調理をする
④食材を入れ、調理をする

THANKO

鍋に具材を入れ、蓋をして調理してください。
鍋に具材を入れ、蓋をして調理してください。

警告
！ 警
！告

THANKO

使用中や使用後しばらくは、取っ手以外の
使用中や使用後しばらくは、取っ手以外の
側面の高温部に触れない
側面の高温部に触れない

MAX MAX

火傷の原因になります。特にお子さまには触ら
火傷の原因になります。特にお子さまには触ら

MIN MIN

せないように注意してください。
せないように注意してください。

側面のシリコン部分は、大変高温になります
側面のシリコン部分は、大変高温になります
ので絶対に触れないでください。
ので絶対に触れないでください。

また、調理中絶対に鍋を折りたたまないで
また、調理中絶対に鍋を折りたたまないで
ください。
ください。

⑤蒸し台を使って調理する
⑤蒸し台を使って調理する

鍋に 鍋に
300ml
300ml
〜 400ml
〜 400ml
くらいの水を入れ、
くらいの水を入れ、

THANKO

THANKO

蒸し台をセットしてください。
蒸し台をセットしてください。

蒸し台の上に食材を載せ、蓋をして、電源を入れ
蒸し台の上に食材を載せ、蓋をして、電源を入れ
てください。
てください。

警告
！ 警
！告

蒸し台をセットする時は必ず電源を切る
蒸し台をセットする時は必ず電源を切る

火傷の原因になります。蒸し台をセットする時
火傷の原因になります。蒸し台をセットする時

蒸し台
蒸し台

は必ず電源を切ってください。
は必ず電源を切ってください。

⑥液体を捨てる
⑥液体を捨てる

鍋の液体を捨てる時は
鍋の液体を捨てる時は

持ち手をしっかり持ち、
持ち手をしっかり持ち、
液体を捨ててください。
液体を捨ててください。

蓋をしたまま湯切り穴から
蓋をしたまま湯切り穴から

TH

AN

KO

TH

AN

KO

液体を捨てることもできます。
液体を捨てることもできます。
液体を捨てる時は冷めてから
液体を捨てる時は冷めてから
捨ててください。
捨ててください。

持ち手
持ち手

液体は冷めてから捨てる
液体は冷めてから捨てる

火傷の原因になります。
火傷の原因になります。
警告
！ 警
！告
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コードは抜いてください
コードは抜いてください

液体は十分に冷めてから捨ててくださ
液体は十分に冷めてから捨ててくださ

持ち手
持ち手

WEB

①電源をオフにする
①電源をオフにする

公開用

調理後
調理後
電源ダイヤルを【○】に回し、電源を切ってくだ
電源ダイヤルを【○】に回し、電源を切ってくだ
さい。
さい。

②電源ケーブルを抜く
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
本体とコンセントから電源ケーブルを
抜いてください。
抜いてください。

本体が十分に冷めてから、お手入れを
本体が十分に冷めてから、お手入れを
してください。
してください。

※使用中や使用後しばらくは側面が熱くなりますので、
※使用中や使用後しばらくは側面が熱くなりますので、
火傷に注意してください。
火傷に注意してください。

お手入れ
お手入れ

注意
！ 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。
※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。
※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。
※本体に水をかけたり、水洗いをしないでください。
※本体に水をかけたり、水洗いをしないでください。
※漂白剤などの薬剤は使用しないでください。
※漂白剤などの薬剤は使用しないでください。

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。
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。

◇鍋の中
◇鍋の中

鍋の中はスポンジと食器用洗剤を使い、洗って
鍋の中はスポンジと食器用洗剤を使い、洗って

ください。洗い終わりましたら、ふきんで水滴を
ください。洗い終わりましたら、ふきんで水滴を
拭き取り、よく乾燥させてください。
拭き取り、よく乾燥させてください。

