
● このたびは東芝電気こんろをお買い上げいただきまして、まこと
にありがとうございました。

● この商品を安全に正しく使用していただくために、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。

● お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

保証書付
保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、お買い上げ日、
販売店名などの記入をお確かめください。
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もくじ日本国内専用
Use only in Japan

業務用で使用しない
この電気こんろは、一般のご家庭でご利
用いただく調理器具です。業務用や薫製
作成用などには使用しないでください。

東芝電気こんろ

取扱説明書
形　名

〈家庭用〉
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安全上のご注意

電源プラグはコンセントの奥ま
でしっかり確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。指  示

ぬれた手で電源プラグを抜き差
ししない
感電・けがの原因になります。ぬれ手禁止

ヒーターの上にものを置かない
火災の原因になります。

禁  止

使用後はスイッチの「切」を確認
する
感電・火災の原因になります。指  示

水につけたり、水をかけたりしな
い
ショート・感電の原因になります。禁  止

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお
使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお
読みになり、記載事項をお守りください。

＊1：�重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒
などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要
するものをさします。

＊2：�軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、
感電などをさします。

＊3：�物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる
拡大損害をさします。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また
は重傷＊1を負うことが想定されること」を
示します。

図記号の説明表示の説明

分解・修理・改造はしない
感電・火災・けが・故障の原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、東芝
生活家電ご相談センターにご連絡くださ
い。

分解禁止

警告

注意
禁　止

指　示

注　意

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
感電・やけど・けがの原因になります。禁  止

電源は交流100V、定格15A以
上のコンセントを単独で使う
交流100V以外で使ったり、コンセントを
他の器具と同時に使ったり、延長コードを
使うと、火災・感電の原因になります。

指  示

「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷＊2
を負うことが想定されるか、または物的損
害＊3の発生が想定されること」を示します。

必ずお守りください

カーテンなど可燃物の近くで使
用しない
火災の原因になります。禁  止

ヒーターに触れない
感電の原因になります。

禁  止

てんぷら調理中はその場を離れ
ない
火災の原因になります。禁  止

使用中や使用後しばらくは高温
部に触れない
やけどの原因になります。接触禁止

　は、禁止（してはいけないこと）
を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中
や近くに絵や文章で示します。

　は、指示する行為の強制（必ず
すること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中
や近くに絵や文章で示します。

　は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中
や近くに絵や文章で示します。
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電源コードを傷付けたり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たり、束ねたり、高温部に近づけ
たり、重いものを載せたり、挟み
込んだり、加工したりしない
電源コードが破損し、感電・火災の原因
になります。

禁  止

（警告つづき）

空だきや過熱をしない
やけどや調理物の発火、鍋の破損の原因
になります。禁  止

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・けがの原
因になります。禁  止

電源コードや電源プラグが傷ん
だり、コンセントの差し込みがゆ
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。

禁  止

冷えてから
行う

お手入れは冷えてから行う
高温部に触れ、やけどの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源
コードを持たずに、先端の電源プ
ラグを持って引き抜く
感電やショートして、火災の原因になり
ます。

プラグを
持って抜く

壁や家具の近くで使わない
蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形
の原因になります。禁  止

調理以外の目的で使用しない
感電・火災の原因になります。

禁  止

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。禁  止

使用時以外は電源プラグをコン
セントから抜く
けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電
火災の原因になります。

プラグを
持って抜く

ヒーターの上で直接調理（魚焼き・
薫製など）しない
水・油・汁などがかかる調理や行
為はしない
発火や異常動作、ヒーター断線、熱板の破
損などの原因になります。

禁  止

業務用で使用しない
一般のご家庭でご利用いただく製品です。
業務用などでのご使用は、早期故障や、感
電・火災・けがなどの原因になります。

禁  止

熱板に衝撃を与えない
鍋などを落下させると、熱板にひびが入っ
たり、ヒーターに異常が生じて、異常過熱
や断線・感電の原因になります。� �
鍋などを落下させた場合や製品を落下さ
せた場合、ヒーターのらせん部分が熱板の
中に入り込んでいる場合＊や、ヒーターが
熱板より浮いている場合には、ご使用を中
止し、点検修理を依頼してください。

