東芝スチームオーブンレンジ

家庭用

取扱説明書・料理集
形名

ER-TD70

ハッシュドビーフ：79ページ

●こ のたびは東芝スチームオーブンレンジをお買い上げ

いただきまして、まことにありがとうございました。

●こ の製品は一般家庭用です。業務用として使用しない

でください。

●この製品を安全に正しく使っていただくために、
お使い

になる前に取扱説明書・料理集をよくお読みになり、十
分理解してください。

●お 読みになったあと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。

●保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用

Use only in Japan

作りかたやコツを教えてくれる動画コーナーを
はじめ、オリジナルレシピ満載！スマートフォン
やタブレット端末からアクセスできます。
読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/category/microwaves/
当サイト上のコンテンツやURLを予告なく
変更もしくは削除することがあります。

初めに必ずしましょう！

1

STEP

「安全上のご注意」
を読む（2～7ページ）
＊必ず守っていただきたいことが記載してあります。

2

電源プラグを差し込む

3

とびらを開閉する（10ページ）

STEP

STEP

とびらを開けると
電源が入ります

＊ が表示された場合は、

デモモードになっています。
解除してから使ってください。

（47ページ「こんな表示が出たときは」
参照）

4

STEP

庫内のカラ焼きをする（20ページ）

＊庫内が熱くなるので、冷めてから使用してください。

1

～

4

が終わったら

調理を始めましょう！12〜19ページを読んで、始めてください。
ごはんやおかず をあたためる

あたため
22〜23ページ

野菜 をゆでる

牛乳 をあたためる

のみもの 牛乳
24〜25ページ

揚げ物 をカラッとあたためる

肉や魚 を解凍する

カラッとあたため
28・34ページ

＊日常よく使用するあたためを抜粋して記載しています。
解凍
28・30ページ
その他、詳しくは右ページの｢もくじ｣をご覧ください。

レンジ加熱のときは
■角皿を使わないで、
食品を直接庫内中央に置いてください。
・表示部に

ゆで野菜
28・31ページ

が表示されます。

何も入れないで
直接置いてね！
角皿
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この取扱説明書では次のように表しています。

操作
手順

操作によって自動
的に変わった状態

表示
点灯中

点滅中

1

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

● …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。
■ …記 載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程
度を、
区分して説明しています。

■ …お 守りいただく内容を、図記号で区分して
説明しています。

「死亡」や
「重傷」を負うおそれが特に高
い内容

してはいけない「禁止」内容

「死亡」や
「重傷」を負う可能性が想定さ
れる内容

「指示を守る」内容

「軽傷」や
「家屋・家財などの損害」が発
生する可能性が想定される内容

「注意をうながす」内容

内部には高圧部があります
自分で分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝
分解禁止
生活家電ご相談センターにご連絡くだ
さい。

禁

止

吸気口、排気口、穴などにピンや
針金などの金属物または異物、
指を入れない
感電・けがの原因になります。
もし、異物が中に入ったときは、電源プ
ラグを抜き、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。

電源プラグ・電源コード・コンセントの取り扱い
電 源 は、交 流100Vで、定 格15A
以上のコンセントを単独で使用
する

コンセントを
単独に使用 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。

傷んだ電源コードや電源プラグ・
ゆるんだコンセントは使用しない
禁

止

火災・感電の原因になります。

電源プラグは、根元まで確実に
差し込む
感電や発熱による火災の原因になりま
す。

2

電源コードや電源プラグを傷つ
けない
止

加工する、排気口などの高温部に近づけ
る、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束
ねる、重いものをのせる、挟み込むなど
すると、コードが破損し、火災・感電の
原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差
ししない
ぬれ手禁止

感電の原因になります。

長期間使用しないときは、電源
プラグをコンセントから抜く
コンセント 絶縁劣化により漏電火災の原因になり
から抜く ます。

電源プラグのほこりは、乾いた布
で定期的に取り除く
ほこりを
取る

ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁
不良となり、火災の原因となります。

安全上のご注意

禁

準備と確認

電源プラグ・電源コード・コンセントの取り扱い
（つづき）

電源プラグをコンセントから
引き抜くときは、電源プラグを
持って引き抜く

プラグを
持って抜く コードを持って引き抜くとコードが破

損し、火災・感電の原因になります。

据え付けるとき

包装材を
取り除く

使用前に、包装材はすべて取り
除く

包装用ポリ袋は、幼児の手の届
かない所に保管または廃棄する

取り除かないと運転中に発火し、火災・
やけどの原因になります。

頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさ
ぎ窒息する原因になります。

燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない
スプレー缶などを近づけない
禁

止

焦げや、
火災の原因になります。
スプレー缶は引火や破裂のおそれがあります。
たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでく
ださい。
また、
熱に弱い家具・コンセントのある壁面・熱に弱い壁材に排気口を向けて設置する場合は、
熱変形や変色するおそれがあるため、
遠ざけてください。

水のかかるところや蒸気の出る機器および火気の近くでは使用しない
火災・感電・漏電の原因になります。
禁

止

3

据え付けるとき（つづき）

アースを確実に取り付ける
アースを
接続する

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース端子がないとき、アース線の長さが足
りないときなどは、
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相談ください。

●アース端子を使う場合

・アース線が本体のアースねじにしっ
かり接続していることを確認してか
ら、アース線先端の皮をむき、芯線部
をアース端子につなぐ。電源プラグ
を抜いた状態で接続してください。

ふたつきの場合は、
開けてつなぐ。

●アース端子がない場合

・アース工事
（電気工事資格者によるＤ種接
地工事）
を行ってください。
工事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相談ください。

ご注意

ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線
には絶対に接続しないでください
法令で禁止されています。

■次の場合はアース工事（電気工事資格者によるＤ種接地工事）をするように
法律で義務付けられています
・湿気の多い場所

飲食店の厨房、
土間、
コンクリート床、
酒・しょう油などの醸造・貯蔵所など

・水気のある場所（漏電遮断器の取り付けも義務付けられています）

生鮮食品店の作業場など水の飛び散るところ、土間・地下室のように水滴が漏出したり結露するところ

壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。製品の後方上方には庫内からの排気口があります。
壁との間
をあける

・熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセント
〔消防法基準適合 組込形〕
がある場合は、右の記載寸法以上にすき間
上面10cm以上
をあけて置いてください。壁の材質によっ
ては、変色したり本体の接触跡がつく場合
があります。また、コンセントが排気口の 背面の凸部
近くにあったり、汚れが気になるときも、排 より
気が直接当たらないよう右記の記載寸法以 0cm以上
右
上にすき間をあけて置いてください。
4.5cm以上
左
・後 方がガラスの場合、温度差で割れるおそ
1.5cm以上
れがあるので、
20㎝以上あけてください。
（あけても温度差によって割れることがあります）

場所
上方
左方
右方
前方
後方
下方

離隔距離
（cm）
10
1.5
4.5
開放
0
0

・排気による壁の汚れや変色、
結露が気になる場合は、壁との距離をあけるか、
壁面にアルミホイルなどを貼ると壁の汚れや蒸気の影響を軽減できます。
・魚焼きなど油煙の出やすい調理を頻繁にされる場合は、本体上面を解放できるところに置
くことをおすすめします。

十分な強度を持った平らな場所に置く
平らな
場所に置く

4

強度が不十分なテーブルや傾いた場所に置くと、落ちたり倒れたりして、けがの原因になりま
す。また、
結露水が床にこぼれる場合があります。
もし地震などで転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくてもそのまま使用せずお買い上げ
の販売店に点検を依頼してください。本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金具（別売り：
部品コード32582136）
をお求めのかたは販売店にご相談ください。

使用するとき

・使用中に異常な音や臭いがする。
・自動的に電源が切れないことがある。
・スパーク（火花）または煙が出ることがある。
・とびらに著しいガタつきや変形がある。
・上ヒーターが割れている。
・触れると電気を感じる。
■…すぐに電源プラグを抜いて、販売店に
点検・修理を依頼してください。

禁

止

取り扱いに不慣れな方やお子様
だけで使わせたり、幼児の手が
届くところで使わない

特に、ヒーター加熱中・加熱直後は、お
子様から目を離さない。感電・けが・
やけどの原因になります。

調理中に、電源プラグを抜き差ししない
禁

止

抜き差しすると火花が発生し、火災・感
電の原因になります。

安全上のご注意

感電のおそれがあります。
異常時は 発火や発煙、
使用を 〈異常・故障例〉
中止する ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。

準備と確認

異常・故障時には直ちに使用を
中止する

調理以外の目的には使用しない

過熱・異常動作して、やけど・けが・破損・
火災の原因になります。衣類・布巾類・
禁 止
市販のレンジ加熱用湯たんぽ・哺乳瓶
（消毒バッグ）
・カイロ・風呂湯保温器
などは加熱しないでください。

本体の上に、
ものを置いたり、
布などをかぶせたりしない
禁

止

置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火・
火災の原因になります。角皿などの付
属品も置かないでください。

排気口や吸気口を
ふさがない
禁

止

火災の原因になります。

とびらや庫内に、無理な力や衝撃を加えない
とびらにぶらさがったり、乗ったりしない
禁

止

変形し、
電波漏れによる人体障害のおそれがあります。
また、
とびらにぶらさがったり、
乗ったりすると、
本体が転倒・落下し、
けがをする原因になります。

庫内で食品が燃えたときは、
とびらを開けない

とびらにものをはさんだまま
使用しない
禁

禁

止

止

電波漏れによる、人体障害や発火のおそ
れがあります。

庫内底面、
とびらのガラス、
上ヒー
ター、角皿にものをぶつけたり衝
撃を加えない
破損して、
けがの原因になります。
容器や茶わんの出し入れのときは、庫内
底面やとびらのガラスにぶつけないよ
うにしてください。ガラスに傷が付く
と、
使用中割れることがあります。

とびらを開閉するときは、指の
はさみ込みに注意する
注

意

禁

止

とびらを開けると酸素が入り、勢いよく
燃え、火災の原因になります。
・食 品が燃えたときは次の手順で処置
してください。
①と びらを閉めたまま「とりけし」キー
を押し、運転を停止する。
②電源プラグを抜く。
③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮
火するのを待つ。
④鎮火しないときは、水か消火器で消火
する。
・そのまま使用せずに、販
売店に点検を依頼して
ください。

やけど・けがの原因になります。

5

レンジ加熱のとき
食品は加熱しすぎない
禁

止

食品の分量に対して、加熱時間が長いと発
煙・発火・火災・やけどの原因となります。
・手 動 で 加 熱 す る 場 合 は43ページ の 設
定時間の目安を参考に時間を控えめに設
定し、様子を見ながら加熱してください。
・特に、少量、油のついた食品（バター付きパ
ン、フライなど）、水分の少ないもの（ポッ
プコーンなど）、根菜類（さつまいも、にん
じんなど）、高温になりやすいもの（あんま
んなど）は気をつけてください。
・自 動であたためる場合は、分量、容器、
ラップのかけかたなど取扱説明書の記
載内容を守ってください。

飲みもの・油脂の多い食品は加
熱しすぎない
禁

止

100g未満の食品は自動調理で
加熱しない
禁

禁

止

止

食品の温度が正しく検知できず過加熱と
なり、食品が発火する原因になります。
・手動で様子を見ながら、加熱してください。

ふたのある容器は赤外線セン
サーを使用するレンジ加熱調理
（12ページ）に使用しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知
されず過加熱となり、食品の発火や容器
が割れる原因になります。
・容器のふたをはずして加熱してください。

飲みもの：コーヒー、牛乳、豆乳、水、ヨーグルトなどの
液体、みそ汁などの汁物
油脂の多い食品：生クリーム、バターなど
とろみのある食品：カレー 、シチュー、粒入りスープなど

生卵やゆで卵
（殻付き、殻なし）
、
目玉焼きは加熱しない

禁

止

缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、
真空パック入り食品は移し替える
鮮度保持剤（脱酸素剤）は取り除く
発火・破裂・製品の破損・けが・やけどの
原因になります。

ベビーフードや介護食をあたた
めるときは、加熱後かき混ぜて
から温度を確認する

禁

止

火花が発生し、庫内底面やとびらのガラ
ス割れなどでけがの原因になります。
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卵が破裂して、衝撃による庫内底面の割れなど
で、けが・やけどの原因になります。また、取り
出したあとに、突然破裂することもあります。
・卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
・ゆ で卵（おでん、八宝菜な
どの卵）のあたためなおし
もしないでください。

