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必ずお守りください

水洗いは
しないで

タコ足配線は
　しないで！！

交流100V

!　警告

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
発熱して発火す
ることがありま
す。

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時は使
用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを破損させたり、無理
な方向へ引っ張り出したり、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、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。

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・発火の恐れ
があります。

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　 生活家電修理・技術センター
へご連絡ください。（　　8ページ参照）

本体内部に手を入れない
感電の恐れが
あります。

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・
けがをする恐
れがあります。

　警告

金属製のもの（ナイフ、フォー
クなど）を中に入れない
感電の恐れが
あります。

カーテンなど可燃物の
近くで使用しない
火災の恐れが
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
恐れがあります。

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

ぬれ手禁止水ぬれ禁止

接触禁止

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。
●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。

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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各部のなまえとはたらき
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お子様には
特にご注意

じゅうたんや畳・テーブルクロス
プラスチックの置台などはダメ

!

!

調節つまみ

底ぶた

セットつまみ
（さし込みプラグ
　がさし込まれて
　いないと、セット
　つまみを下げても
　止まりません）

●調節つまみを「3」の位置に合わせて
焼きます。

●焼き上がりを見て淡く焼きたい時は
調節つまみを「3」より下に回し、濃く
焼きたい時は「3」より上に回してお
好みの焼き色に調節してください。

●パンの焼き色は、パンの質、水分の
含み具合、室温、電圧の高低などに
より多少変わることがありますので、
調節つまみでお好みの焼き色に調節
してください。

●冷凍したパンは淡く焼けますので、
調節つまみを濃い目に合わせて焼き
色を調節してください。

●パンの厚さは、15～30mm（8枚切～4枚切/斤）
の厚さまで焼くことができますが、6枚切より
厚さの薄いパンを焼くと、パンの表と裏で焼き
色に差がでることがあります。

●パンの大きさは、たて120mm、よこ130mm
までのものを使用し下図の方向で入れてくだ
さい。
※よこ幅が130mm以上のパンが引っ掛かって
入らない場合は、無理やり押し込まずにたて
120mm側をよこにして焼いてください。

●パンがそったり、変形していると、焼きムラに
なったり中で引っかかることがあります。

●残りのパンは密封し、乾燥やそりを防いで保存
してください。

パンについてのご注意 焼き色の調節方法

お
願
い

●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る場合
は乾いた布でよくふく
火災の原因になります。

● ぬれた手で扱わない
感電の恐れがあります。

● パン焼き以外に使用しない
（もちなどを焼かないでください） 
（暖房用として使用しないでください）
故障・火災・やけどの原因になります。

130mm

120mm

20～30mm

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。

底ぶたを必ず閉めて使用する
取りはずしたまま
使用すると火災の
原因になります。

使用中や使用後しばらく
は高温部（金属部など）に
ふれない
高温ですので
やけどの原因
になります。

指定寸法以外のパンや変形
したパンを焼かない
発火や異常動作をすることがあり
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
けがややけど、絶縁劣化による
感電・漏電火災を防ぐためです。

さし込みプラグを抜く時は、
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。

　注意

壁や家具の近くで使わない
壁面から10cm以上、天井面から
1m以上離して使用してください。
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。

電源コード

さし込みプラグ
（交流100V・15A
　以上のコンセント
　をご使用ください）

使用後は必ずお手入れをする
調理くずが残ったままで調理をする
と発煙、発火の恐れがあります。

お手入れは冷えてから行なう
高温部に触れ、やけどの恐れがあり
ます。

不安定な場所や熱に弱い敷物
の上では使用しない
火災の原因となります。

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。



使いかた ●はじめてご使用になる時は、においや煙が　　
でることがありますが、故障ではありません。
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さし込みプラグを
コンセントにさし込む

