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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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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

●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。

!

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異常に熱くなったり、焦
　げ臭いにおいがする
・異音がする
・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

火災の原因。
カーテンなどの可燃物のそばで使わない

!

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
ントから抜いて行う

感電・ショート・発火の原因。

火災の原因。
製品の近くで可燃性スプレーを使用しない

火傷・感電・怪我のおそれ。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く
ところで使用しない

火災の原因。

ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、
灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶
剤などのある場所では使用しない 感電・ショート・火災の原因。

本体のすき間にピンや針金などの異物を
入れない。

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。

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。!

調理以外の用途に使用しない
火災・故障の原因。

製品を平坦で水平な場所以外で使用しない。
火傷・火災の原因。

安全上のご注意
！ 警告

必ずお守りください

火災の原因。

布や紙、ビニール袋などでおおったりふ
さいだりして使用しない

故障・感電・火災の原因。

本製品は屋内専用です。屋外では使用し
ない

ホコリや湿気の多いところでは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。

！ 注意
差し込みプラグと電源コードをコンセントか
ら抜くときは電源コードを持たず先端の差し
込みプラグをもってひき抜く
ショート・発火の原因。

!

!

コンセントやプラグにほこりがたまっている
と湿気が加わることで電流が流れ、火災の原
因になることがあります。

定期的にコンセントやプラグの点検を行
う

火傷の原因。

お手入れは本体・本体内部が冷えてか
ら行う

!
感電・漏電・火災の原因。

使用時以外は差し込みプラグをコンセ
ントから抜く

! 火傷のおそれ。
扉を閉めてから通電する

熱で壁や家具を痛めたり、火災や変色の原因
となる場合があります。

壁や木製家具の近くでは使用しない

加熱による発火のおそれ。
必要以上に加熱しない

火災・火傷・故障の原因。
ガラスカバーをつけないで通電しない

落下などにより怪我の原因。
高い位置に設置しない

やけどの原因。
使用中や使用後しばらくは本体に触れない

故障の原因。
排気口をふさがない

火傷のおそれ。
通電中は扉を開けない

故障のおそれ。
業務用に使用しない

火災・変色・変形の原因。

不安定な場所や、熱に弱いテーブルや
敷物などの上で使わない

加熱しすぎによる発火のおそれ。

使用中は本体から離れない

変形・故障のおそれ。

60分以上連続で使用しない。60分お
きに15分休憩させる

火災のおそれ。

串に食材をささない状態で通電（空だ
き）しない

怪我のおそれ。

回転部分には手を触れない

使用中に移動させない
落下などにより怪我の原因。
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安全上のご注意
！ 注意

必ずお守りください

破損・故障・怪我の原因。
落としたり、強い衝撃を与えない

変形・故障の原因。

気温が氷点下になる場所や熱源の近くに
設置しない

破損の原因。

洗浄する場合、金属タワシやクレンザー
のようなガラスに傷がつくものを使用し
ない

ガラスカバーは割れ防止のため次のような
使用はしない
・局部的に熱を加える
・直火にあてる
・強い衝撃をあたえる
・急激に冷やす
・傷をつける

火傷・怪我・破損の原因。

!
本体や電源コードを傷め、故障・感電・火災の原因

犬や猫などがいる部屋で使用するときは、
十分注意する

!
怪我のおそれ。

ガラスに傷がある場合は直ちに使用を中
止する

各部のなまえとはたらき

電源プラグタイマー

オイルキャッチャー

オイルキャッチャー

ガラス扉

扉取っ手

ガラスカバー

串ホルダー

串ホルダー

電熱線

串

串

排気口

電源ケーブル

正面

背面

串を本体にセットする
のに使用します。

油が飛び散るのを防ぎ
ます。

食材を焼きます。

ガラス扉を開きます。

食材から落ちる油を受
け止めます。

串を取り出す時に開き
ます。

本体内の熱を
排気します。

付属品
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オイルキャッチャーを本体の形に合わせて
セットします。

1

上からガラスカバーをセットします。
ガラス扉側を前（タイマーがある方）に
してください。

2

使用前の準備

すでに部品がセットされた状態になっている場合がございますので、状況に合わせて組み立て
作業を行ってください。

オイル
キャッチャー

ガラス
カバー

ご使用時は必ずガラスカバーをして
ください。
（火傷・油はねの原因）

●

付属の串に肉や野菜などの食材をさします。1

串ホルダーに串をまっすぐさしこみ
ます。
しっかり奥までさしこんでください。

2

本体のガラス扉を開きます。
扉取っ手をひっぱると、ガラス
扉が開きます。

3

串ホルダーを本体にセットします。4

調理の準備

横から見た図

正面図
上面図

2か所ミゾがある上の所
に、串ホルダーのギザギザをいれます。
※串を少し上に持ち上げると、入れやす
くなります。

食材のサイズが大きいと、周囲にぶつかり串がうまく回転しないので、ご注意くださ
い。※食材の幅約 3cm程度までにしてください。

●

熱が出る
部分

電熱線の線が有る箇所
から熱がでます。

熱が出る部分に食材
があたるように食材
の量を調整してくだ
さい

3cm程度
を目安に
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本体のガラス扉を閉めます。1

電源プラグをコンセントにさしこみ
ます。

2

タイマーを回転させると電源が
はいります。串が回転し、電熱
線が赤くなり加熱します。
※電熱線が赤くなるのに少し時
間がかかります。

タイマーを回しても串が回転しな
い場合は、串ホルダーの歯車がか
み合ってません。串ホルダーが一
番奥までさしこまれているか確認
してください。
それでも回転しない場合、食材が
大きすぎてガラスにあたっている
可能性があります。（※P.7 参照）

