


　　警　告

安全に正しくお使いいただくために

　　警　告

XKT-T110　100921

必ずお守りください

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している品番の（　　）内の記号が色記号です。
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異常・故障時には、直ちに使用を中止する
そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。

＜異常・故障例＞
¡さし込みプラグ・電源コードが異常に熱くなる。
¡さし込みプラグ・電源コードに傷が付いたり、触れると通電しなかっ
たりする。

¡ヒーターが割れている。
※すぐにさし込みプラグを抜いて、　 カスタマーサポートセン
ターへ点検、修理を依頼してください。

定格15Ａ以上のコン
セントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コン
セント部が、異常発熱すること
があります。

さし込みプラグは、コンセントの奥
までしっかりさし込む
感電・ショート・発煙・発火の
おそれがあります。

水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電のおそれが
あります。

カーテンなど可燃物の近くで
使用しない
火災のおそれがあります。

さし込みプラグの刃および刃の取り
付け面にほこりが付着していないか
確認し、刃の根元まで確実にさし込む
ほこりが付着、さし込み不完全な場合は感電や火災
の原因になります。

ぬれた手でさし込みプラグを抜き
さししない
感電やけがをすることがあります。

改造はしない。また、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・けがの原因となります。
修理は、　 カスタマーサポートセンターへ
連絡ください。
(　　10ページ）

電源コードやさし込みプラグが傷ん
でいたり、コンセントへのさし込み
がゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の
届くところで使わない
やけど・感電・けがをするおそれ

があります。

電源コードを破損させたり、無理な
方向に引っ張り出したり、加工しない
（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・
たばねる・重い物を載せる・挟みこ
む・高温部に近づけるなど）
電源コードが傷付いて、火災・
感電の原因になります。

電源は、交流100Ｖ専用コンセント
を使用する
感電や火災の原因になります。

受皿に油を入れて使わない
火災のおそれがあります。タコ足配線は

　しないで！！

水洗いは
しないで！

油

強制

禁止

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

　 は、してはいけない
「 禁止 」の内容です。

●本文中の絵表示の意味です。

　 は、必ず実行していただく
「 強制 」の内容です。

必ず行う さし込みプラグを抜く

一般的な禁止 分解禁止

水ぬれ禁止

接触禁止

ぬれ手禁止

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する
重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

警告
人が死亡または重傷を
負う可能性が想定され
る内容。 注意

人が傷害を負う可能性
および物的損害のみの
発生が想定される内容。
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安全に正しくお使いいただくために 使用上のご注意

　　注　意
さし込みプラグを抜くときは、電源
コードを持たずに必ずさし込みプラ

グを持って引き抜く
感電やショートによる、
発火を防ぐためです。

お手入れは冷えてから行う
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

必ず「パンくずトレイ」を取り付け
て使用する

取りはずしたまま使用すると、テーブルを
焦がしたり、火災の原因になります。

使用後は必ずお手入れをする
調理くずや油分が残ったまま調理をすると、
発煙や発火のおそれがあります。

調理以外の目的で使用しない
火災・やけどの原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上
では使用しない
火災の原因になります。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない
破裂したり赤熱してやけどやけがをするこ
とがあります。

バターやジャムを塗ったパンを
焼かない
パンが発火することがあります。

使用時以外は、さし込みプラグを
コンセントから抜く

やけどやけが、絶縁劣化による感電・
漏電火災を防ぐためです。

調理物が発煙・発火した場合はすぐ
に電源を「切」にし、さし込みプラグ
を抜く
火災の原因になります。

炎が消えるまでドアを開けないでください。
空気が入り炎が大きくなります。またガラ
スが割れることがありますので、水をかけ
ないでください。

生の肉・魚やフライなどを直接焼か
ない。また、フライなど油の出るも
のを受皿なしで加熱しない
調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になり

ます。アルミホイルを使用していても油の
もれることがあるので、必ず受皿にのせて
ください。

使用中や使用直後は金属部やガラ
ス窓にふれない
高温ですので、やけどをすることがあります。

使用中は、本体から離れない
加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火
したりすることがあります。
必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用
してください。

壁や家具の近くで使わない
本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め
変色・変形の原因になります。