鍋の外側、本体の丸洗いは絶対に
鍋の外側、本体の丸洗いは絶対に
しないでください。
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
（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）
水がかかると故障の原因となります）

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。
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。
シリコン、鍋底のステンレス部分を金属たわしで洗わないで下さい。
シリコン、鍋底のステンレス部分を金属たわしで洗わないで下さい。
傷が付きます。
傷が付きます。
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WEB

◇本体
◇本体

公開用

お手入れつづき
お手入れつづき
ヨゴレは、水またはぬるま湯に浸した柔らかい
ヨゴレは、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。
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
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
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
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。
きれいにふき取ってください。

本体の丸洗いは絶対にしないでください。
本体の丸洗いは絶対にしないでください。

折りたたむ
折りたたむ

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。
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、付属の袋に収め、直射日光や湿気を避けて
お手入れをしたあとよく乾燥させ、付属の袋に収め、直射日光や湿気を避けて
保管してください。
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。
※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。

フック
フック

THANKOTHANKO

本体持ち手
本体持ち手

◇折りたたむ
◇折りたたむ

本体に蓋をかぶせます。
本体に蓋をかぶせます。

蓋

蓋

左右の持ち手を、蓋のフックに引っ掛けて、蓋を固定します。
左右の持ち手を、蓋のフックに引っ掛けて、蓋を固定します。
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折りたたむつづき
折りたたむつづき

WEB

公開用

蓋をしましたら、上から垂直に押し込んで折りたたんでください。
蓋をしましたら、上から垂直に押し込んで折りたたんでください。
折りたたみましたら、付属のポーチに収めて保管してください。
折りたたみましたら、付属のポーチに収めて保管してください。

！ 警！告警 告

折りたたむ際、シリコンが電源スイッチに
折りたたむ際、シリコンが電源スイッチに
引っかからないようにお気をつけください。
引っかからないようにお気をつけください。

海外で使う
海外で使う

電圧を切替える
電圧を切替える

本体の底に電圧の切替スイッチがありますのでコインなどで回して切替えてください。
本体の底に電圧の切替スイッチがありますのでコインなどで回して切替えてください。
日本で使う時は「100V-110V」に設定し、
日本で使う時は「100V-110V」に設定し、

海外で使う時は「220V-240V」に設定してください。
海外で使う時は「220V-240V」に設定してください。
※海外では地域によって電圧が変わります。
※海外では地域によって電圧が変わります。

ご使用になりたい地域の電圧を事前に確認し、ご使用ください。
ご使用になりたい地域の電圧を事前に確認し、ご使用ください。

（海外でのご使用に関してはサポート対象外となります）
（海外でのご使用に関してはサポート対象外となります）

220W

240W

100W

110W

220W

240W

100W

110W

220V 220V
100V 100V

240V 240V
110V 110V
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公開用

困ったときは
困ったときは
症状 症状

原因 原因

処置 処置

温度が上がらない
温度が上がらない 電源コードがコンセントから外れて
電源コードがコンセントから外れて
電源コードをコンセントに根元ま
電源コードをコンセントに根元ま
いませんか。
いませんか。

で確実に差し込んでください。
で確実に差し込んでください。

沸騰に時間がかかる
沸騰に時間がかかる
温度が弱になっていませんか。
温度が弱になっていませんか。 温度を強にしてください。
温度を強にしてください。

電源コードがコンセントから抜けて
電源コードがコンセントから抜けて
電源コードをコンセントに根元ま
電源コードをコンセントに根元ま
ランプが点灯しない
ランプが点灯しない
いませんか。
いませんか。
で確実に差し込んでください。
で確実に差し込んでください。
なかなか折りたたむ
蓋をかぶせていますか。
なかなか折りたたむ
蓋をかぶせていますか。
ことができない
ことができない