3

調理する
横から見た図

0

10 30

20

0

10

30

20

ここに数字を合わせます

◆串が回転しない場合 内部に歯車があり串ホルダーを回転させます

歯車がかみ合わないと
回りません

加熱中は絶対にガラス扉は閉
めてください。

●

※タイマーの単位は分になります。

お好みの焼き具合になったら、タイマー
を 0に合わせて電源をオフにします。
※タイマーがOになると音が鳴ります。

4

扉取っ手を持ち、ガラス扉を開きます。5

串ホルダーを持ち、とりだしてください。
※少し上に持ち上げると取り出しやすくなります。

6

調理する
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つづき

ガラスカバー・ガラス扉は大
変熱くなっています。絶対に
触らないでください。

●

ガラスカバー・ガラス扉・金
属部は大変熱くなっています。
絶対に触らないでください。

●

必ず電源がオフの状態で串を
取り出してください。

●

横から見た図

！ 注意

変形・故障のおそれ。

60分以上連続で使用しない。60分おきに15分休憩させる

チン！
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使用後は必ずタイマーが Oになってい
るのを確認し、電源プラグをコンセン
トから抜いてください。

付属の串以外にも市販の串を使用することができます。
P.7【調理の準備】を参照し、付属品の串と同等の長さ（約 20cm）のものをご利用ください。
使用できる串の種類は図を参照してください。
串ホルダーのシリコン部分に入り、固定することができるものであれば可能です。
※5mm～の太い串を使用した場合、シリコンが伸びてゆるむ可能性がありますので使用し
ないでください。

7

1cm

2.5ｍｍ

竹串
(2mm)

角串
(2.5mm)

鉄砲串
(9mm)

平串
(9mm)

調理するつづき

付属の串以外を使用する場合

ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。（表面を
傷つける原因）
洗剤は食器用洗剤（中性）を使ってください。（表面を傷つける原因）
スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわし、金属たわしは使わない
でください。（表面を傷つける原因）

●

●
●

お手入れ

オイル
キャッチャー

串ホルダー
ガラスカバー

本体串

！ 警告

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行う!

！ 注意

やけどの原因

お手入れは本体・本体内部が冷えてから行う!

食洗機で洗えるもの 食洗機で洗えないもの

食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥について

食器洗い乾燥機で洗浄・乾燥ができるものとできないものがあります。できないものは絶対に食器
洗い乾燥機に入れないでください。表面に傷がついたり故障の原因となります。

※串、オイルキャッチャーは金属製です。熱風
乾燥の場合、熱くなる場合がありますので、取
り出しにはご注意ください。
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お手入れ

本体 ガラスカバー

本体からガラスカバーを外し、お手入れをしてください。
使用ごとにお手入れは行ってください。

※本製品は食材を調理する器具です。衛生
のため、常に清潔を保ってください。

よくしぼったふきんで拭いてください。

つづき

油汚れが落ちにくいとき
は、薄めた台所用中性洗
剤を含ませたやわらかい
布で拭いた後、洗剤が残
らないように、かたくし
ぼった布などで水拭きし
てください。

オイルキャッチャー

キッチンペーパーなどで油をふき取った後、
スポンジに中性洗剤をつけて洗ってください。
そのあと水で洗剤をしっ
かりおとし、よく水気を
切ってください。

やわらかいスポンジに台所用中性洗剤をつけ
て洗ってください。

そのあと水で洗剤をしっ
かりおとし、よく水気を
切ってください。

串・串ホルダー

スポンジに中性洗剤をつけて洗ってください。
そのあと水で洗剤をしっかりおとし、よく水
気を切ってください。

故障かな？と思ったら

症状 考えられる原因 処置

加熱できない 電源プラグが確実に差し込まれ
ていない

電源プラグを確実に差し込んでくださ
い。

串が回転しない 串ホルダーが確実に差し込まれて
いない

P.8【◆串が回転しない場合】を参照し
串ホルダーを差し込み直してください。

食材に火が完全に
とおらない

串の下の方まで食材を通している P.7【調理の準備】を参照して、食材の
量を調整してください。

電熱線が赤くならない
熱くならない

故障の可能性があります。 すぐに電源コードをコンセントから外
し、弊社サポートセンターまでお問合せ
ください。

食材が大きすぎる 食材のサイズが大きいと、周囲にぶつか
り串がうまく回転しません。食材を小さ
くしてください。

初めて使用するときは
煙やにおいが出ることがある

使用にともない、出なくなります。

電熱線や本体に食材のカスが
残っている

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を
確認してください。

白い煙が出る
においがする

食材が燃えています すぐに電源コードをコンセントから外し
てください。煙がでなくなったことを確
認してから、燃えた食材を取り除いてく
ださい。

黒い煙が出る
においがする

本体のお手入れを行ってください。
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サポートセンターのご案内

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

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。

お問合せ・修理をご希望される場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってくだ

さい。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。

自動返信が届かない場合

不具合品のご送付先

仕様
サイズ

重量

電源

定格消費電力

タイマー

ケーブル長

ヒューズ

素材

内容品

保証期間

150×298×115(mm)

約 1770g

AC100V　50/60Hz

450W

0～30分

約120cm

133℃

ステンレス、アルミ、鉄、ナイロン

本体、ガラスカバー、串3本、串ホルダー3個、オイルキャッ

チャー、取扱説明書

購入日より1年間

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
※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。
※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。
※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。
※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。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
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