密閉性の高い容器のふたやせん
をはずし、皮や殻・膜のある食品
栗、ぎんなんなど）は、切
ふたを取る （いか、
殻に切れ目を れ目や割れ目を入れる
入れる

やけどのおそれがあります。

角皿、アルミホイル、金属容器、
金 串、金 属 の ひ も、ア ル ミ テー
プ、アルミなど金属で表面加工
された容器や袋は使わない

 り出すとき・取り出したあとに突然沸騰
取
し、やけどの原因になります。また、液体にイ
ンスタントコーヒーなどの粉末状のものを入
れたときに、突然沸騰する場合があります。
・飲みものは「あたため」キーで加熱しない。牛
乳、お酒は「のみもの」キーを使ってあたため
る。コーヒー、水などは、43ページの時間を
参考に設定時間を控えめに手動で加熱する。
・加熱しすぎたときは、そのまま2分以上
おいて庫内で冷ましてから取り出す。
・低めで広口の容器を使う。
・分量・容器・置きかたなどは、取扱説明
書に記載の内容を守る。
突沸
・飲 みものはあたためる前
後にスプーンなどでよく
かき混ぜる。

破裂して、衝撃による庫内底面の割れな
どで、けが・やけどの原因になります。

庫内がカラのまま、
加熱しない
禁

止

火花が出たり、本体や庫内が異常に加熱さ
れ、高温になり、やけどの原因になります。
また長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫
内が熱くなり、やけどの原因になりますの
で終了直後は庫内に触れないでください。

レンジ加熱のとき（つづき）
準備と確認

食器や食品を取り出すとき、ラップをはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずすときに蒸気が一気に出て、やけどの原因になります。

接触禁止

調 理 中 や 調 理 後 は、高 温 部（ 庫
内・とびら・本体・排気口）お
よび取り出した角皿などには触
れない

・高温のため、
やけどの原因になります。
・調理後、
取り出した角皿などは、
熱に弱
い場所に置かないでください。変形や
変色のおそれがあります。

食品の出し入れや付属品の取り
出しには市販の厚手のミトンを
使う

水ぬれ
禁止

小動物を
移動する

直接触れると、やけど・けがの原因にな
ります。また、破れたり、ぬれたミトン
は使わないでください。

安全上のご注意

ヒーター加熱のとき
調理中や調理後は、とびら・庫
内・角皿などに水をかけたり、
急に冷却しない
割れてけがをしたり、変形の原因となり
ます。また、発生する蒸気やしぶきでや
けどの原因になります。

ヒーター加 熱 の と き は、小 鳥 な
ど煙や臭いに影響を受けやすい
小動物は別の部屋に移す
換気のために換気扇を回して、
窓を開ける
特に最初、カラ焼き・脱臭を行って庫内
の油を焼き切るときは、煙が出たり、臭
いがします。

お手入れ
本体のお手入れは電源プラグを
抜き、本体が冷めてから行う
プラグを抜き 感電・けが・やけどの原因になります。
冷めてから

庫内やとびらに付着した油や食品
カス、水分を残したまま加熱しない
禁

止

電波が汚れた部分に集中して、火花の発
生・発煙・発火などのおそれがあります。
また、さびの原因になります。
・付着した場合は、本体が冷めてから必
ずその都度拭き取ってください。

お願い
テレビ・ラジオ・アンテナ線などから4ｍ
以上離す
画面や音声などが乱れる原因になります。

製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が
低下することがあります

無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえご使
用ください。

熱や、
蒸気から離す

炊飯器・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかか
ると故障の原因になります。
蒸気がかからない位置でご使用ください。

本体の移動の際は気をつける

製品を左右から抱きかかえるように確実に持って、
移動してください。
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各部のなまえとはたらき
本 体

安全上の注意ラベル

［正面］

キャビネット

排気口（背面・側面）

上ヒーター
（ガラス）

庫内灯

調理中・予熱中に点灯します。

保護棒がついてい
ます が、物 など を
当てないでくださ
い。破損するおそ
れがあります。

庫内

耐熱脱臭コーティング

たな支え
（上段・下段）
角皿をのせます。
下段の下側には、角皿を
挿入しないでください。

定格銘板

排気口（側面）
下ヒーター
（底面に内蔵）
電源コード
電源プラグ

ハンドル
とびらパッキン

取りはずしできません。
押し込んだり、
引っ張ったり
しないでください。

とびら

吸気口（正面下部）
安全スイッチ検出突起

・庫内の汚れはすぐに拭き取ってください。
・密閉性を高めているため、庫内に水がた
まることがあります。庫内が冷めてから
すぐに拭き取ってください。

物などを当てないでください。破損すると製品が
正しく動作しない原因となります。

［背面］

アースねじ

アース線

付属品

付属品は正しくお使いください

角皿（鉄板ホーロー） 1枚
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取り付けかた
（4ページ参照）

・オーブン、発酵、グリルなどで使用します。
※料理集に従って、正しい位置に置いてください。
たな支え（上段）または、たな支え（下段）
※表示部に
が表示されるレンジ加熱調理では火花が出るため
使用できません。
【お手軽パンの一次発酵など】
※使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。

・付属品はオーブンレンジ以外の機器・用途で使わないでください。

準備と確認

［正面］
ハンドル

各部のなまえとはたらき

形名表示
操作部／表示部
電源コード
電源プラグ

食品カスや水滴を受ける容器です。
レンジ加熱でも食品から蒸発した水分がたまります。
いつも本体にセットしておきます。
こまめにお手入れをしてください。
（45ページ参照）

この部分に水などが
たまります

■ 取り付けかた・はずしかた

・調理前に確実にセットされていることを確認します。
確実にセットしないと水もれの原因になります。
・はずすときは、
水がたまっている場合がありますので、
気を付けてください。
・取り付けるときに、指をはさまないように注意してください。
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各部のなまえとはたらき（つづき）
操作部

表示部

自動メニュー＊
時間や温度設定が不要なメニューです。
（24〜35ページ）

・
「タッチメニュー」キー、
「オートメニュー」キーで選択します。

「オートメニュー」
キー＊

自動メニュー番号や温度・時間などを…
表示します。
レンジ調理
（一部にレンジ加熱する
調理を含む）
の選択のときに表示し、
調理中は点滅します。

加熱の種類

時間や温度設定が不要なメニューです。
（28〜35ページ）
・押してメニューを選択します。
・押すごとにメニューが切り換わります。

加熱の種類や運転状況を表示します。
調理中は表示が点滅します。

「温度・仕上がり」
キー
お好み温度・オーブン・発酵の温度設定および調理中
の時間と温度の調節に使います。
自動調理の仕上がり調節に使います。

「タッチメニュー」
キー＊
時間や温度設定が不要なメニューです。
（24〜27ページ）
・押すごとにメニューが切り換わります。
※
「オートメニュー」キーを押しても選択
できます。

■自動調理の仕上がり調節
メニュー選択後、
またはスタート後10秒以内に
押して設定する
→〔強め1〕
〔強め2〕
〔強め3〕
→〔弱め1〕
〔弱め2〕
〔弱め3〕

省エネ機能
オートパワーオフ
使用していないときは自動的に電源が切れる機能です。

■	表示部に「0」が表示されている状態で、5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切れます。
・ただし、
「高温」表示されている間は、電源は切れません。

とびらを開けると電源が入ります
表示部に「0」が表示されます（電源プラグを差し込んだだけでは電源は入りません）
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準備と確認

＊自動メニュー（3 ～ 37）は、
「オートメニュー」キーを押して選択します。
3 ～ 12は「タッチメニュー」キーでも選択できます。
表示部にメニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番号に合わせて、ご使用ください。

各部のなまえとはたらき

手動調理キー
調理に応じて時間や温度を設定して
使います。
（36〜42ページ）

時間合わせキー
手動調理の時間設定に使います。

「とりけし」
キー
調理を中止するときに
操作・設定の取り消しや、
使います。
・手動調理の途中で確認するときは、キーを押さ
ずにとびらを開けます。
（とびらを閉め、スター


トを押すと調理を再開します）
途中、調理を停止し、しばらくの間操作をしな
かった場合は、
自動で調理を中止します。
・自動メニューの調理途中で開けたときは、キー
を押し、手動調理で様子を見ながら加熱をして
ください。

「あたため」/「スタート」兼用キー
ごはんやおかずのあたため（22〜23ページ）と、
調理を開始するときに使います。
・キーを押すとすぐに加熱が始まります。
・
「あたため」キーは、とびらを開閉してから1分以
 
上たつと動作しません。
（
「扉」
が表示されます）
もう一度、
とびらを開閉してから
「あたため」
キー
を押してください。
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レンジで加熱するときは
赤 外 線 セ ン サ ー を 使 用 す る レ ン ジ 加 熱（「 自 動 あ た た め 」）
● あたため（ごはん・おかず）● のみもの（ 牛 乳 ・お 酒 ）● 解凍
● ゆで野菜 ● お好み温度
※赤外線センサーとは

 品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を検知するセンサーです。
食
食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期温度や、容器の重さなどの影響を受け
ないで、設定した温度に食品をあたためることができます。
赤外線センサーでの食品温度の検知を正しく行うために、12〜13ページを参照し、上手に活用
しましょう。

守っていただきたいこと
●ラップを正しく使う
・食品によってラップをする場合としない場合があります。

各メニューの説明をお読みください。
・ラップをするときは、食品にしっかりラップを密着させて何重にも重ねな
いでください。

ラップの重なり合う部分が下になるように置いてあたためてください。

・正しく使わないと、仕上がりが悪くなることがあります。
また、食品が焦げたり、発煙・発火の原因になります。

●ふたは使わない
・陶 器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると、赤外線センサー
が食品の温度を正しく検知できず、上手にあたためられません。
・市 販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずしてあたためてく
ださい。

●続けて使用するときは、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する

冷ます

・庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。
また、熱に弱い容器（プラスチック製など）が溶けたり変形したりする
ことがあります。

表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。

●食品の分量に合った大きさの容器を使う
●容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う
●食品を入れる前に庫内の食品カスや、庫内やとびらの
水滴などを拭き取る
・食品の温度を正しく検知できず、仕上がりが悪くなることがあります。 
また、発煙・発火の原因になります。

●角皿は使えません
・角皿を使うと火花が飛び、故障の原因になります。
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拭き取る

止

食品の温度が正しく検知できず過加熱
となり、食品が発火する原因になりま
す。
・手動で様子を見ながら、加熱してくだ
さい。

禁

止

ふたのある容器は赤外線セン
サーを使用するレンジ加熱調理
に使用しない

レンジで加熱するときは

禁

準備と確認

100g未満の食品は自動調理で
加熱しない

ふたがあると食品の温度が正しく検知
されず過加熱となり、食品の発火や容器
が割れる原因になります。
・容 器のふたをはずして加熱してくだ
さい。

■食品の上手な置きかた
庫内奥
直径約8㎝

※マグカップは右の寸法の
ものを目安にお使いくだ
さい。
※1杯の分量
容器の8分目まで入れて
ください。

食品は円を目安にして
庫内中央に置いてください。

高さ
約8.5㎝

満水容量
約260ml

庫内手前
食品は
正しく置く！

●食品は庫内の中央に置く（複数の食品の場合は庫内中央に寄せて置く）
・中央から外れた位置に置くと過加熱になったり、あたたまらない場合があります。必ず庫内の中央
に置いてください。
・小さい食品は、中央に置いても正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因になりま
す。少量の食品は手動の
「レンジ」
で時間を控えめに設定し、様子を見ながらあたためてください。
・飲みものは、端に置くと過加熱になり、沸騰したり、庫内から取り出したあとに突然吹き出したりし
て、
やけどの原因になります。

赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例

あたため、お好み温度

マグカップ1個（牛乳）

マグカップ2個
（牛乳）

とっくり
（お酒）

容器の高さに対して食品の量が少ないと、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知できず、上手にあたた
められません。
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加熱のしくみ
レンジ加熱

レンジ調理のポイント

電波で食品を加熱します。

●

電波の性質 ・電 波が食品に当たると食品

加熱時間は
食品の分量にほぼ比例します。
分量を2倍にした場合は、加熱時
間も2倍弱に合わせてください。

●

レンジ加熱は
食品の水分が飛び、乾燥したり固
くなりやすいので、時間は短めに
設定して、様子を見ながら加熱し
てください。

煮込み調理

●

加熱時間は
600Wの時間を設定したあと、
もう一度
「レンジ」を押し、
200W
の時間を設定します。

●

調理温度と加熱時間は
設 定 温 度 は39ページ を 参 考 に
してください。
仕上がり温度を優先する加熱な
ので時間は設定しません。

表示部に
を表示します。
角皿・金串などの金属物は使えません。
の水分に吸収され、水の分子
にまさつ運動が起こります。
その結果、熱が発生し、食品
は内部と外部が同時に加熱
されます。
・陶 器や磁器などは電波を通
しますが、金属製の容器や、
アルミニウムのレトルト
パック な ど は 電 波 を 反 射 す
るので加熱できません。

・レンジ600Wのあと続けてレンジ200Wで加熱します。
レンジ600Wで沸騰させ、
レンジ200Wで煮込みます。



お好み温度調理
・食品を設定した温度にあたためます。
低い温度の仕上がりができるので、ベビーフードのあたためや、
バターなどをクリーム状にするときなどに適しています。