必要以上に加熱しない
過熱により発火することがあります。
タイマーは短めに合わせて、でき具合を見
ながら調理してください。

本体の上に物を載せたり、本体の
下のすきまに物を入れて使わない

本体や物が変形・変質し、火災の原因に
なります。

●から焼きはしない
故障の原因になります。

●開けたドアの上に調理物をのせない
本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。

●紙・プラスチック製など熱に弱い容器を入れない
燃えることがあり危険です。

●アルミホイルをパンくずトレイに敷かない
故障の原因になります。

●アルミホイルをヒーターに接触させない
アルミホイルが溶けてヒーター表面に付着し、故障の原因になります。

●本体の天面に物を置かない
変色、変形、破損、火災の原因になります。

●焼き網や受皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない
変形や破損するおそれがあります。

●硫酸紙、クッキングシート、紙製焼き型などは使わない
発火の原因になります。

■使用場所について
●壁や家具、他の製品などから離して
使用する
熱による変形・変色や火災を防ぐためです。

●肩よりも高い位置に設置しない
調理物を取り出すとき、ドアに手が触れ
てやけどのおそれがあります。

■サーモスタットのはたらきについて
●本品は温度を調整するためにサーモスタットが組み込まれていますので、調理途中に自動的
にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。
●2回以上連続調理をする場合は、初回の調理が終了した後しばらくドアを開けたまま次の調
理の準備をするとヒーターがはやくつき調理時間がはやくなります。調理中は、焼け具合が
変わりますのでドアを開けないでください。
●ヒーターの入切状態（上下2段調理の場合）

●前面と側面の片一
方は開放してくだ
さい。

●樹脂製の熱に弱い
壁・家具などの場合
は、さらに距離を
離してください。

上面
10cm以上

【消防法　基準適合】

側面
4.5cm
以上

4.5cm
以上離す

グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって中までほど良く
あたためます。

＜ヒーター＞

＜時　　間＞

入 切 入 切

約5分 約4分 約2分 約3分

調理物を入れない
ときのおよその時間
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（受皿使用）

付属品　
受皿（2枚）
ピザやもち、小さなもの、
汁や油のでるものを料理
するときは、必ず使用し
てください。

2枚焼き（上下段使用） 1枚焼き（上段使用）

押す

例：設定を「7分」にしたとき

ー

さし込みプラグ

焼き網
（着脱式）

電源コード

上ヒーター

とって

ドア

タイマーボタン

切換スイッチ
（1段のみ使用するときは、
  上の段を使用します。）

START/STOPボタン

POWERボタン
（電源スイッチ）

背面

パンくずトレイ
（引き出し式）

ガラス窓

中ヒーター

下ヒーター

タイマー表示部

XKT-T110

各部のなまえ

仕　　様

ご使用方法

1 さし込みプラグをコンセントにさし込み、
POWERボタンを押す

2 扉を開け、調理物を入れる

“ピー”のお知らせ音とともにタイマー表示部に　　　  
と表示されます。

※さし込みプラグは、コンセントの奥まで確実にさし
込んでください。

※POWERボタンを押さないと他のボタンを押しても、
選択できません。

●中央に均等に入れます。

●1段のみ使用するときは、上の段を使用します。

直接焼かずに、ホイル焼にします。

※油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかりと
包み、アルミホイルを敷いた受皿にのせて焼きます。

……使用する段は、P8の「調理時間のめやす」を参照してくだ
さい。

3 扉を閉めて、切換スイッチで
調理する段を選ぶ

※加熱すると受皿がそることがありますが、使用上問題
ありません。調理物は均等に置いてください。

※調理物は焼き網の中央に置いてください。　　　　　
奥にかたよると奥側の焼き色が濃くなる場合があります。

※電子レンジ専用の冷凍食品は、調理しないでください。

パンは中央に置く もちは中央に横へ並べる

油が落ちて発火しないように、
油の出るものは必ず受皿を使用
してください。

油の出るものを焼く場合

形 名

電 源

消 費 電 力

調理タイマー

外 形 寸 法

質 量

コ ー ド 長

温度ヒューズ 付 属 品 受皿（2枚）

XKT-T110

AC100V

1100W（上下段使用）／810W（上段使用）

30分計（電子音）電子タイマー

約 H298 × W224 × D240 (mm)

約 3.8 Kg

約 1.5 ｍ

溶断温度　184℃

4 調理時間を合わせる
●タイマーボタンの　　　　 を1回押すごとに10秒単位で設定
できます。（最大30分まで設定できます。）

●3秒以上押し続けると、1分単位で設定できます。

●10分以上ボタンを操作しないと、タイマー表示部が消灯します。
（オートOFF機能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その場合、POWERボタンを押すとタイマー表示部が再表示
されます。

