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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
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取扱い説明書に記載した以外の使い方をし
ない

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

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

!

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。

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。

火災・感電・故障の原因。
交流100V以外では使用しない

揚げ物調理はしない
火災の原因。

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
ショート・感電・火災・故障の原因。

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。

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。

火災の原因。また、電磁調理器の上で使用する
と誤動作や故障の原因。

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

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。

電源プラグをなめさせない

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。

電源プラグは根本まで確実に差し込む! 火災・感電の原因。

火災の原因。
プレートの下に燃えやすいものを挟まない

火災・感電・ヤケド・怪我の原因。 2

・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
・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
・不安定な場所や滑りやすい場所
・じゅうたんなどの熱に弱いものの上

次のような場所では使用・保管しない

WEB
公開用

WEB
公開用



安全上のご注意 必ずお守りください

！ 警告

!

!

!

!

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異常に熱くなったり、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
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！ 注 意

ヤケドや火災の原因。

お手入れや収納は本体が十分に冷めてか
ら行う

プレート表面や本体に異物や汚れがついたまま
使用すると火災の原因。

使用後は毎回お手入れする

怪我やヤケドの原因。

プレートの上で缶詰や瓶詰めを温めない

ヤケドの原因。

使用中に金属ヘラなどをプレートに置かない

火災の原因。

使用中は移動させない

発火や火災の原因。

使用中は離れない

火災・感電・事故の原因。

落としたり、強い衝撃を与えない

ヤケドの原因。

使用中・使用直後はプレートや高温部に触れ
ない

火災の原因。

屋外で使用しない

火災の原因。

本製品対応の専用プレート以外使用しない、
また専用プレートを他の調理器具で使用しな
い

本製品は家庭用として設計されているため、業
務用など家庭用以外の用途に使用すると火災な
どの原因。

業務用など家庭用以外の用途に使用しない

使用時は必ずタイマーがオフになっていることを
確認してから電源コードを接続してください。

使用時以外は必ずタイマーOFFにして電
源コードを抜く

感電・発火の原因。

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

怪我・やけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

長時間使用しない時は差込プラグをコン
セントから抜く。WEB

公開用
WEB
公開用
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ご注意
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造

等はサポート保証の対象外となります。 

※本製品は屋内専用です。

※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、保証

の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での

責任は負いかねます。

※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。

※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。

WEB
公開用

WEB
公開用



本体各部名称 /付属品
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【付属品】

【開いた状態】

【閉じた状態】

上蓋

プレート脱着レバー

ヒーター (上 )

①ホットサンドプレート ②ワッフルプレート

プレート取付け穴

ヒーター (下 )

ハンドル

ハンドルロック

加熱ランプ脚
電源ケーブルを巻き付けて
収納できます。

タイマー
電源をON・OFFします。

電源ケーブル

取付けフック

WEB
公開用

WEB
公開用
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本体の開閉方法

【開く】[ハンドル ]を持って [ハンドルロック ]を押しながら開きます。
【閉じる】[ハンドル ]を持って閉じると「カチャッ」っという手応えがあ
り上蓋がロックされます。

1

プレートの脱着方法

プレートを取り付ける (上下共通 )

使用を開始する前に各プレートを台所用洗剤で洗い、しっかり水で流
して乾かしてからご使用ください。

プレートの[取付けフック]を本体の[プレート取付け穴](片側2箇所ずつ)
に差し込み、本体に押し付けて「カチッ」という手応えがあれば取り付け
完了です。プレートを手で動かしてみて外れないことを確認してください。

2 プレートを取り外す(上下共通 )

[ プレート脱着レバー ]をスライドさせ
るとプレートが外れるため、そのまま
取り外してください。
※プレートが勢いよく外れて倒れてく
る場合がございます、手で抑えながら
取り外してください。

プレート
取付け穴 ( 上 )

プレート
取付け穴 ( 下 )

プレート
脱着レバー ( 上 )

プレート
脱着レバー ( 下 )

取付けフック

取付けフック
差し込む

プレート
脱着レバー

スライドさせる

WEB
公開用

WEB
公開用
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使い方 (ホットサンドプレート )