レンジ＆ヒーター加熱（自動調理のみ）
レンジで発酵させ、
ヒーターで焼き上げます。 レンジとヒーターで、
食品を加熱します。
レンジ加熱の工程は表示部に
を表示します。
・ を表示しているときは角皿・金串などの…
金属物は使えません。
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を表示します。
表示部に
・角皿・金串などの金属物は使えません。

自動メニュー

自動メニュー

お手軽パン、
お手軽ピザ

ふっくらパン

オーブン調理

※庫内上部や底面は熱源に近いため、
温度が高くなります。

背の高い型や食品は、上面がこげないか様子を見ながら加熱して
ください。

オーブン調理のポイント
●

食品の置きかたは
加熱により、大きくなるメニュー
もあります。適度な間を開けて
ください。

●

加熱時間は
食品の様子を見ながら加減して
ください。続けて加熱するとき
など庫内温度が高いときは、加熱
時間を短く設定し様子を見なが
ら加熱してください。

●

加熱中は
庫内の温度が下がりやすいのでと
びらの開閉は少なくしてください。

●

焼きムラが気になるときは
加熱途中で食品の前後を入れ替
えたり、濃い焼き色部分だけアル
ミホイルをかけてください。

●

加熱後は
焦げすぎを防ぐため、すぐに食品
を取り出してください。

●

均等に焼き色を付けるために
加熱途中で食品を裏返してくだ
さい。

●

加熱後は
焦げすぎを防ぐため、すぐに食品
を取り出してください。

※庫内温度は測定場所や食品の量などによってばらつくことがあ
ります。

角皿
・お惣菜やお菓子を調理するときなどに
使います。
詳しくは料理集をご覧ください。
※紙やシリコンなどの金属製以外の型や、
フッ素樹脂加工の型は直接庫内に置か
ず、
角皿にのせて加熱してください。

角皿スチーム

角皿の溝にお湯を注いでスチームを発生させます。

〈料理集に記載のメニュー〉
茶わん蒸し、
フランスパン、
石窯パン、
プリン、
スポンジケーキ、
シュークリーム

グリル調理

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめを
つけます。
角皿

・魚などを焼くときに使います。

加熱のしくみ

上下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、
食品を加熱します。

準備と確認

ヒーター加熱

発酵

温度を制御しながらヒーターで加熱します。パン生地などの発酵に使います。
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使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。
「レンジ」加熱と「オーブン・グリル」加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火する
ことがあります。加熱する前に、
加熱の種類を確認してください。
（14、15ページ参照）

容器の種類：ガラス
耐熱性がある

レンジ加熱のとき
使えます

使えます

使えません

使えません

ただし、加熱後急冷すると、割れる
ことがあります。
「自動あたため」
（赤外線センサー
を 使 用 するレン ジ 加 熱（12ペ ー
ジ）
）では、ふた付き容器は使えま
せん。ふたをはずしてください。

耐熱性がない

カットグラス、強化ガラスなど、ガ
ラスの厚みの変化が大きなもの、
ひずみのあるものも使えません。

プラスチック
・シリコン

容器の種類：
耐熱性がある

（耐熱温度140℃以上）
「電子レンジ使用可能」
表示が
あるもの
・「らくらくパスタ」は耐熱 温 度
120℃以上

レンジ加熱のとき
使えます

ただし、
次のものは使えません。
・油脂・糖分・塩分の多い食品、
ケチャップなど（高温になる）
・密閉性の高いふた
・熱に弱いふた
・
「電子レンジ使用可」表示のない
容器
・アルミなど金属で表面加工され
た容器や袋
・市販のレンジ用ゆで卵器
「自動あたため」
（赤外線センサー
を 使 用 するレン ジ 加 熱（12ペ ー
ジ）
）では、ふた付き容器は使えま
せん。ふたをはずしてください。

耐熱性がない

（耐熱温度140℃未満）
「電子レンジ使用可能」
表示が
ないもの

使えません

ただし、
加熱後急冷すると、
割れる
ことがあります。
高温になる料理は、急熱・急冷に
強い耐熱ガラス製容器を使用して
ください。

ヒーター加熱のとき
●プラスチック
使えません

溶けて変形したり割れたりするこ
とがあります。

●シリコン
使えます

・オーブンの設定温度は、
《容器の
耐熱温度－30℃》以下にして、シ
リコン容器を上段に置いたり、庫
内に直接置かないでください。
（設定温度の例：耐熱温度200℃
の場合→設定温度は170℃以下）
・上段・庫内底面はヒーターに近
いため、シリコン容器が変形する
ことがあります。
グリルでは使えません。

使えません

電波で変形するもの
溶けて変形したり割れたりするこ
（ポ リ エ チ レ ン・ス チ ロ ー ル・ とがあります。
フェノール・メラミン・ユリア
樹脂など）
は使えません。
※ただし、解凍では発泡スチロール
製のトレイが使えます。
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ヒーター加熱のとき

付属品

レンジ

オーブン

グリル

容器の種類：金属

容器の種類：陶磁器・漆器
陶器・磁器

使えません

とくに金網、金串は火花が飛ぶこと
があります。

レンジ加熱のとき

木・竹・紙製品

ただし、取っ手が樹脂の物は使え
ません。

ヒーター加熱のとき
使えません

使えません

使えません

塗りが剥がれたり、ひびが入るおそ
れがあります。

容器の種類：その他

使えます

使えます

ただし、金・銀粉、金・銀箔使用の容器は
火花が飛ぶことがあるので使えません。
電波で容器が熱くなるものがありま
す。やけどに注意してください。

漆器

ヒーター加熱のとき

レンジ加熱のとき
使えません

スパークしたり、燃えたりするこ
とがあります。
ただし、料理集に記載している使
いかたに限り、耐熱加工を施した
紙・オーブンシート・クッキング
シートを使うことができます。

た だ し、耐 熱 性 の あ る 陶 器、磁
器土鍋、グラタン皿などは使え
ます。

ヒーター加熱のとき
使えません

ただし、
耐熱加工を施した紙・オー
ブンシート・クッキングシート・
ケーキ用の硫酸紙はパッケージの
耐熱温度に従って使うことができ
＊1
ます。
＊1: 庫内底面に敷いて使わないでくだ
さい。
（指定されたメニューを除く）

アルミホイル

使えません

使えます

ラップ

使えます

使えません

（耐熱温度
140℃以上）

お願い

火花が飛ぶことがあるので使えません。
ただし、この取扱説明書に記載して
いる使いかたであれば使えます。
解凍：30ページ
お酒：26ページ

ただし、油分の多い料理は高温に
なるので使えません。
ポリエチレン製のラップは溶けて燃
えることがあるので使えません。

使える容器・使えない容器

アルミ・ホーロー
などの金属容器、
金網、
金串

レンジ加熱のとき

準備と確認

角皿

角皿に敷いたり、焼き色の加減を
するときやホイル焼きに使いま
す。

高温になり、溶けるおそれがあ
ります。

ここに記載のない容器の使いかたについては、
販売メーカーまたは
容器の製造メーカーにお問い合わせください。
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使いかたのポイント
準備

■付属品・容器は加熱（メニュー）に
合ったものを利用する
・「使える容器・使えない容器」

（16〜17ページ）
と料理集を参照してください。

・レンジ加熱のときは、
角皿は使用できませ
ん。
（表示部に が表示されます）
→火花が飛び、
故障の原因になります。

■取扱説明書・料理集をよくみて準備
する
・本 誌に記載してある材料・分量・調理方
法を守ってください。
→材料・分量・調理方法が違うと、仕上が
りが悪くなることがあります。
また、場合によっては食品が発煙・発火
する原因になります。
指定分量以外の場合や市販
注意！ の料理本の料理は、手動で
様子を見ながら加熱してく
ださい。

食品を入れる

設定

■自動加熱の設定のしかた
・あたため1・2

キーを押すと、
すぐにあたためが始まります。

・タッチメニュー…3～12
「タッチメニュー」キーを押してメニューを選び、
｢スタート｣キーを押すと加熱が始まります。

・オートメニュー3～37
「オートメニュー」キーを押してメニューを選び、
「スタート」キーを押すと加熱が始まります。

●お好みの仕上がりにしたいときは
→…あたため1・2
スタートしたあとに
「温度・仕上がり」
で
設定します。
（スタート後10秒以内に）

■庫内が熱いと調理できないことが
ある
・自 動メニュー1、2、6、7、10〜17、23、24、
26、27、32、お好み温度、発酵は庫内が冷め
てから使用する。
→庫 内が熱いと、赤外線センサーがうまく
働かないことがあります。
12〜13ページ を 参 照 し て 上 手 に 活 用
しましょう。

→…自動メニュー…3～36
メニューを選び、
「温度・仕上がり」
で
仕上がりを設定します。

または
スタート後10秒以内であれば仕上がりを
変更することができます。
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・自 動調理中にとびらを開けたときは、
「と
りけし」を押し、手動加熱で様子を見なが
ら加熱してください。

調理終了後

使いかたのポイント

■調理中

準備と確認

調理中

■取り出すとき
●熱くなっているので気をつける
・取り出した角皿は熱に弱い場所には置か
ないでください。
・市 販のミトンを両手に使用して、素手で
直接角皿などに触れないでください。
→ミトンは厚手のものを使用してくださ
い。やぶれていたり、水にぬれたもの
は使用しないでください。

・オーブン調理のとき
→室 温・形・量・大きさ・初期温度・電
源電圧などにより、焼き上がりの状態が
変わります。
加熱途中で食品の上下前後を入れ替え
たり、部分的にアルミホイルをかけると
上手に仕上がります。

■追加加熱するときは
●繰り返して作るときは
→自 動メニュー1、2、6、7、10〜17、23、
24、26、27、32、お好み温度、発酵は庫内
が熱い場合は冷めるまで待つか、手動で
様子を見ながら加熱をしてください。
●加熱が足りないときは
→手動で様子を見ながら加熱をしてくださ
い。
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庫内のカラ焼き・脱臭

初めてお使いのときは、
とびら内側のポリシートなどの包装材をすべて取り出してから、
「37脱臭」
を行って庫内の油を焼き切っておきます。
（カラ焼き）
最初、
煙が出たり、
臭いがしますが、
故障ではありません。
小鳥などの小動物は別の部屋に移し、
換気のために換気扇を回して、窓を開けてください。

窓を開ける

換気扇を回す

カラ焼き・脱臭するときは、
必ず庫内の汚れを
拭き取ってから行いましょう。
拭き取らずに行うと、汚れが焦げつき、
取れなくなることがあります。
■「37脱臭」

はヒーターで加熱するので、
本体が熱くなります。
熱に弱いものは近づけないでください。

庫内のカラ焼き・脱臭

1 庫内には何も入れないで、とびらを閉める
2

を押して 37 脱臭を選ぶ
加熱の種類

3

…を押す
脱臭開始

ブザーが3回鳴り、
脱臭終了
・表示部に
「高温」
「冷却中」
が表示されます。

4 とびらを開け、温度が下がるのを待つ

・とびらのガラス面や庫内が熱くなっているので、ご注意ください。
・繰り返して脱臭をしないでください。

・庫内についた汚れを高温で焼き切り脱臭します。全ての種類のにおいが取れるわけではありません。
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何であたためたらいいの？

あたために迷ったら…

準 備 と 確 認 庫内のカラ焼き・脱臭 ／「あたため」おすすめガイド
調理のしかた

「あたため」おすすめガイド

？

●ごはんやおかずをあたためたいとき

→あたため「1 ごはん」、
「2 おかず」で

●牛乳

→タッチメニュー
のみもの「6 牛乳」で

22〜23ページ

●お酒

●コーヒー・水などの飲みもの

→タッチメニュー
のみもの「7 お酒」
で

24〜25ページ

→手動の
「レンジ」
で
出力と時間を設定して
36〜37・43 ページ

24・26 ページ

●肉や魚の解凍

→オートメニュー
解凍「13 解凍」
「
、14 さしみ」で
28・30 ページ

●惣菜パン・バターロールなどをふっくら
とあたためたいとき
→オートメニュー「18 ふっくらパン」で
28・33 ページ

●揚げ物・焼き物・フランスパン・カレー
パンなどをカラッとあたためたいとき
→オートメニュー「19 カラッとあたため」で
28・34 ページ

●中華まん

→手動の
「レンジ」
で
出力と時間を設定して
36〜37・43 ページ

＊食 パンのトーストは99ページを参照してください。

●冷凍ゆで野菜

→手動の「レンジ」で出力と時間を設定して
36〜37・43 ページ

＊コーンやミックスベジタブルなどは
多めに水をふって耐熱容器に移し替えてください。

●市販の調理済み冷凍食品（コロッケなど）
→手動の「レンジ」で出力と時間を設定して
36〜37 ページ

＊パッケージの記載内容を参考にして、様子を
見ながらあたためてください。
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時間・温度を合わせずに自動調理