……P8の「調理時間のめやす」を参考に合わせてください。

− ＋

初めて
から約
残りの

初めてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、使用上問題ありません。
ヒーター、ヒーター受け部が茶色く変色することがありますが、故障ではありません。
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このオーブントースターは、前回設定した調理時間を記憶しています。
同じ時間で続けて調理したい場合は、　　　　ボタンを同時に押してください。
前回設定した調理時間が表示されます。

− ＋

「タイマー表示」は、残り時間から変更
時間表示にかわります。
※タイマーの設定時間が変更できます。

XKT-T110 100921

調理時間のめやすご使用方法
5 START/STOPボタンを押す

「タイマー表示」は設定時間から減算され、残り時間を表示します。

扉や受皿、調理物が高温になっています。

※ミトン（鍋つかみ）などで取り出してください。　　　
調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。

※開けたドアの上や本体天面に調理物をのせないでください。

調理時間はめやすです。材料の温度・種類・量・室温などで異なりますので、焼き具合を見て加減して
ください。予熱は必要ありません。
※電子レンジ専用の冷凍食品は、調理しないでください。

※室温や調理物、パンの種類などで焼き色は多少異なります。

※扉や受皿、調理物が高温になっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調理中は扉を開けないでください。やけどをすることがあります。

※調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。

※加熱をすると受皿がそることがあります。

※調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用したときは高温になり、本体の一部が変色する
ことがあります。

※本品はハイパワー商品ですので、予熱は必要ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、600Wクラスの商品とくらべ火力が強いので、調理時間をお確かめのうえ、ご使用ください。

6 「ピー、ピー、ピー、」と鳴って、タイマーが
　　　　　  になったら調理物を取り出す

7 ご使用後はPOWERボタンを
「切」にし、さし込みプラグを
コンセントから抜く

「タイマー表示」は、
残り時間を表示します。
※タイマーの設定時間
が変更できません。

調理中に調理時間を変更したい場合 ヒーター
切 換

調理時間
（分）お料理例 受皿

上下2段 上1段

1回量
メ　　モ

市
販
の
調
理
済
み
オ
ー
ブ
ン
ト
ー
ス
タ
ー
用

トースト

ピザトースト

きりもち

グラタン

ピザ

チキンナゲット

からあげ

フライドポテト

6枚切り（厚さ約2cm）の場合

ワンポイントアドバイスを
参照(下記)