禁  止

＊

噴きこぼれさせない
ヒーターが断線したり、熱板が破損する原因になります。

禁  止
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各部のなまえ

設置場所について

本体

五徳

ヒーター

脚

熱板

五徳用穴（大）

五徳用穴（小）

とって

コードスイッチ

電源プラグ

自在金具
五徳の上面に付いている
ワイヤー状の金具です。
底面が小さい鍋を使用す
るときに使います。

切
電気が切れ、ヒーターの赤熱が
消えます。

外300W
外側のヒーターだけが赤熱します。

600W
すべてのヒーターが赤熱します。

内300W
内側のヒーターだけが赤熱します。

スイッチの切り替え

可燃物から下図の距離を離して設置する
●�前面および側面の片方は開放してください。
●��コードを本体の下に通したり、温度の高い金属部な
どに近づけないでください。
� �燃えやすいものを本体の上に置いたり、本体の下に
入れて使わないでください。

上面
100cm 以上

後面
2cm 以上

側面
2cm 以上

10cm
　　以上10cm

　　以上
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正しい使いかた

電源プラグをコンセントに差し込む
スイッチを必ず「切」にしておきます。

五徳をセットする

本 体 の 五 徳 用 穴
（小）に五徳の脚を
差し込みます。鍋
などの底が、小さ
いときは自在金具
を内側にしてお使
いください。

五徳のセットのしかた

鍋などを載せる
中心に置きます。

スイッチを入れる
用途に合わせて、スイッチを切り替えてお使いください。

ご使用後はスイッチを「切」にして、
電源プラグをコンセントから抜く

五徳を取り外して使用しない
ヒーターが早期に断線したり、
熱板が破損したり、故障や感電・
火災の原因になります。

�熱板より少し大きめで、底が平らな鍋や
湯わかし（やかん）をお使いください。

上手に使うために

● �ご使用の際には、必ず五徳を使用する。�
熱板の破損やヒーター線の異常加熱・断線・感電の原因になります。

● �ヒーターの上で直接調理（魚焼き・薫製など）しない。水・油・汁などがかかる調理や行為はしない。�
発火や異常動作、ヒーター断線、熱板の破損などの原因になります。

● �業務用には使用しない。�
本製品は家庭用です。早期故障や感電・火災・けがなどの原因になります。
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お手入れのしかた

仕様

水につけたり、水をかけたりしな
い
ショート・感電の原因になります。禁  止

お手入れは冷えてから行う
高温部に触れ、やけどの原因になります。

冷えてから
行う

●�みがき粉やたわし、化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコール、住宅用・住宅家具用合成洗剤、
カビ取り洗剤などは使わないでください。
� 変色や傷の原因になります。

お願い

台所用中性洗剤を含ませた布を固くしぼって拭き、
洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ってくだ
さい。
●�本体は絶対に水洗いしないでください。

本体・五徳

100V　50/60Ｈｚ共用
600Ｗ（内 300Ｗ、外 300Ｗ）
1.7ｍ
高さ 93 × 幅 289 × 奥行き 208（ｍｍ）
1.5Ｋｇ（五徳含む）

電 源
定格消費電力
コード有効長
外 形 寸 法
質 量

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

おしまいになると
きは、本体の五徳
用穴（大）に五徳の
脚を差し込んでお
きます。

お使いにならないとき

五徳は冷えてから動かす
やけどの原因になります。
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愛情点検

持込修理修理を依頼されるときは
●�使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、スイッチを「切」にして、必ず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にご連絡ください。