ごはんやおかずを

あたためる

★あたためには
「ごはん」
「おかず」
の2種類があります。
★「あたため」
で一度にあたためられる分量は100〜300gです。
（一人分は150gです）
★冷凍したごはん、冷凍したおかずのあたためられる分量は100〜300gです。

100g未満の食品は
自動調理であたためない
禁

止

飲みものは、
「あたため」キーであたためない

食品の温度が正しく検知できず過加熱と
なり、食品が発火する原因になります。
・手動で様子を見ながら、あたためてください。

基本操作（例：ごはんをあたためる）

1 食品を庫内中央に置く

禁

止

過加熱により、取り出すときに突然沸騰し、
やけどの原因になります。
・牛 乳・お酒は「のみもの」キーを使い、コー
ヒー・水などは43ページの時間を参考に
手動で様子を見ながらあたためてください。

※23ページの
「上手に使うコツ」
を合わせてご覧ください。
角皿は
使えません

・食品の量にあった浅めの耐熱性の容器に入れ、
円を目安に庫内中央に置きます。

※中央から外れた位置に置くと、赤外線セン
サーがうまく働かず、過加熱になったり、
あたたまらない場合があります。

2

加熱の種類

を押す
・とびらを閉めて1分以内に押してください。
押すごとに 1 ごはん

・途中から残り時間表示に
切り替わります。

（5秒間）
2 おかず と変わります。

加熱開始
容器が熱くなっています
取り出しには
気を付けて

ブザーが3回鳴り、
あたため終了
・食品を取り出し忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
（5分間）
とびらを開けるか
「とりけし」
を押すと止まります。
・調理終了後、
「冷却中」が点滅し、
電気部品などをファンで冷却することがあります。
冷却ファン動作中は、
電源プラグを抜かないでください。
ファンが動作中でも調理できます。
（ただし、
使用できない自動メニューがあります）

■お好みの仕上がりを選ぶには

→スタート後10秒以内に「温度・仕上がり」…
を押して加減する
・

を押すと
〔強め〕
、

弱め

を押すと
〔弱め〕
になります。

強め、
弱めともに1、
2、
3があります。
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強め

■調理終了後、
さらにあたためたいとき

→手動の
「レンジ」で様子を見ながら
あたためる
（36〜37ページ）

上手に使うコツ

守っていただきたいこと（12 〜 13 ページ）
使いかたのポイント（18 ～ 19 ページ）

操作は 22 ページ

調理のしかた ごはんやおかずをあたためる ／ あたためを上手に使うコツ

もう
読みましたか？

あたため

角皿は
使えません

1 ごはん、2 おかず 加熱方法：レンジ

●常温や冷蔵の食品はラップをしないで、次のようにあたためる

・ごはん…かたまりはほぐし、
冷蔵のごはんなどかためのものは水を振りかけます。
・煮物…煮汁を切ります。
・蒸し物…パサついているときは霧を吹きます。
・汁物…仕上がりを
〔強め〕
に設定します。
・焼き魚…仕上がりを
〔弱め〕
に設定します。

●冷凍した食品はラップをして、器にのせてあたためる

※ラップは食品にぴったりつけないと、
上手にあたためられません。
・冷凍ごはん
（冷凍のしかたは下記参照）

→ラップに包んだ冷凍ごはんはラップの重なっている面を
下にして皿にのせます。
・冷凍シュウマイなどの冷凍したおかず
→仕上がりを
〔強め〕
にしてあたためてください。

●カレーや八宝菜のようなとろみのある食品をあたためるときは

→カレーや八宝菜などのとろみのある食品は、
汁気が飛ぶのを防ぐためにラップをします。
・浅めの器に入れ、
食品にラップがピッタリつくように落とし込みます。
（すき間があると赤外線センサーがうまく働かず、
食品の発煙・発火のおそれがあります）
あたたまったら全体を混ぜ合わせてください。
ラップを落とし込み
・カレーや八宝菜のようなとろみのあるおかずはあたたまりにくいので、
食品にぴったり貼り
「2 おかず」
〔強め3〕
にしてあたためてください。
で仕上がりを
つける
・冷凍の場合はあたたまりにくいので、
加熱不足のときは手動の「レンジ」で
様子を見ながらあたためてください。

●複数の食品をあたためるときは

・食品は中央に寄せて置きます。
・食品の分量・初期温度・種類をそろえます。食品の分量が極端に異なったり、

あたためる前の食品に温度差があると、
均等にあたたまりません。

●魚の種類・形・大きさ、厚みのある食品など、食品の種類や状態によってはうまくあたたまらない場合があります。
→加熱不足のときは、
手動の
「レンジ」
で様子を見ながらあたためてください。

◇◆ごはんの冷凍のしかた◆◇

・1個150g（茶わん約1杯分）を厚さ2〜3㎝で平らな形に整え、ラップでぴったりと
包みます。
丸めたり、大量のごはんをひとまとめにすると、中まであたたまりにくくなります。
保存容器や保存袋などに入れると、自動あたためではうまくあたたまりません。

厚さ２～３㎝

・ごはんはなるべく炊きたてのあつあつのものを用意しましょう。
あつあつの状態でラップに包むと、蒸気を逃がさず保存できるので、あたためても乾燥しにくくなります。

ご注意

・ごはん・おかずのあたためにお使いください。それ以外の食品では、加熱のしすぎで発煙・発火のおそ
れがあります。水分の少ないもの
（干もの・落花生など）
・乾燥したもの・パセリ・青じそなどの乾燥は
手動レンジ200Wで様子を見ながら加熱してください。
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時間・温度を合わせずに自動調理

タッチメニュー

飲みものは加熱しすぎない

★自動メニュー6～9、
12は25～27ページを合わ
せてご覧ください。
8～11の詳しい説明は料理
★自動メニュー3～5、
集をご覧ください。

禁

止

飲みもの
（コーヒー、牛乳、豆乳、水）などの液
体は、取り出すときに突然沸騰し、やけどの
原因になります。また、容器が熱くなり、割
れたり溶ける原因になります。
・飲 みものはあたためる前後にスプーンな
どでよくかき混ぜてください。

基本操作（例：牛乳をあたためる）

1

食品を庫内中央に置く

角皿は
使えません
庫内中央に置きます

2

を押す
※メニューは下記のように切り換わります。
牛乳
お酒
6-1杯 → 6-2杯 → 7-1（本）→ 7-2（本）

3 鶏のから揚げ → 4 フライ → 5 お手軽フライ
8-1 トースト 1枚 → 8-2 トースト 2枚

10 スピードメニュー（3分 → 5分 → 7分）

9-2 トースト（冷凍）2枚 ← 9-1 トースト（冷凍）1枚

12 らくらくパスタ ← 11 おつまみ1分

・
「オートメニュー」
キーを押しても選択できます。

3

を押す
加熱開始

●メニューによっては
途中から残り時間を
表示することがあり
ます（表示例 : 牛乳）

加熱の種類

容器が熱くなっています
ブザーが3回鳴り、
加熱終了
取り出しには
気を付けて
・食品を取り出し忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
（5分間）
とびらを開けるか
「とりけし」
を押すと止まります。
・調理終了後、
「冷却中」が点滅し、
電気部品などをファンで冷却することがあります。
冷却ファン動作中は、
電源プラグを抜かないでください。
ファンが動作中でも調理できます。
（ただし、
使用できない自動メニューがあります）

■仕上がりを選ぶには

→手順 2 でメニューを選んだあと、
「温度・仕上がり」を押して加減する

強め
弱め

・強め、
弱めとも1、
2、
3があります。
・スタート後でも、
10秒以内であれば変更できます。

■調理終了後、
さらに加熱したいとき
24

→手動調理で様子を見ながら行う

■途中で調理時間を増減したいとき
（3〜5のみ）

→「スタート」を押して、残り時間が表
示されたあと、
「 温度・仕上がり」を
押して加熱時間を１分ずつ増減する

のみもの

上手に使うコツ

★押すごとに

調理のしかた タッチメニュー ／ タッチメニューを上手に使うコツ「牛乳」

もう
読みましたか？

操作は 24・28 ページ

守っていただきたいこと（12 〜 13 ページ）
使いかたのポイント（18 ～ 19 ページ）

6-1杯

牛乳

6-2杯

お酒
7-1
（本） 7-2
（本）

と変わります。

（過加熱の原因となりますので、
杯数
（本数）
を選択するときに、よく確認してください）

角皿は
使えません

6 牛乳

マグカップに入れた牛乳をレンジ加熱であたためます。
●一度にあたためられる分量 … 6-1：1杯、
6-2：2杯。
●マグカップは庫内中央に置きます。

2杯の場合は中央に寄せて置いてください。
庫内中央以外に置くと赤外線センサーが
正しく検知できず、沸騰するおそれがあります。

●容器の種類・大きさ・牛乳の量を守ってください。 マグカップ1個

マグカップ2個

容器の種類・大きさ・牛乳の量が違うと、
赤外線センサーがうまく
働かない場合があります。
・容

  器…背が低く広口のマグカップ。
  マグカップは右の大きさのものを目安にお使いください。
・1杯の量…200mlを基準としています。
（基準より少ない場合は、沸騰するおそれがあります）

直径約8㎝

高さ
約8.5㎝

●取り出すとき、牛乳が突然沸騰し、
飛び散ってやけどの原因に
なることがあります。
・あたためる前後に牛乳をスプーンなどでよくかき混ぜてください。
・あたためたあとは、少し時間をおいて取り出してください。

満水容量
約260ml

突沸に
注意！

■容器の種類・大きさや牛乳の量が異なる場合には

→手動の
「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。
（43ページ）

■コーヒー・水などの飲みものは

→手動の
「レンジ」で時間を控えめに設定し様子を見ながらあたためてください。
（43ページ）

お願い
・調理終了後、
角皿などは熱くなっていますので、
気をつけてください。

お知らせ
料理集に記載してある材料・分量・調理方法を守ってください。
・料理集に記載してある材料
（分量）
以外は自動調理で上手に仕上がらないことがあります。
（手動調理で様子を見ながら加熱してください）
・室温・初期温度・電源・電圧などによって仕上がり状態や加熱時間が変わることがあります。
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のみもの

上手に使うコツ
もう
読みましたか？

★押すごとに

操作は 24・28 ページ

守っていただきたいこと（12 〜 13 ページ）
使いかたのポイント（18 ～ 19 ページ）

6-1杯

牛乳

6-2杯

お酒
7-1
（本） 7-2
（本）

と変わります。

（過加熱の原因となりますので、
杯数
（本数）
を選択するときに、よく確認してください）

7 お酒

とっくりに入れたお酒をレンジ加熱であたためます。

角皿は
使えません

●一度にあたためられる量…とっくり 7-1：1本、
7-2：2本。
●容器の大きさ・お酒の量を守ってください。
・容

  器…背が低く、ずんぐりとしたとっくり。
  （容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります）
・1本の量…160ml(とっくりの8分目)を基準としています。
とっくり（お酒）
  （基準より少ない場合は、沸騰するおそれがあります）
・加熱ムラを少なくしたいときは、
とっくりの首の細い部分を

アルミホイルできちんと巻いてください。
※アルミホイルが庫内壁面・底面・とびらに触れると火花が出たり、
とびらのガラスが割れることがありますので触れないよう注意してください。

●庫内の中央以外に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、
沸騰するおそれがあります。

■コップであたためる場合は

→手動の「レンジ」で時間を控えめに設定し、様子を見ながらあたためてください。
（43ページ）

上手に使うコツ

8 トースト
9 トースト
（冷凍）

トースト（裏返し）

操作は 24・28 ページ

食パン1〜2枚焼けます。
グリル加熱で、途中裏返しのお知らせをします。
冷凍した食パンは「9 トースト（冷凍）」で焼きます。

● 詳しい焼きかたは料理集99ページをご覧ください。

角皿・上段に入れる

◆ 調理途中のお知らせ（ブザー音5回）
について…
・調理途中で裏返すなどの作業のためにお知らせブザーが鳴るメニューがあります。
…
・とびらを開閉しないでスタートを押すと動作しません。
（「扉」表示）
…
・とびらを開けないとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。
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時短・お手軽

上手に使うコツ

操作は 24・28 ページ

調理のしかた タッチメニューを上手に使うコツ「お酒」「トースト」「らくらくパスタ」

12 らくらくパスタ

角皿は
使えません

パスタをレンジ加熱でゆでます。
スパゲティ
（一人分）やマカロニを手軽にゆでられます。
● 材料（1回分）…パスタ（ スパゲティ、
マカロニ）100g、水 400ml
● 使用する容器…

耐熱容器
（耐熱温度120℃以上）

1回分の材料を入れて水位が容器の高さの1/2以下になるもの
〈容器例〉
…
レンジ用プラスチック製パスタゆで容器
（目安：内寸約7.5㎝×27㎝×深さ7㎝）
耐熱ガラス製ボウル
（目安：口径約22㎝×高さ約10㎝）
・スパゲティがそのままの長さで容器に入らない場合は、折って入れてください。