受皿にアルミホイルを
敷く

2枚

2枚

4個

2皿

2枚

8個

8個

100g

1枚

1枚

2個

1皿

1枚

4個

4個

50g

2～3.5

4～6

4～5

14～20

4～6

4～6

5～7

4～7

－

○

○

○

○

○

○

○

調理中 START/STOPボタンを押し、
設定時間を変更する

「タイマー表示」は、設定
変更した残り時間表示に
なります。

START/STOP
ボタンを押し、
調理を再開する

押す

2枚焼き
（1100W）

・

1枚焼き
（810W）

簡単調理時間設定について

ミトンなどを使う

ワンポイントアドバイス

トーストは種類・厚さ・枚数により、調理時間の加減
が必要です。
●手づくりパンなど、糖分が少ないパンは焼き色があ
まりつかないことがあります。

●厚切りのパンは上面が少し濃く焼けます。

●市販の冷凍食品の「オーブントースター用」と表示
してあるものを使用してください。

●電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがあり
ますので、使用しないでください。

●温度調節をしているのでパッケージ記載の調理時間
より長くかかることがあります。

●素材やメーカーにより焼け具合に差が出ますので
焼き色を見ながら調理時間を調節してください。

●乾燥したもち、冷凍したもち、厚いもちなどは表面
が焼けても内部が固いときがあります。タイマーが
切れたあと余熱のある庫内に約2～4分入れておいて
ください。

●もちは種類・量・お好みによってでき具合を見なが
ら焼いてください。

●裏面にも焼き色をつけたいときは途中で裏返して、
調理時間を長めにしてください。

トーストを調理するときは

表面の霜を取り除き、凍ったままを入れてください。
●ヒーターは上下ともついたり消えたりしながら加熱
しますので、常温パンよりも時間がかかります。

●中まであたたまりにくいときは、タイマーが切れた
あと、しばらく置いておくと庫内の余熱であたた
まります。

冷凍トーストを調理するときは

冷凍食品を調理するときは

調理時間は短めに合わせておき、焼き色を見ながら
途中で裏返したり、アルミホイルをかぶせたりする
とお好みのでき具合に調節できます。

こげやすいものを調理するときは

焼き網や受皿の上で直接調理しますと、次の調理する
ものに、においが移ります。アルミホイルで包み受皿
にのせてください。

においの出るものを調理するときは

きりもちを調理するときは
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ご　注　意
● 必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行う。
● ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。（表面を傷つけます。）
● ヒーターは傷を付けたり、焼き網を取り付けるときに当てたりしないよう注意する。
（ヒーターが割れるおそれがあります。）
● ガラス窓に傷を付けない。（ガラス窓が割れるおそれがあります。）
● 受皿は汚れたままや、水を入れたまま放置しない。
（受皿にしょうゆやソースがついたままで加熱すると、汚れがこびりつくことがあります。）
● 焼き網は濡れたままや、水に浸けたまま放置しない。（サビが発生するおそれがあります。）

アフターサービスについて

お客さまご相談窓口のご案内

故障かな？と思ったら

お手入れのしかた

症　　状 原　　　因 処　　　置

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、下記へご連絡ください

修理を依頼される前に、
もう一度お調べください。

保証書

補修用性能部品の保有期間 アフターサービスのお問い合わせ

¡保証書は必ず「お買上げ日・取扱販売店名」
等所定事項の記入及び記載内容をお確かめ
のうえ、お買上げ販売店からお受け取りいた
だき、大切に保管してください。

¡保証期間は、お買上げ日から１年間です。

当社は、このオーブントースターの補修用性
能部品を製造打切後、5年保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持する
ために必要な部品です。

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、  
　 カスタマーサポートセンターにお問い合わせ
ください。

修理を依頼されるときは
¡保証期間中の修理
保証書の記載内容により、　 カスタマーサポート
センターが修理いたします。くわしくは、保証書
をご覧ください。

¡保証期間が過ぎたあとの修理
修理により使用できる場合には、お客様のご要望
により有料修理いたします。くわしくは、　 カス
タマーサポートセンターにご相談ください。

※製品に異常のある場合に、お客様ご自身で修理されたり手を加えたりすることは大変危険です。
　絶対にしないでください。

本製品の使いかた、故障や部品のご購入に関するご相談は…

　 カスタマーサポートセンター　  へ

■　受付時間：月～金曜日　10～17時
※祝日、年末年始および弊社休業日を除きます。

0570-01-5380
呼び出し音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。
（注）なお、上記番号はPHSでは、ご利用いただけません。
　　　おそれいりますが、一般の電話か携帯電話をご利用ください。

■ 〒410-1302　静岡県駿東郡小山町中島44-3　 FAX 0570-07-5380
■ メールでのお問い合わせ　http://www.plusminuszero.jp/support/

手前側の焼き網支え軸

フック（短い方）

はめ込む

奥側の焼き網支え軸

フック（長い方）

必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、
本体が冷めてから行ってください。

本体・庫内・パンくずトレイ

焼き網・受皿

焼き網のはずしかた

パンくずトレイのはずしかた

焼き網の取り付けかた

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、乾いた布でふいてください。

電源プラグが抜けていませんか？

ボタン操作をしていない時間が10分
以上経過していませんか？

庫内が高温のため、サーモスタット
が働いていませんか？

電源コンセントをさし込んでください。

POWERボタンを押してください。

本品は、温度調節しているため、自動
的にヒーターが消えたり、ついたりし
ます。故障ではありません。
庫内を冷ましてください。

表示部が点灯しない

●START/STOPボタンを押
しても通電しない

●途中でヒーターが消える
●ヒーターが消えたり、つい
たりする

●途中でヒーターがつかない

台所用中性洗剤を含ませた布でふき、さらに水でしぼった布で洗剤をふきとってください。
焼き網を取りはずすと、庫内のお手入れがしやすくなります。

手前方向（矢印の方向）に引き
出してください。
お手入れ後は必ず、パンくず
トレイを元の位置に取り付け
てからご使用ください。

焼き網の手前を持って、
上に引き上げてください。

※ヒーターに当たらない
よう、注意してください。

焼き網の左右のフック（長い方）を、庫内奥側の焼き
網支え軸にかけ、フック（短い方）を庫内手前側の焼
き網支え軸に確実にはめ込んでください。