蓋をかぶせ、フックに持ち手をか
蓋をかぶせ、フックに持ち手をか
け、真上から垂直に押し込んで
け、真上から垂直に押し込んで
ください。
ください。

初めて使用するときは、においが出
初めて使用するときは、においが出
使用するにともない、出なくなり
使用するにともない、出なくなり
ゴムのにおいがする
ゴムのにおいがする
ることがあります。
ることがあります。
ます。ます。

点検のお願い
点検のお願い

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。
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。

◆こんな症状はありませんか？
◆こんな症状はありませんか？

◆異常があれば
◆異常があれば

●電源コード、電源プラグが異常に熱い
●電源コード、電源プラグが異常に熱い

●電源コード、電源プラグに深い傷や変形がある
●電源コード、電源プラグに深い傷や変形がある

●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりす
●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりす
る。 る。

●こげくさいにおいがする。
●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。
●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。
●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
●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。いる。
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ご使用中止
ご使用中止
!! !!

故障や事故防止のため、電源を切り、電
故障や事故防止のため、電源を切り、電
源コードをコンセントから抜いて、必ず
源コード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。
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。
ホコリやごみを取り除いてください。

WEB

公開用

仕様
仕様
サイズ（使用時）
サイズ（使用時）幅約 165×
幅約 165×
高さ約高さ約
165×
165×
奥行約奥行約
165(mm)
165(mm)
サイズ（折りたたみ時）
サイズ（折りたたみ時）
幅約 165×
幅約 165×
高さ約高さ約
90×90×
奥行約奥行約
165(mm)
165(mm)
重量 重量

約 560g
約 560g

定格入力電圧
定格入力電圧

100-110V/220-240V
100-110V/220-240V

定格周波数
定格周波数

50/60Hz
50/60Hz

定格消費電力
定格消費電力

100-110V：600W
100-110V：600W
/220-240V：800W
/220-240V：800W

鍋容量鍋容量

1L

安全装置
安全装置

温度過昇防止機能、温度ヒューズ
温度過昇防止機能、温度ヒューズ

内容品内容品

本体、蓋、蓋持ち手、蒸し台、蒸し台持ち手、電源コード、
本体、蓋、蓋持ち手、蒸し台、蒸し台持ち手、電源コード、

1L

ポーチ、日本語説明書
ポーチ、日本語説明書

ケーブル長
ケーブル長

約 85cm
約 85cm

保証期間
保証期間

購入日より
購入日より
12 ヶ月
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。
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※使用しない場合はコンセントを抜いてください。
※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。
※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。
※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。
※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。
※分解しないでください。

※修理・改造をしないでください。
※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、
※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。
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。
※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
※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。
容と異なる場合があります。
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公開用

故障かな？と思ったら
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
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。
いただきます。
●不具合の症状を記載したメモ
●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
●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）
（納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物）
●商品一式
●商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき、すべて同梱の上、下記住所
が必要となります。保証期間をご確認いただき、すべて同梱の上、下記住所
までご送付ください。
までご送付ください。
＜返送時の送料について＞
＜返送時の送料について＞
商品お届け日より
商品お届け日より
1 週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払い
1 週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払い
にてご送付いただけます。1
にてご送付いただけます。1
週間を過ぎている場合の送料はお客様負担とな
週間を過ぎている場合の送料はお客様負担とな
ります。
ります。

＜交換品の到着について＞
＜交換品の到着について＞
返送品が弊社到着後「着日〜
返送品が弊社到着後「着日〜
3 日」程で交換品の返送手配を致します。
3 日」程で交換品の返送手配を致します。
（土日・祝日・弊社が定める休業日を除く）
（土日・祝日・弊社が定める休業日を除く）

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関しては
※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関しては
サポート対象外となります。
サポート対象外となります。
※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jp
※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jp
まで、メールでご連
まで、メールでご連
絡をお願いいたします。
絡をお願いいたします。
不良品のご送付先
不良品のご送付先

お問合せメールアドレス：support@thanko.jp
お問合せメールアドレス：support@thanko.jp
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