■保証期間中は

■保証期間が過ぎているときは

保証書の規定に従って、販売店が修理させていた
だきます。なお、修理に際しましては、保証書を
ご提示ください。

保証期間経過後の修理については、お買い上げの
販売店にご相談ください。修理すれば使用でき
る場合は、ご希望によって有料で修理させていた
だきます。

便利
メモ

■修理料金のしくみ
修理料金は技術料・部品代などで構成されています。
技術料
部品代

故障した商品を正常に修復するための料金です。

修理に使用した部品代金です。

お買い上げ日 　　年　　　月　　　日

電話（　　　　）
お買い上げ店名

保証とアフターサービス 必ずお読みください

●�本体が異常に熱い。
●�ご使用中、コード・電源プラグが異常に
熱くなる。

●�本体からこげくさいにおいがする。
●�本体の一部に割れ、ゆるみ、ガタつきがある。
●�コードを動かすと、電源が入らないこと
がある。

●�その他の異常・故障がある。

長年ご使用の電気こんろの点検をぜひ！

ご使用
中　止

故障や事故防止のた
め、使用を中止し、電
源プラグをコンセン
トから抜いて、必ず
お買い上げの販売店
に点検・修理をご相
談ください。

このような
症状は
ありませんか。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76 ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理
やご相談への回答、カタログ発送などの情報提
供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝
グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報
を提供する場合があります。

携帯電話・PHSなど　0570-0570-33（通話料：有料）
FAX　 　　　　　　022-224-6801（通信料：有料）

受付時間：月～土  9:00～18:00　日・祝日  9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえ、
　おかけ間違いのないようにお願いいたします。

保証書（一体）
●�保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載さ
れております。

●�保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」な
どの記入をお確かめのうえ、販売店から受け
取っていただき、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の日から1年間です。
●�保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、
無料修理となります。無償商品交換ではあり
ません。

補修用性能部品の保有期間

部品について

●�電気こんろの補修用性能部品の保有期間は製造打ち
切り後5年です。

●�補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するた
めに必要な部品です。

●�修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出
がない場合は当社で引き取らせていただきます。

●�修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を
使用することがあります。



東芝電気こんろ保証書
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持込修理

HP-635

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容
にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障し
た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい
ただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご
持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ
さい。
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使
用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取
りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再
発行しませんので紛失しないように大切に保管してく
ださい。
1.�保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）�誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、

損傷。
（ロ）�お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
（ハ）�火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、

虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
（ニ）�本書のご提示がない場合。
（ホ）�本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名

の記入のない場合、あるいは字句が書きかえら
れた場合。

（ヘ）�家庭用以外（店舗などでの長時間使用や不特
定多数の人の使用、車両・船舶に搭載など）で
使用された場合の故障、損傷。

（ト）�ご使用によって生じる汚れ。

2.�出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し
受けます。

3.�修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出が
ない場合は当社で引き取らせていただきます。

4.�本書は日本国内においてのみ有効です。
� This�warranty�is�valid�only�in�Japan.
5.�ご転居またはご贈答などで、お買い上げの販売店に
修理のご依頼ができない場合には、以下の窓口にご
相談ください。
「東芝生活家電ご相談センター」
〒210-8543�神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1
【 0120-1048-76】
なお、このフリーダイヤルは携帯電話やPHSでは
ご利用になれません。詳しくは取扱説明書をご確認
ください。

※�この保証書は、本書に明示した期間、条件
のもとにおいて無料修理をお約束するもの
です。したがってこの保証書によって保証
書を発行している者（保証責任者）、および
それ以外の事業者に対するお客様の法律上
の権利を制限するものではありません。

※�保証期間経過後の修理、補修用性能部品の
保有期間について詳しくは取扱説明書をご
覧ください。

・�保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後
の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・�修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい
ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

修 理 内 容 担当

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

修理�
メモ 修理年月日

1年

キッチン・リビング事業部
〒210－8543　神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1　電話（044）577-0141

〒210－8543　神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1
キッチン・リビング事業部

THT-TLTO(TB)-1
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