●奥まで確実にさし込んでください。

●交流100V・15A以上のコンセントを

　使用してください。

調節つまみを合わせる
●「焼き色の調節方法」は4ページ

　を参照ください。

パンを入れ、セットつまみを
押し下げる

●セットつまみが止まるまで下げると、スイッチが入ります。

※さし込みプラグがさし込まれていないと、セットつまみを下げても止まりません。

●パンが焼けると自動的にスイッチが切れパンが上がってきます。

●焼いている途中でパンを取り出したい時は調節つまみを「0」の位置まで回してください。

　セットつまみが上がり、 パンが上がってきます。 

※パンが中で引っかかって上がってこない時は、手動でセットつまみを上げてください。

※加熱中、「0」以外の位置で無理にセットつまみを上げると故障の原因になります。

●冷凍したパンは表面の霜を取りのぞき、凍ったまま入れてください。

●続けて焼く時は、すぐに次のパンを焼かないで1分以上待ってから焼いてください。

ご使用後は

●必ず、さし込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●持ち運びは本体がよく冷めてから行なってください。

1

2

3
●お手入れは、必ず本体が冷えている時にコンセントを抜いて行なってください。
●お手入れはこまめに行なってください。
●ベンジン・シンナー・みがき粉・たわしなどは使わないでください。

交流100V　50-60Hz共用

500W

電 源

消費電力

溶断温度 240℃

幅223×奥行80×高さ167(mm)

約1.0kg

温度ヒューズ

外形寸法

質 　 量

症　　状 確認してください

●セットつまみが
止まらない

■ 修理を依頼される前にお確かめください。

●さし込みプラグが抜けていませんか？
本品はさし込みプラグがさし込まれていな
いと、セットつまみを下げても止まりません。

●焼き色調節つまみが「0」から「1」の範囲の
位置では、セットつまみは下げても止まり
ません。
「1」以上に回して、セットつまみを下げて
ください。

本体の汚れ パンくずの掃除

底ぶたを
必ず閉めて
使用する

注意 底ぶたを
閉める

布を水に浸し、固くしぼったもの
でふいてください。汚れが取れな
い場合は、水に少量の台所用中性
洗剤を入れてふき、
さらに水でしぼっ
た布で洗剤をふき
取ってください。

底ぶたのネジをコイン
などでゆるめ、矢印の
方向に開け、ふきんなど
で取り除いてください。

お手入れのしかた

仕　　様

故障かな？と思ったら

－6－



●保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」な
どの記入をご確認のうえ内容をよくお読
みの後、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より１年間です。

当社は、この自動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。

※製品に異常のある場合に、お客さま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。

※お客さまご自身で分解・改造された場合は、保証対象外となります。
また、分解・改造された製品に関しては、修理をお受けしかねる場合がございますので予めご了承
ください。

修理・点検に関するご相談ならびにご不明な点などは、
8ページの　 生活家電修理・技術センターへお問い合
わせください。

●保証期間中の修理
保証書の記載内容により、　 生活家電修理・技術
センターにて修理いたします。
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は、お客さまのご要望に
より有料修理いたします。
くわしくは、8ページの　 生活家電修理・技術セン
ターへお問い合わせください。

保 証 書（商品に同梱されています）

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

修理を依頼されるときは

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。警告
分解禁止

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。

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…
　 生活家電修理・技術センター　　へ

■　受付時間：月～金曜日（除く祭日）10～17時

0570-01-5380
当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
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。

    製品に関するお問い合わせは…

■　受付時間：月～金曜日（除く祭日）10～17時

0570-01-5300
当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
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。

■ 〒399-8102　長野県安曇野市三郷温3868　 FAX 0570-07-5380

　 コミュニケーションセンター　　へ

こ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

ほこりやごみを取
り除いてください。

さし込みプラグやコンセントに、ほこりや
ごみがたまっている。

●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て
いたり、触れると通電しなかったりする。

●その他の異常・故障がある。

使用しないで　
　 生活家電修理・
技術センターへ
ご連絡ください。

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日常点検
安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。
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