1 材料を用意する

食パンは8枚切りが最適です。
※それ以上厚みのあるパンを無理に使用した場合、ハンドルロックやヒンジ
が破損する恐れがございます。

2 ホットサンドプレートを取り付け、電源
プラグをコンセントに接続する

塗りすぎると垂れてきますので　薄塗りがおす
すめです。

3 本体を開いて、両側のプレートに油ま
たはバターを塗る。

食材を用意し、パンに挟みます。パンの耳はお好みに合わせて切り落として
ください。食パンに薄くバターやマーガリンを塗ると綺麗な焼き上がりとな
ります。

！ 注意

・プレートは一回焼くごとに、残った材料をよく拭き取ってか
ら次の調理を行ってください。
・本体を閉じた時に調理物が溢れないよう量を調整してくださ
い。溢れた場合は綺麗に拭き取ってください。
・水分の多い材料を使用した後は本体を開いたままにして乾か
してください。
・冷凍、冷蔵された材料を使用した場合、中側だけ冷たい場合
があります。
・予熱以外の空焼き、金属ヘラの使用、プレート上の料理の放
置は行わないでください。WEB

公開用
WEB
公開用
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使い方 (ホットサンドプレート )続き

4 パンと具材をのせ、押しつぶすように
本体を閉じてハンドルロックをかける

6 焼きあがったら、木製の箸や串を使用してホットサンドを取り出す

[ タイマー ] のつまみを回してセットすると
加熱ランプが点灯し、加熱が始まります。
焼き上がりの目安時間は4～5分です。時折、
本体を開けて焼き具合を確認してください。

中断する場合は [タイマー ]を OFFに戻し
てください。タイマーがOFFになると
「カチッ♪」と音が鳴り加熱を停止します。

5 タイマーをセットする

本体が十分冷めてからお手入れしてください。

7 調理が終了したら、タイマーをOFFにし電源ケーブルを抜く

！ 注意

・加熱後本体を開閉する時はヤケドの恐れがあるためミトンな
どを使用してハンドルを持って開閉してください。
・使用中は加熱ランプが消灯していてもプレートが熱くなって
います、ヤケドにご注意ください。
・使用中は本体のそばを離れないでください。

加熱ランプ

タイマーWEB
公開用

WEB
公開用



9

使い方 (ワッフルプレート )

1 生地を用意する

溶かしバター以外の材料をなめらかになる
までよく混ぜ合わせます。最後に溶かしバ
ターを加え再度よく混ぜます。

・生地が硬い場合は水か牛乳を加えてくだ
さい。プレート上に盛り上がるくらいが適
度な硬さです。
・ベーキングパウダーを10g加えるとふん
わり焼き上がります。

【材料】(約 4枚分 )
薄力粉　150g
強力粉　50g
塩　少々
砂糖　60ｇ
卵 (Mサイズ )　2個
牛乳　100ｍl
溶かしバター　50ｇ

2 ワッフルプレートを取り付け、電源プラ
グをコンセントに接続する

塗りすぎると垂れてきますので　薄塗りがおす
すめです。

3 本体を開いて、両側のプレートに油ま
たはバター (分量外)を塗る。

流し込む量が多いと上蓋を閉じた時に溢れてし
まうのでご注意ください。

4 生地を下側のプレートに流し込む。

5 本体を閉じてハンドルロックをかける

WEB
公開用

WEB
公開用
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使い方 (ワッフルプレート )続き

お手入れ方法

加熱ランプ

タイマー

7 焼きあがったら、木製の箸や串を使用してワッフルを取り出す

[ タイマー ] のつまみを回してセットすると
加熱ランプが点灯し、加熱が始まります。
焼き上がりの目安時間は4～5分です。時折、
本体を開けて焼き具合を確認してください。

中断する場合は [タイマー ]を OFFに戻し
てください。タイマーがOFFになると
「カチッ♪」と音が鳴り加熱を停止します。

6 タイマーをセットする

本体が十分冷めてからお手入れしてください。

8 調理が終了したら、タイマーをOFFにし電源ケーブルを抜く

【本体】
水をよく絞ったふきんで拭いてください。
※汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布
で拭いた後、洗剤分が残らないようかたく絞った布などで水拭きしてくだ
さい。

【プレート】
使用後、キッチンペーパーなどで汚れをよく拭き取り、薄めた台所用中性
洗剤で洗って水で流してください。
※洗った後はよく乾かしてください。

WEB
公開用

WEB
公開用
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幅135×奥行き230×高さ125mm
約1360g
100V
50/60Hz
600W
0～15分
脱着式
外装 PF/ プレートAL(テフロン加工 )
約 940mm
本体、ホットサンドプレート、ワッフルプレート、
日本語取扱説明書
購入日より12ヶ月

仕様

サイズ
重量
定格電圧
定格周波数
消費電力
タイマー機能
プレート
材質
ケーブル長
付属品

保証期間

※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。

WEB
公開用

WEB
公開用



●故障かな？と思ったら●

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。
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