● ゆでかた
① 容器にパスタ100g、
水400mlを入れ、
はしでパスタを揺らし、

水になじませます。

パスタ100g
水400ml

② ラップやふたをしないで、
①を庫内中央に置きます。

に合わせたあと、
パスタのパッケージのゆで時間に
③〈12らくらくパスタ〉
応じて、
仕上がり調節を合わせ、
スタートします。

使用するパスタ
パッケージ
ゆで時間

2～3分

4～5分

6分

7分

8～9分

10～11分

12～13分

仕上がり調節

弱め3

弱め2

弱め1

標準

強め1

強め2

強め3

加熱時間の目安

約5分

約7分

約9分

約10分

約11分

約13分

約15分

④ 加熱終了後、
ゆで汁の中でパスタをよくほぐして、ザルなどに上げて水気を切ります。
やけどに注意してください。
・パスタのくっつきが気になる場合は、
水気を切ったあと、オリーブ油などお好みの油脂を適量
からめてください。
そのまましばらくゆで汁につけておくか、レンジ600Wで様子を
・加熱後、かたい場合は、
見ながら加熱してください。
● パスタ200gをゆでたいときは、
100gの作りかたになっていますので、100gに分けて1回ずつ加熱し

てください。

● パスタが100gより少ない場合でもゆでられます。水は400mlにしてください。

● ゆでるときに塩や油を入れないでください。プラスチック製容器が傷むことがあります。

※お使いになる容器の材料や形、パスタのメーカーなどにより、でき上がりが変わったり、ふきこぼれ
たりすることがあります。
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時間・温度を合わせずに自動調理

オートメニュー

★オートメニュー
（自動メニュー3～36）
の基本的な操作を説明しています。
★自動メニュー13～19、
26、
27は30～35ページの
「上手に使うコツ」を合わせてご覧ください。
★自動メニュー6～9、
12は25～27ページを合わせてご覧ください。
★各メニューの詳しい作りかたは料理集をご覧ください。

基本操作

1
2

※メニューによっては操作が一部異なります。料理集を参照して手順を進めてください。

食品を庫内に入れる
・指定の位置に置きます。

を押してメニュー番号を選ぶ
加熱の種類

・とびらに記載のメニュー
（3〜36）
から選びます。
・3〜12は
「タッチメニュー」
キーを押しても選択できます。

3

を押す
調理開始
・一部のメニューでは、
調理途中でブザーが5回鳴りますので、
とびらを開け、
料理集に従って作業をしたあと、とびらを閉めて
「スタート」
を押してください。

（29ページ
「調理途中のお知らせについて」
参照）

ブザーが3回鳴り、
調理終了
・食品を取り出し忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
（5分間）
とびらを開けるか
「とりけし」
を押すと止まります。
・メニューによっては、
加熱終了後表示部に
「高温」がでます。
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残り時間が表示されます。

容器が熱くなっています。
取り出しには
気を付けて。

調理のしかた

→手順 2 でメニューを選んだあと、
「温度・仕上がり」を押して加減する
・強め、弱めとも1、2、3があります。
・スタート後も10秒以内であれば変更することができます。

オートメニュー

■ 仕上がりを選ぶには

強め
弱め

■ 調理終了後にさらに加熱したいとき
→手動調理で様子を見ながら行う

■ 途中で調理時間を増減したいとき（3～5、20～22、25、28～31、33～36）

→「スタート」

を押して、残り時間が表示されたあと、
「温度・仕上がり」を押して加熱時間を…
1分ずつ増減する

◆ 調理途中のお知らせ（ブザー音5回）について…
・調理途中で裏返すなどの作業のためにお知らせブザーが鳴るメニューがあります。
…
・とびらを開閉しないでスタートを押すと動作しません。
（「扉」表示）
…
・とびらを開けないとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。

お願い
・調理終了後、
角皿などは熱くなっていますので、
気をつけてください。
・
「使える容器・使えない容器」
（16、
17ページ）
を読んで、加熱の種類にあった容器を使用してください。

お知らせ
料理集に記載してある材料・分量・調理方法を守ってください。
・料理集に記載してある材料
（分量）
以外は自動調理で上手に仕上がらないことがあります。

（手動調理で様子を見ながら加熱してください）
・室温・初期温度・庫内温度・電源・電圧などによって仕上がり状態や加熱時間が変わることがあります。

29

上手に使うコツ
もう
読みましたか？

解凍

操作は 28 ページ

守っていただきたいこと（12 〜 13 ページ）
使いかたのポイント（18 ～ 19 ページ）

冷凍庫で冷凍保存していた肉や魚をレンジ加熱で解凍します。
冷凍庫から出したらすぐに、カチコチの状態で解凍してください。

角皿は
使えません

（表面が溶けかかっていると、十分に解凍されないまま終了し、うまく解凍できません）

13 解凍

・加熱調理する場合に適していて、
下ごしらえできるくらいにややかために
仕上げます。

（脂身の多い肉や薄切り肉は、
特にかために仕上がったりしてうまく
解凍できないことがあります）

ラップはしないで
庫内中央に、
横長に置く

14 さしみ

・包丁が入りやすく、
中が少し凍った状態に仕上げます。

浅めの発泡トレイ

●一度に解凍できる分量 … 100〜600ｇ
●ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する

・深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので、浅めのトレイ
に移すか、
平らな皿にキッチンペーパーを敷き、
その上に置いて解凍してください。

●解凍する食品の大きさをそろえる （上手に解凍できる厚さは3㎝まで）

・同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、
同じ大きさのものをそろえます。

●庫内を十分冷ましてから解凍する

・庫 内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に
「C21」
「 高温」が表示されたときは、
「とりけし」
を押し、
とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。

●アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ

・分量の多いときは周囲を包むことをおすすめします。
・魚など形が均一でないときは、細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。
※ア ルミホイルはきちんと巻いてください。アルミホイルが庫内壁面・底面・
とびらに触れると、火花が出たり、とびらのガラスが割れるおそれがあります
ので触れないように注意してください。

●解凍する食品の形状や種類によっては、部分的に煮えたり、かたいところが残ったりすること
があります
・特に、脂身や、しゃぶしゃぶ肉などの薄切り肉はうまく解凍できないことがあります。

■解凍する食品の分量が100g未満の場合や解凍不足のときは

→
「レンジ100W」で様子を見ながら解凍してください。
（43ページ）

上手な冷凍をして、
上手に解凍しましょう！
・食材は新鮮なものを用意し、
冷凍してください。
・食材は１回分ずつ薄く
（３㎝以内）
、
厚みは均一、平らな形にそろえてください。大きさは縦6㎝×横
10㎝以上にしてください。小さすぎたり、
重ねたり、かたまり状にすると上手に解凍できません。
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ゆで野菜

上手に使うコツ

守っていただきたいこと（12 〜 13 ページ）
使いかたのポイント（18 ～ 19 ページ）

調理のしかた オートメニューを上手に使うコツ「解凍」「ゆで野菜」

もう
読みましたか？

操作は 28 ページ

角皿は
使えません

野菜（葉菜・根菜）をゆでたようにレンジ加熱します。

15 ゆで野菜
（葉菜）：ほうれん草／ブロッコリー／キャベツなど
●一度に加熱できる分量 … 100〜300g
（食品の重さのみ）

庫内中央に
置く

●ゆでかた…水洗いして食品のみをラップが密着するようにきっちり…
包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせる。

・葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップできっちり包みます。
・できるだけ幅広く包み、
平皿からはみ出さないようにします。
・量が多いときは半分に分けてラップで包みます。

：じゃがいも／さといも／かぼちゃなど
16 ゆで野菜
（根菜）
（食品の重さのみ）
●一度に加熱できる分量 … 100〜300g
●ゆでかた…水洗いして水がついたまま平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをする。
ラップは食品に密着させ、
隙間がないようにしてください。
丸ごとゆでるとき
平皿ごとラップをして加熱し、
加熱後は庫内から取り出し、ラップをしたまま
しばらく
（約5分）
おいておきます。
（食品が乾きやすいので、ラップは取らずにおいておきます）
・2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
・丸くて高さのある大きなじゃがいもは、
仕上がりを〔強め〕に設定します。
切ってゆでるとき
皮をむいて大きさをそろえて切り、
水をふって平皿にのせ、平皿ごと食品に
密着するようにきっちりラップをして加熱します。

お願い

・葉菜/根菜とも、
必ず平皿にのせて加熱してください。
・葉菜は、
食品のみラップをして、
平皿ごとラップはしないでください。
・根菜は、
平皿ごとラップをしてください。
・ラップを何重にも重ねたり、
巻いたりしないでください。
・ラップ以外のものをかぶせないでください。
※正しい使いかたをしないと、
食品が発煙・発火する原因になります。
また、
火花が出て、
庫内底面が割れたり、故障の原因になります。

■大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは
多めに水をふって耐熱容器に入れ、
ラップして
「レンジ600W」で様子を見ながら
加熱します。
（43ページ）
・小さく切ったにんじんやミックスベジタブルを
「根菜」で加熱すると、
火花が出て焦げたり、
乾燥することがあります。

■食品の分量が100g未満の場合は

→手動の
「レンジ600W」で様子を見ながら加熱してください。
（43ページ）
自動で調理すると、発煙・発火の原因になります。

■加熱不足のときは

→食品の上下をひっくり返したり、左右を入れかえたりして、
「レンジ600W」で様子を見なが
ら加熱してください。
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コンビニ弁当

上手に使うコツ

操作は 28 ページ

17 コンビニ弁当

 ンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで購入した
コ
お弁当をレンジ加熱であたためます。

角皿は
使えません

●一度にあたためられる分量 … 一人分（お弁当1個）

●あたためかた … お 弁当は包装をはずさずに、円を目安に庫内中央に直接置いて…
あたためます。
（ しょうゆやマヨネーズなどの調味料は必ず取っ
てください）
※さらにあたためたいときは、
手動の
「レンジ」で様子を見ながら行ってください。

あたためることができる弁当

あたためることができない弁当

コンビニエンスストアやスーパーマーケッ
トで売られているもの
（「レンジ加熱」
の表記のあるもの）
ごはん・おかずが分かれている
幕の内弁当など（1辺が約19㎝以下）

お弁当屋さんの持ち帰り弁当
（「レンジ加熱」の表記のないもの）

どんぶりもの

（

19㎝以下

1辺が19㎝よりも大きくて、庫内底面に置
ける大きさのものは、仕上がりを
〔強め〕に
してあたためてください。

）

加熱後の弁当の状態

浅い容器に入っている焼きそばやスパゲティなど

から揚げ・シュウマイなどの小分けのお惣菜

弁当の種類によって、あたたまり具合が異
なります。

・揚げ物は熱めに、厚みのある食品は少し
ぬるめに仕上がることがあります。
・漬け物などもあたたまります。

おにぎり

上手にあたためるために
●1個ずつあたためる

・2個同時に入れたり、
上下に積み重ねると上手にあたたまりません。

●購入後、
なるべく早めにあたためる

・買ってきたお弁当
（食品の温度は約20℃）
をすぐにあたためます。
・冷蔵庫に保存した場合は、
仕上がり
〔強め〕
であたためます。

●容器を確認する

・コンビニエンスストアやスーパーマーケットで売っているお弁当以外は電子レンジ加熱に向かない
容器
（発泡スチロールなど）
を使っている場合があるため、あたためないでください。

●卵は加熱しない

・ゆで卵や目玉焼きが丸のまま入っている場合は、
破裂するおそれがあるため必ず取り出してください。
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上手に使うコツ

ふっくらパン

操作は 28 ページ

角皿は
使えません

 販のパン
市
（バターロールや惣菜パン）をヒーターとレンジで
ふっくらとあたためます。
●あたためられる分量と設定

（仕上がり調節のしかた 29ページ参照）

仕上がり調節

標準

強め1

強め2

強め3

加熱時間の目安

約4分10秒

約4分20秒

約4分30秒

約4分50秒

【常温・冷蔵】
バターロール

4個

―

【常温・冷蔵】
惣菜パン

1個

―

【冷凍】
バターロール

調理のしかた オートメニューを上手に使うコツ「コンビニ弁当」「ふっくらパン」

18 ふっくらパン

―

1個

2個

バターロール：1個約30g、惣菜パン：1個約100g
常温/冷蔵のパンは、
熱さの好み・パンの初期温度・個数などによって弱め3～強め1
で仕上がり調節してください。冷凍のバターロールは、強め2または強め3に設定し
てください。
・強め2・強め3で常温/冷蔵のパンをあたためると熱くなりすぎます。
・冷凍のバターロールは、
強め2・強め3以外ではあたため不足になります。

