




■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

 注意 軽傷を負うことや、物的損害＊が発生するおそれのある内容です。

＊物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

してはいけない「禁止」内容です。

実行しなければならない「強制」内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。



■電源コードが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいと
きは使用しない。

　（感電・ショート・火災の原因）

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
　（感電の原因）

■電源プラグは根元まで確実に差し込む
　（感電・発熱による火災の原因）

■受け皿に油を入れて使わない。
　（火災の原因）

■電源プラグに異物やゴミを付着させない。
　（感電・ショート・火災の原因）

■不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。
カーテンなどの可燃物のそばで使用しない。

　※高温になるため材質によっては傷めることがあります。

 警告



■異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜
く。

　（発煙・発火・感電のおそれあり）
異常・故障例
　●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
　●電源コードに傷がついたり、通電したりしなかったりす

る。
　●本体が正常に動かない。
　●本体が変形したり、異常に熱い。
　●使用中に異常な音がする。
　→すぐにお買い上げの販売店、または修理ご相談窓口

へ点検・修理をご相談ください。

 警告



■電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の
電源プラグを持って引き抜く。

　（感電・ショート・発火の原因）

 注意

 警告



禁止 周囲の可能物からは下の距離を離して設置してく
ださい。

※他の電化製品の上や熱に弱い敷物にのせて使用しないでくだい。

■コンパクトトースターオーブンブロイラーが作動中に、カー
テンや布地、壁などの可燃性の素材が本機を覆っていたり
触れていたりすると、火災の原因となることがあります。本
機が運転中は上にものをのせないで下さい。

■収納時には必ずコンセントから抜いて下さい。
上面10cm以上

側面
10cm以上 側面

10cm以上
側面
10cm以上

後面
10cm以上
後面
10cm以上

次の状態は使用に支障
ありません！
初めは、煙やにおいが出ることが
ありますが異常ではありません。
ご使用により出なくなります。

■お手入れは冷えてから行う。
　（けがの原因）

 注意











調理例 量 機能ダイアル 温度ダイアル 時間 ラックの位置 使用部品 メモ

トースト 6枚切り
2枚 トースト トースト/

ブロイル ３分 Ｂ オーブンラック パンの大きさ・厚さ・種類により時間を加
減してください。

ピザトースト 6枚切り
2枚 トースト トースト/

ブロイル 5分 Ｂ オーブンラック・
調理用トレイ

パンの大きさ・厚さ・具の種類により時間
を加減してください。オーブンラックにア
ルミホイルを敷いた調理用トレイを置き、
その上にのせてください。

パック切り餅　 3個 トースト トースト/
ブロイル 5～６分 Ｂ

オーブンラック・
調理用トレイ・メ
ッシュラック

オーブンラックにアルミホイルを敷いた
調理用トレイを置き、その上にメッシュラ
ックをのせてもちを並べる。もちは常温
のものを置く。

惣菜温め
（から揚げ）

1個30ｇ
5個 ベイク ２００℃ ４分 Ｂ

オーブンラック・
調理用トレイ・メ
ッシュラック

オーブンラックにアルミホイルを敷いた
調理用トレイを置き、その上にメッシュラ
ックをのせ、から揚げを置く。

惣菜温め
（フライ・コロッケ・
メンチカツ等）

1個65ｇ
2㎝の厚さ
2個

ベイク ２００℃ 3分～4分 Ｂ
オーブンラック・
調理用トレイ・メ
ッシュラック

オーブンラックにアルミホイルを敷いた
調理用トレイを置き、その上にメッシュラ
ックをのせ、コロッケを置く。

惣菜パン温め
（カレーパン）

厚さ3㎝・110g
2個 ベイク １７０℃ 4分～5分 Ａ

オーブンラック・
調理用トレイ・メ
ッシュラック

オーブンラックにアルミホイルを敷いた
調理用トレイを置き、その上にメッシュラ
ックをのせてカレーパンを置く。

バターロール温め 1個30g
3個 ウオーム ウオーム ３分 Ｂ オーブンラック オーブンラックにバターロールを３個置

く。

グラタン 4人分1皿 ブロイル ブロイル 15分 Ｂ オーブンラック 耐熱皿の大きさに応じてオーブンラック
の位置を選択して下さい。

注意　※調理時間は材料の温度、質、量により異なります。また室温、電圧の変化によっても異なります。
　　　※30分以上の調理の場合はタイマー設定ダイヤルを左にまわしてONに合わせて下さい。連続運転となります。調理時間はキッチンタイマー等を使用して様子を

みながら調理して下さい。
　　　※ガラスドアを開ける回数が多いと庫内温度が下がり時間が余分にかかります。
　　　※連続して調理する時には過熱防止サーモスタットの働きにより、ヒーターがついたり消えたりしながら調理をしますが故障ではありません。
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こんな場合 調べるところ 処　置
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