●あたためかた … 食品の包装や容器をはずし、
庫内底面に…
クッキングシートを敷き、
その上に直接パンを
中央に置いてあたためます。
・食パンのトーストは、
「8 トースト」
「9 トースト（冷凍）」
で
焼いてください。

クッキングシート

●食品の包装・容器は取りはずしてあたためる
・アルミホイルは取りはずしてください。

レンジとヒーターの組み合わせのため、
アルミホイルなどの金属は火花が飛ぶことがあるので
絶対に使わないでください。
・ラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずし、
容器などに移さず、
必ずクッキングシート
の上に直接置いてください。
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上手に使うコツ

カラッとあたため

操作は 28 ページ

 
約10分）
19 カラッとあたため
（角皿スチーム）：（加熱の目安時間

 温の揚げ物・焼き物、フランスパンやカレーパンなどを、
常
ヒーターとスチーム（角皿に入れた水）
でカラッとあたためます。
●一度にあたためられる分量 … 100〜200ｇ
コロッケ：1～2個程度…
えびの天ぷら：1～4尾程度…
フランスパン：4切れ程度…
カレーパン：1～2個程度…
カツサンド：2切れ程度

…

●あたためかた … 食品の包装・容器を取りはずし、
…
角皿に直接食品をのせ、
角皿の溝に水
（大さじ1）
を入れて、
…
下段に入れあたためます。
…
カラッとさせたい面を上面になるように置いてください。
・熱さの好み、
種類、
個数によって
「温度・仕上がり」で、仕上がりの調節を
してください。
・冷蔵の調理済み食品は仕上がりを
〔強め〕
で加熱してください。
・市販の調理済み冷凍食品は加熱できません。
パッケージの記載に従い、
手動のレンジで様子を見ながらあたためて
ください。

●食品の包装や容器は取りはずしてあたためる
ヒーターで加熱します。
・ラップやビニールなどの熱に弱い包装は取りはずしてください。
食品は容器などに移さず、
必ず角皿に直接置いてあたためます。
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角皿の溝

角皿の溝に水（大さじ1）
を入れ、下段に入れる

上手に使うコツ

お手軽パンシリーズ

操作は 28 ページ

調理のしかた オートメニューを上手に使うコツ「カラッとあたため」「お手軽パンシリーズ」

26 お手軽パン
27 お手軽ピザ
 ンジを使って発酵時間を短縮。
レ
発酵から焼き上げまで約1時間でできます。
●メニューを選んでスタートすると発酵→焼き上げの順で工程が進みます。…

・表示される時間は各工程の時間です。

・ブザーが5回鳴ったらその工程の終了をお知らせします。
次の工程に続きますので、
「とりけし」
キーを押さず、料理集に従って作業を進めてください。

・お好みの焼き上がりにしたいときは、
メニューを選んだあと、
「温度・仕上がり」で加減します。 
〔強め3〕
〔弱め3〕
、
のみ、
発酵時間が自動的に調整されます。

●付属品に注意する…

・レンジ加熱の工程は角皿、
金属製の容器、
耐熱性ではない容器は使えませんので、
ご注意ください。

●作りかた・付属品の注意は料理集86～89ページをご覧ください。
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出力・時間を合わせて

レンジで加熱する・煮込み

角皿は使えません

例：ごはんをあたためる

1 食品を庫内中央に置く

・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、
円を目安に庫内中央に
置きます。

2

を押す
押すごとに

レンジ 600W

レンジ 500W

煮込み＊

レンジ 200W

お好み温度

レンジ 100W

レンジ 1000W

と変わります。

＊煮込みを選ぶと、初めに設定する600Wが表示されます。

3

を押して時間を合わせる
・設定時間の目安：43ページ
・最大設定時間
：3分
レンジ1000W
レンジ600W、
500W ：20分
レンジ200W、
100W ：90分

4

■ 煮込みのときは
…
煮込みは600W（強）→200W（弱）の組み合わせのみ
…
設定できます。
600W（強）の時間を合わせたあと、もう一度「レンジ・
（弱）の時間を合わせる。
お好み温度」を押し、
200W

を押す
加熱開始

残り時間を表示します。

ブザーが3回鳴り、
加熱終了
・食品を取り出し忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
（5分間）
とびらを開けるか
「とりけし」
を押すと止まります。
・容器が熱くなっているので、
気をつけて取り出してください。
・調理終了後、
「冷却中」が点滅し、
電気部品などをファンで冷却することがあります。
冷却ファン動作中は、
電源プラグを抜かないでください。
ファンが動作中でも調理できます。
（ただし、
使用できない自動メニューがあります）
・加熱を繰り返し行うと、電気部品保護のため、1000W加熱のときに、自動的に600Wに下げる場合があります。 …
仕上がりがぬるい場合は手動レンジで様子を見ながら加熱時間を追加してください。
・レンジ加熱の開始時および途中に「ジー」と音がすることがありますが、調理時の動作音ですので故障ではありません。
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食品は加熱しすぎない

発煙・発火の原因となります。
禁

禁

・43ページの設定時間の目
安を参考に、設定時間を控
えめに設定し、様子を見な
がら加熱してください。

止

止

調理のしかた レンジで加熱する・煮込み

飲みもの・油脂の多い食品などは加熱しすぎない

取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。
・飲みもの：コーヒー・牛乳・豆乳・水・ヨーグルト
などの液体・みそ汁などの汁物
・油脂の多い食品：生クリーム・バターなど
・とろみのある食品：カレー・シチュー・粒入りスープなど
・飲みものはあたためる前後にスプーンなどでよく
かき混ぜてください。
・時 間を控えめに設定し、様子を見ながら加熱して
ください。

煮込み

・初めに600W
（強）
、
次に200W
（弱）
で加熱します。
・操作3で、
まず600Wの時間を合わせ、
もう一度
「レンジ・お好み温度」を押し、
200Wの時間を合わせて
「スタート」
を押します。
・レンジ600Wの加熱が終わると、
続けてレンジ200Wの調理残り時間が表示されます。

■途中で調理時間を増減したいとき

→加熱中に
「温度・仕上がり」を押して、調理時間を1分ずつ増減する

・1000W、
600W、
500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで3分、600W・500Wで20分、
200W・100Wで90分までです。

■出力の使い分け目安
1000Ｗ

600Ｗ

食品をすばやく
あたためる

200Ｗ

野菜をゆでる
（下ごしらえ）

●

●

食品をあたためる

●

100Ｗ

弱火

中火

強火
●

500Ｗ

調理全般

●

煮込む

●

解凍する

冷凍食品を
あたためる
● はじけやすい
食品をあたためる
●

●調理内容に合わせてラップを使う

・あたためはラップ不要ですが、
メニューによってはラップをかけてあたためます。
詳しくは手動加熱の設定時間の目安
（43ページ）
や料理集を確認してください。

●冷凍食品やポップコーンについて

市販の冷凍食品をあたためるときは、
パッケージに記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。
ポップコーンはパッケージの加熱方法に従って、
必ず近くにいて様子を見ながら調理してください。
加熱時間は目安ですので、
加熱の過不足があるときは、様子を見ながら時間を調節してください。

お願い

ミックスベジタブルの少量でのあたためはしないでください。火花が出て焦げたり、発煙・乾燥する
ことがあります。
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赤外線センサーを使ったレンジ加熱で食品を

お好みの温度にあたためる

角皿は使えません

★…分量は一人分
（150g）
を基準としています。

例：バターをやわらかくする

1

食品を庫内中央に置く（ラップやふたをしない）
・食品の量に合った浅めのレンジで使える耐熱性の容器に入れ、
円を目安に庫内中央に置きます。
・庫内が熱いときは十分に冷めてからあたためてください。
（庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません）

2
3

を6回押す

押すごとに変わります
600W

500W

200W

お好み温度

煮込み

100W
1000W

…を押して－10～90℃から温度を選ぶ
・設定温度の目安は右のページを参照してください。
・分量は一人分
（150g）
を基準としています。
分量が多いときは温度をやや高めに設定し、
分量が少ないときはやや低めに設定してください。
・100g未満の食品は50℃以上に設定しないでください。

4

…を押す
加熱開始

設定温度によっては、途中から残り時間を
表示することがあります

ブザーが3回鳴り、
加熱終了
・食品を取り出し忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
（5分間）
とびらを開けるか
「とりけし」
を押すと止まります。

■調理終了後、
さらにあたためたいとき
→手動の
「レンジ」で様子を見ながら行う

■途中で調理温度の変更はできません
赤外線センサーの
検出イメージと置きかたの例
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お知らせ

・赤外線センサーは食品の表面温度を読み取るため、
内部は設定通りの温度にならないことがあります。
食品内部の温度は食品の種類や厚み・調味料などに
よって設定温度より高くなったり、低くなったりす
ることがあります。
・容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変
わることがあります。
※正しい使いかたをしないと、仕上がりが悪くなるこ
とがあります。また、
食品の焦げ・発煙・発火の原因
になります。

食品は加熱しすぎない
発煙・発火の原因となります。
禁

・調理中、
様子を見ながら
加熱してください。

止

禁

止

調理のしかた お好みの温度にあたためる

ふたのある容器は赤外線センサーを使用する
レンジ加熱調理
（12ページ）
に使用しない
ふたがあると食品の温度が正しく検知されず過加熱と
なり、食品の発火や容器が割れる原因になります。
・容器のふたをはずして加熱してください。

上手にあたためるために
もう読みましたか？

12 〜 13 ページ 守っていただきたいこと（赤外線センサーを使用するレンジ加熱）
18 ～ 19 ページ 使いかたのポイント
● ベビーフードや介護食をあたためるとき

・浅めの耐熱容器に移し替えてあたためます。
・冷凍したものはあたためられません。
 十分注意！
手動の
「レンジ」
で様子を見ながらあたためてください。
・赤ちゃんに食べさせる前に必ずかき混ぜて食品の温度を確かめてください。

● 飲みものは、
「お好み温度」
であたためないでください。牛乳・お酒は「のみもの」キー、その他は43ページの

時間を参考に、時間を控えめに設定し、手動レンジで様子を見ながらあたためてください。

設定温度の目安
℃

90

食
品

100g
以
上

80
煮物・焼き物・揚げ物

70
60

ごはん

50
40
30
20

ベビーフード

浅めの耐熱容器に移し
替えて、必ずかき混ぜて
温度を確かめて。

クリームチーズ（やわらかく）

バター
（やわらかく）

10
0
-5
-10

耐熱容器にバターを入
れ て、15～20℃に 温 度
を合わせて加熱。

ー
バタ

アイスクリーム

ふた（内ぶた含む）は必ず取る
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温度・時間を合わせて
予熱あり
予熱なし

オーブン
予熱あり

1
2

・発酵で調理する

＊角皿を入れて予熱するメニューがあります。料理集に従ってください。

庫内に何もセットしないで

を1回押す※

表示部に
「予熱」
を表示

を押して温度を合わせる
・設定温度：100〜250℃
ただし、庫内が熱いとき（表示部に「高温」が点滅）は、
電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。

3



・角 皿を入れて予熱した場合は、角皿が熱くなっ
ているので、取り出しや食品をのせる際には
気をつけてください。
・予熱は約20分間保持されます。
その間、何もしないとブザーが3回鳴り、設定が
取り消されます。

を押して予熱開始
予熱終了1分前に残り時間を表示

ブザーが5回鳴り、
予熱が完了
（
「予熱終」
が点灯）

4 食品を庫内に入れ、  

を押して時間を合わせ、

を押す

（料理集のメニューは、
指定の付属品を指定の位置に入れる）
・最大設定時間：90分
・調理温度を予熱温度と異なる温度に変更したいときは、
時間を合わせてから

を押して10℃ずつ増減する。

残り時間を表示します。

※予熱終了後、
とびらの開閉をしないで
「スタート」
キーを押しても動作しません。
調理開始

ブザーが3回鳴り、
調理終了
・食品を取り出し忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
（5分間）
とびらを開けるか
「とりけし」
を押すと止まります。
・終了後、
表示部に
「高温」
が出ます。
・庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

庫内や角皿が
熱くなっています
取り出しには
気を付けて

お知らせ
・室温・形・量・大きさ・初期温度・庫内温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。
加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、
部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。
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使用する付属品

※

を押すごとに
オーブン（予熱なし）

発酵

予熱なし / 発酵

1

オーブンの設定温度は庫内の中心部を
熱電温度計法により測定しています。
（JISの測定法による）
市販の温度計で温度を測定すると、温
度が合わないことがあります。

（表示部に「予熱」は表示しません）

2

を3回押す

予熱とは
・作 る料理に適した温度にあらかじめ
庫内をあたためておくことです。

を押して温度を合わせる

■予熱中の温度の変更

・設定温度：100〜250℃
ただし、庫内が熱いとき（表示部に「高温」が点滅）は、 
電気部品保護のため、210℃以上の設定はできません。
・発酵設定温度：45℃、
40℃、
35℃、
30℃

3

パン生地などを発酵します
●庫内や付属品を十分冷ましてから
使用してください

調理開始

ブザーが3回鳴り、
調理終了
・食 品を取り出し忘れるとブザーが1分おきに鳴りま
す。
（5分間）
・終了後、
表示部に
「高温」
が出ます。
・庫 内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて
取り出してください。

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間
を含め、
90分までです。

→設定温度と同じ温度で予熱します。…
ただし、設定温度が210℃以上のと
きは予熱温度は200℃になります。

発酵

を押す

→調理中に
「温度・仕上がり」を押して1分ず
つ増減する

■設定温度と予熱温度の関係

→200℃のとき、約10分です。
・予熱をする前の庫内温度や室温、
電圧などにより、予熱時間は多少
前後することがあります。

・最大設定時間：90分

■途中で調理時間を変更したいとき

→できません。

■予熱時間の目安は

 押して時間を…
を
合わせる

4

と変わります。

設定温度について

角皿に食品をのせ庫内に入れ、
を2回押す※

・発酵のときは

調理のしかた オーブン・発酵で調理する

オーブン（予熱あり）

表示部に「C21」
「高温」が表示されたと
きは、
「とりけし」を押し、とびらを開け
て庫内温度が下がるまでお待ちくださ
い。庫内温度が高いと発酵がうまくで
きません。
・生地が乾燥する場合は様子を見ながら
霧吹きをしてください。
・庫内温度と設定温度が近くなるとヒー
ターが動作しませんが、故障ではあり
ません。

■途中で調理温度を変更したいとき

→調理中に「オーブン・発酵」を押し、温度を
表示中（5秒間）に「温度・仕上がり」を押し
て10℃ずつ増減する
・発酵は変更できません。
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時間を合わせて

使用する付属品

グリルで調理する
例：魚をグリルで焼く

1 角皿に食品をのせ庫内に入れ、

を押す

・上ヒーターで調理するため、
上段をおすすめします。

2

を押して時間を合わせる
・最大設定時間：30分

3

を押す
調理開始

残り時間を表示します。

・両面に焼き色をつけたいときは、
加熱の途中で食品を裏返し、再び「スタート」を押します。
・庫内や角皿などが熱くなっているので、
気をつけて取り出してください。

ブザーが3回鳴り、
調理終了
・食品を取り出し忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。
（5分間）
とびらを開けるか
「とりけし」
を押すと止まります。
・終了後、
表示部に
「高温」
が出ます。
・庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

■途中で調理時間を変更したいとき

→加熱中に
「温度・仕上がり」を押して、1分ずつ増減する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、30分までです。

42

庫内や角皿が
熱くなっています
取り出しには
気を付けて

食品は加熱しすぎない

発煙・火災の原因となります。
禁

止

・時 間を控えめに設定し、調
理中、様子を見ながら加熱
してください。

調理のしかた グリルで調理する ／ 手動加熱の設定時間の目安

手動加熱の設定時間の目安
飲みもの・油脂の多い食品などは加熱しすぎない

取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。
・飲 みものはあたためる前後にスプーンなどでよく
禁 止
かき混ぜてください。
・時 間を控えめに設定し、調理中、様子を見ながら加
熱してください。

出力と時間を設定する調理時間の目安です。
加熱時間は食品の分量にほぼ比例します。分量を半分にしたら、加熱時間も約半分にしてください。
● 容量の単位：ml=㏄
注意！
● 常温：約20℃、冷蔵：約10℃、冷凍：約-20℃
● ラップあり…○／ラップなし…×
レトルトパウチ食品や缶詰などはあたためないでください。
発火・破裂・製品の破損・けが・やけどの原因になります。

あたため（レンジ600W）

冷凍の肉・魚の解凍（レンジ100W）

メニュー名

分量

目安時間

ラップ

ごはん

1杯（150g）

約1分

×

1杯（340g）

どんぶりもの
スープ・みそ汁

約2分50秒

×

1杯（150ml） 約1分40秒

×

メニュー名

肉

分量

目安時間

ラップ

100g

約5分30秒

×

200g

約8分

×

400g

約14分

×

野菜の煮物

150g

約1分20秒

×

600g

約18分

×

カレー・シチュー

200g

約2分10秒

○

100g

約3分30秒

×

シュウマイ

6個（100g）

約50秒

×

中華・肉・あんまん

1個（90g）

約50秒

○

バターロール

2個（70g）

約20秒

×

調理パン

1個（110g）

約30秒

×

飲みもの（レンジ600W）
メニュー名

分量

目安時間

ラップ
×

牛乳（冷蔵）

1杯（200ml）

約1分50秒

酒かん（常温）

1杯（160ml）

約50秒

×

水
（常温）

1杯（200ml）

約1分40秒

×

コーヒー（常温）

1杯（150ml）

約1分20秒

×

野菜のゆでもの（レンジ600W）
メニュー名
葉菜

分量

目安時間

ラップ

ほうれん草

100g

約1分40秒

○

根菜

キャベツ

100g

約1分20秒

○

ブロッコリー

100g

約1分20秒

○

じゃがいも

1個（150g）

約3分30秒

○

さといも

100g

約2分40秒

○

かぼちゃ

150g

約4分

○

にんじん

100g

約3分30秒

○

さしみ

200g

約5分

×

400g

約9分

×

600g

約11分

×

冷凍ゆで野菜の解凍（レンジ600W）
メニュー名

分量

目安時間

ラップ

枝豆

100g

約2分30秒

○

さといも

100g

約2分20秒

○

かぼちゃ

150g

約3分

○

冷凍した食品のあたため（レンジ600W）
メニュー名

分量

目安時間

ラップ

ごはん（冷凍）

1杯（150g）

約2分30秒

○

カレー・シチュー（冷凍）

300g

約8分50秒

○

2分40秒～
シュウマイ（冷凍） 10個（150g）
3分20秒

○

中華・肉・あんまん（冷凍）

1個（90g）

約2分

○

・市販の冷凍食品や加工品は、パッケージの記載内容
を参考にして様子を見ながらあたためてください。
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お手入れのしかた

お手入れはすぐにこまめにがポイントです

本体のお手入れは電源プラグを
抜き、本体が冷めてから行う
プラグを抜き 感電・けが・やけどの原因になります。
冷めてから

禁

ぬれた手で電源プラグを抜き差
ししない
ぬれ手禁止 感電の原因になります。

止

庫内やとびらに付着した油や食
品カス、水分を残したまま加熱
しない
電波が汚れた部分に集中して、火花の発
生・発煙・発火などのおそれがあります。
また、さびの原因になります。
・付着した場合は、本体が冷めてから
必ず都度拭き取ってください。

キャビネット・とびら
かたくしぼった、ぬれ布巾で拭く。
・ひどい汚れは薄めた台所用洗剤（中性）をし
み込ませた布巾で拭き取り、
必ず洗剤分を拭
き取ってください。

お願い

・水をかけないでください。
さびたり故障したりすることがあります。

とびらの内側・庫内
かたくしぼった、ぬれ布巾で拭く。
・落ちにくい汚れは、ぬれた布巾を汚れの上に置いて30分ぐら
いふやかしてから拭きます。汚れがひどい場合は薄めた台
所用洗剤（中性）をつけた布で拭き取り、ぬれた布巾で洗剤を
よく拭き取ってください。
調理後に結露した水分は、冷めてから乾いた布で必ずその都
度拭き取る。

お願い

・たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないで
ください。傷付いたり、割れる原因になります。
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とびらパッキン
とびらパッキンに水滴や食品カスなどが
詰まったら、冷めてからかたくしぼったや
わらかい布などでやさしく拭き取る。

お願い

・強くこすったり、絶対に押し込んだり
引っ張ったりしないでください。蒸気
漏れが起こりやすくなります。
（パッキンは取り外せません）

こんなときは お手入れのしかた

■お手入れしても庫内の臭いがとれないとき

庫内のカラ焼き・脱臭（20ページ）をしてください。臭いがやわらぎます。

■長期間ご使用にならないとき

電源プラグを抜き、
各部をお手入れしてから、
湿気やほこりがかからないようにして、保管してください。

お願い
住宅家具用洗剤
（アルカリ、酸性など）
、オーブンクリーナー、粉末クレンザー、ベンジン、シン
ナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス
（LPGなど）入りスプレー洗剤やたわし、スポンジたわしの硬い部
分、
研磨剤入りナイロンたわし、
金属たわしなどは使わないでください。
損傷、変色、
変形、
発煙、
発火、
さび、
塗装はがれなどの原因になります。
また、汚れが落ちにくくなります。
スポンジたわし

禁

止

研磨剤入りナイロンたわし
使わないでください。
研磨剤が入っていないものを
お使いください。

硬い部分
（研磨剤入り不織布）
は
使わないでください。
スポンジ部で洗ってください。

庫内底面

水受け

庫内底面の汚れはぬれ布巾ですぐ拭き取る。
レンジ使用時の汚れが、
オーブン使用時に焦げて黒くなることがあります。
・汚れが落ちにくいときは、クリームクレンザーを付け
て2分程度おき、ぬれ布巾や丸めたラップでこすって汚
れを落としてください。
そのあと、ぬれ布巾で洗剤をよく拭き取ってください。

水受けの水を捨てる。
汚れている場合は、柔らかいスポンジで
汚れを落とし、十分に水気を拭き取る。
・汚れが気になるときは、台所用洗剤
（中性）を水で薄めて洗い流してく
ださい。

お願い

・食器洗い乾燥機や食器乾燥器に入れ
たり、乾燥させるときに直射日光に
当てて乾燥させないでください。変
形、
破損の原因になります。

お願い

・周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷が付くのでこすらないでください。
・金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでくだ
さい。傷付いたり、割れることがあります。

吸気口
水受けをはずして、ほこりを
掃除機で吸い取る。

・ほこりが吸気口にたまると電気
部品を冷却できなくなり、故障
の原因になります。

角皿
柔らかいスポンジで汚れを落とし、
十分に水気を拭き取る。
・落ちにくい汚れは、
ぬるま湯につけ置きしてから洗ってください。
・汚れが気になるときは、
台所用洗剤
（中性）
で洗ってください。
・角皿に水気が残っているとサビが付くことがあります。
・角皿の汚れが取れにくい場合
メラミンフォームスポンジ（洗剤を使わない
タイプの白いスポンジ）でこすって落として
ください。

吸気口

お願い

・使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。
また、加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
・金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。
傷付いたり、変形することがあります。

45

ブザー音の消しかたと戻しかた
■ブザー音を消す

取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

1「0」表示中に

をピッピッとブザー音がするまで（約3秒）押す

2 続いて「温度・仕上がり」の

を押す

全てのブザー音を消すとき

1「0」表示中に

をピッピッとブザー音がするまで（約3秒）押す

2 続いて「温度・仕上がり」の

を押す

■ブザー音を鳴るように元に戻す
ブザー音を消した操作と同じ操作を行うことにより、ブザー音が鳴るようになります。

お知らせの音（ブザー音）について
次の操作・状態のとき、
ブザー音でお知らせします。
■キーを押したときは → ピッ
■調理終了のときは → ピーッピーッピーッ
■予熱終了のとき、自動調理で裏返すなど途中で操作のある場合 → ピーッピーッピーッピーッピーッ
■予熱終了後、
とびらを開閉せずに20分経過した場合 → ピーッピーッピーッ
■ 次の場合に
「あたため」キーを押したとき → ピピピピピ（加熱は開始しません）

・とびら開閉後、1分以上経過している。
・予熱終了後、
とびらを開閉していない。
・自動調理途中に裏返すなどのお知らせのブザーが鳴ったあと、とびらの開閉をしていない。
※一度とびらを開閉してから、
「あたため」キーを押してください。

■加熱終了後、
食品を取り出し忘れると → 1分おきにピピー ピピー ピピー
■自動調理で裏返すなどのお知らせブザーが鳴ってもとびらを開けないと
→ 1分おきにピピー ピピー ピピー

■異常表示のときは → ピピピピピピピ
■とびらがしっかり閉まっていないため、加熱が止まったときは → ピピピピピ…
※処置のしかたは47ページ（扉表示の点滅）をご覧ください。
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理由
（原因）

処置
● も う一度とびらを開閉し、
1分以内に

● 予 熱終了時や自動調理で裏返すなど

● 料 理集に従って作業をしてからとび

● と びらがしっかり閉まっていない場

● と びらと本体の間に付着しているも

● レ ンジ加熱を繰り返し使用した場合

● 表示中でも調理できます。

点灯

のお知らせのブザーが鳴ったあと、と
びらを開閉しないでスタートすると
表示されます。

「扉」表示

点滅

合に表示されます。
加熱はされていません。



「冷却中」表示

や、オーブンなどヒーター加熱調理終
了後、機械室などをファンで冷却する
ときに表示します。

● 脱臭終了後の冷却中に点滅します。

「高温」表示

● オーブンなどヒーター加熱調理終了

後、庫内が高温のとき表示します。

「Ｃ

● ヒーター加熱調理のあとなど庫内温

度 が 高 い と き に「 あ た た め 」
「解凍」
「お好み温度」
「 発酵」および一部のメ
ニューを 設 定（ ま た は 設 定 後 ス ター
ト）すると表示されます。

」と「高温」表示

21

「Ｃ

● 少量の食品を
（または庫内に食品を入

れずに）加熱した場合や、何回も繰り
返して加熱した場合などに、電気部品
が高温となり、安全のため動作を停止
する場合があります。

」表示

24

キーを押してください。

らを閉め、
「スタート」キーを押してく
ださい。

の・はさまっているもの
（布や食品カ
スなど）
を取り除いてください。

とびらを確実に閉め、スタートキーを
押してください。

〔

ただし、
使用できない自動メニュー
があります。

● とびらを開け、
温度が下がるまで待っ

〔

てください。

〔

ため」を押すと表示します。

〔

「扉」表示

● と びらを閉め、
１分過ぎてから「あた

15〜20分程度で表示が消えます。
表示中でも「とりけし」キーを押すか、
調理メニューを設定すると消え、一部
のメニューは使うことができます。

●「とりけし」

キーを押し、とびらを開け、

〔

温度が下がるまで待ってください。

〔

表示例

手動の
「レンジ」
は使えます。
ただし、
「お好み温度」
は使えません。

● しばらく待ってから、
「とりけし」キー

を押して使用してください。少量で
加熱した場合は食品の量を増やして
ください。

「

● 店頭展示用のデモモードになっています。
 ● 次 の操作を2回繰り返すと解除されま

」表示

d

（キーを押しても加熱は開始しません） 
右の処置欄の手順で解除してください。


す。
「とりけし」キーをピッピッとブザー音
がするまで
（約3秒）押したあと、
「 とり
けし」
キーを押す。

理由（原因）

処置

H ○○表示のと き は
表示例
「Ｈ」表示

● 製品が故障している場合があります。 ● 電源プラグを抜き、
販売店または東芝

生活家電ご相談センターへ表示番号
をお知らせください。

表示番号
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こんなときは ブザー音の消しかたと戻しかた ／ お知らせの音（ブザー音）について ／ こんな表示が出たときは

こんな表示が出たときは

お料理が上手にできないとき（レンジ調理）
項目

こんなときは
調理がすぐに終了する

対処方法
● 庫内
（とくに底面）の温度が高いと赤外線センサーが正しく働

かないことがあります。
とびらを開けて、庫内を冷ましてからあたためてください。

あたためであたためても熱く
ならない

食品があたたまらない

● 食品が金属容器・アルミホイルなどで、
覆われていませんか。
●

 央に置いて（寄せて）あたためていますか。位置がずれてい
中
るとうまくあたたまらない場合があります。

● ふたは使用しないでください。

あたためであたためると熱く
なりすぎる

→赤外線センサーが正しく働かないことがあります。

● 食 品は庫内中央に置いてください。位置がずれているとうま

くあたたまらない場合があります。

ごはん・おかず のあたため

ごはんがパサつく

● あたためる前に水を少しかけると、
しっとり仕上がります。

煮物・煮魚などの煮汁が
飛び散る

● 深めの容器に入れて、
で様子を
ラップをして手動の「レンジ」

カレーやシチューが
あたたまらない

● とろみのある食品はあたため
「2

見ながらあたためてください。

ください。

おかず」
〔強め〕であたためて

● 表面が溶けかかっていたり、
新しいラップをかぶせると赤外線

冷凍ごはんが
あたたまらない

センサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出し
てすぐのものをお使いください。
● 冷凍するときは、
ごはんにラップが触れるようにぴったりと包
んでください。
● ラップを重ねたり、
何重にも巻いたりしないでください。
● あたためるときは、
ラップの重なった面が上面にならないよう
に置いてあたためてください。

● 表面が溶けかかっていたり、
新しいラップをかぶせると赤外線

冷凍食品が
あたたまらない
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センサーが正しく働かないことがあります。冷凍庫から出し
てすぐのものをお使いください。また、必ず食品にラップが触
れるようにかぶせてください。
● 市 販の冷凍食品は自動の
「あたため」ではうまくあたためられ
ない場合があります。食品のパッケージの記載に従って手動
の
「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。

食品がぱさつく

● 霧を吹いてあたためます。

フライや天ぷらが
ベチョッとする

● キッチンペーパーを敷いた皿の上に並べます。
●「19


カラッとあたため」であたためると、カラッと仕上がります。

項目

こんなときは

対処方法

ゆで野菜

野菜が乾燥気味になる

● 野菜を洗い、
水気を切らずにラップにくるんでください。

できすぎのところと、
加熱の足りないところがある

● かぼちゃ、
じゃがいもなどは大きさをそろえてください。

調理がすぐに終了する
のみものの温度が低い

のみもの のあたため

こんなときは お料理が上手にできないとき

お料理が上手にできないとき（レンジ調理）

ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。

● 庫内
（特に底面）の温度が高いと赤外線センサーが正しく働か

ないことがあります。
庫内を冷ましてからあたためてください。

●「6


では熱くなります。
牛乳」
であたためていますか。
「あたため」

● 分 量はどのくらい入っていますか。容器に対して8分目まで

牛乳が熱くなりすぎる

入れてください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する
おそれがあります。
● 庫内中央に置いていますか。赤外線センサーが正しく働かず、
沸騰するおそれがあります。
● 容器は25ページのものを参考にしてください。

お酒が熱くなりすぎる

●「7


お酒が上の方と下の方で
温度が違う

● とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が

では熱くなります。
お酒」
であたためていますか。
「あたため」

少なくなります。

● 食 品を浅めの発泡トレイかキッチンペーパーの上にのせて解

上手に解凍できない

解凍

凍してください。
→深 めの発泡トレイに食品が入っていると、トレイのふちが
じゃまになり温度をうまく測定できず、上手に解凍できない
ことがあります。
● うまく解凍できる厚さは3㎝まで。厚さは均一にし、
細い部分
や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。
● 同時に2つ以上を解凍するときは、
同じ種類のもので同じ大きさに。
● 形状によっては上手に解凍できないことがあります。
● 食品の温度が部分的に上昇すると赤外線センサーの働きで、
加

解凍不足

熱終了となり、解凍不足になることがあります。
→食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱され
やすいので全体の厚さをそろえて冷凍してください。
→解凍不足の部分は手動の「レンジ100W」で様子を見ながら
解凍してください。
→表面が溶けかかっていたり、新しいラップをかぶせると
センサーが正しく働かないことがあります。
冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。
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お料理が上手にできないとき（レンジ調理）（つづき）
項目

こんなときは

お好み温度

調理がすぐに終了する
食品の温度が低い

対処方法

● 庫 内
（特に底面）の温度が高いと赤外線センサーが正しく働か

ないことがあります。
庫内を冷ましてからあたためてください。

発酵

● 室 温・生地の温度・イースト菌の種類・材料の配合などによ

発酵がうまくできない

り発酵の具合がかわります。生地の様子を見ながら、発酵温度
や時間を調整してください。
● 生地が乾燥する場合は、
様子を見ながら霧吹きしてください。

トースト

● 薄くしたいときは仕上がり
「弱め」、濃くしたいときは仕上がり

「強め」
に設定してください。

焼き色が薄い・濃い

● 食 パンの厚さ・大きさ・配合・パンの種類・水分量・室温・

庫内の温度・裏返すタイミングなどで焼き色は変わります。

● 焼き色が薄い場合は、
焼き足したい面を上にして、手動の「グリ

ル」
で少しずつ様子を見ながら焼き足してください。
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項目

こんなときは

スポンジケーキ

ケーキのふくらみが
悪い
泡立てがうまく
できない
きめが粗く粉っぽい

シフォンケーキ

お菓子

中央が沈む

こんなときは お料理が上手にできないとき

お料理が上手にできないとき（オーブン調理）（つづき）
対処方法
● 卵はしっかりと泡立てましたか。

字が書けるくらいしっかりと泡立ててください。

● 粉を合わせたあと、
混ぜすぎていませんか。
● ボウルや泡立て器に、
水分や油分がついていると泡立ちが悪く

なります。

● 粉をふるって入れましたか。
● 粉がなじむまで混ぜましたか。
● 卵の泡立てすぎはありませんか。
● 卵 白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返して

ふくらみが悪い

ケーキの中に空洞が
できた

シュー

ふくらみが悪い

クッキー

焼き色にムラがある

も落ちてこないくらいまで、しっかりと泡立ててください。

● 卵白は冷やしておいたほうがよく泡立ちます。
● 型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。

生地を高いところから一気に入れましょう。

● アルミ製の型を使っていますか。
● 分量は正しく量りましたか。
● 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか。
● 生 地の厚みや大きさは均一ですか。

パン

バターロール

● 生地の発酵は十分でしたか。発酵不足で生地温度が低いと

ふくらみが悪く、
かたい

あまりふくらみません。

● 成 形するとき生地をいじめていませんか。生地をいじりすぎ

ると固くなります。ていねいに扱いましょう。

● 91ページ：パン作りのコツを参照してください。

フランス
パ
  ン

上手にできない

● 95ページ：フランスパン作りのコツを参照してください。

● 室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、
焼き

オーブン加熱全般

上がりの状態が変わることがあります。様子を見ながら加熱
してください。

● 生 地の大きさがそろっていないと焼きムラが出やすくなりま

でき上がりの状態が悪い
焼き色にムラがある

す。生地の大きさをそろえてください。

● 焼きムラが気になるときは、
加熱途中で食品の前後や角皿の前

後を入れ替えてください。また、部分的にアルミホイルをかけ
ると上手に仕上がります。

● 型や条件によっては、
レシピ通りの温度ではうまく仕上がらな

いことがあります。レシピの温度より10〜20℃高め・低めに
設定してみてください。
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修理を依頼される前に
次のような場合は故障ではありません。
現象

理由（処置）

電源プラグをコンセントに差し込んでも ・とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは
電源は入りません。一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
何も表示しない
調理中、カチカチと音がする

・製品内部のスイッチ切り換え音です。故障ではありません。

オーブンなど、ヒーター加熱時に、ボコッボ
コッという連続音や、ボコンという音がする

・熱収縮による庫内壁面の音で故障ではありません。

調理の開始時および途中に、ジーという ・調理時の動作音で故障ではありません。

電子レンジ動作時にジーという連続音がします。
連続音がする
調理中、調理後に音（ファン）がしたり、
しなかったりする

・調理中、調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。
調理後、冷却ファンが回っているときは
「冷却中」
表示が点滅します。

冷却ファン動作中は、
電源プラグを抜かないでください。

キーを、押しても受け付けず、
何も表示しない

・省エネルギーのため、
とびらを開けたあと5分をすぎると電源を切るた
めです。
（とびらを開け、
食品を入れてから操作してください）

とびらを開けると表示部に「0」が
表示する

・とびらを開けたとき電源が入る仕様です。
・電源が入ると
「0」
が表示されます。

とびらを開けたとき、
庫内灯が点灯しない

・とびらを開けたときは庫内灯が点灯しない仕様です。
・予熱中・調理中に庫内灯が点灯します。

調理終了後、1分後、1分ごとに
ピピー ピピー ピピーと鳴る

・調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。
故障ではありません。とびらを開けるか、とりけしキーを押してください。

とびらや表示部がくもる

・調理中や調理後に、とびらのガラスや表示部がくもる場合がありますが、
故障ではありません。2時間くらいすると自然に消えます。
とびらのくもりは、庫内のカラ焼き・脱臭をすれば、30分くらいで消えま
す。
（20ページ参照）

加熱後、庫内やとびら内側に
水滴が付着する
水滴が落ちる
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庫内の密閉性を高めているためです。

・調理性能を向上させるために、
スチーム調理やメニューによっては、
食品から出た水蒸気が付着します。
水滴は冷めてから、
乾いた布で都度拭き取ってください。

また、
設置面が弱かったり傾いていると、
水滴が落ちやすくなります。

十分な強度を持った平らな場所に置いてください。

とびらと本体の間から蒸気が漏れる

・蒸気の量や室温によって、
蒸気が漏れることがありますが、
調理など性能
上の影響はありません。また、
レンジ調理での電波漏れはありません。

煙や、いやな臭いが出た

・使い始めは、
防錆の油が焼けてにおいや煙が出ることがありますが、
故
障ではありません。
・庫内のカラ焼き・脱臭はしましたか。
（20ページ参照）
・庫内やとびらが汚れていませんか。

調理中に火花が出た

・付属品の角皿を使用していませんか。角皿はレンジでは使用できません。
・レンジを使うメニューで金属容器、
金網、
金串を使用していませんか。
・金・銀粉、金・銀箔使用の容器は火花が飛ぶことがあります。
・庫内が汚れていませんか。電波が汚れた部分に集中して、
火花が出る
ことがあります。汚れは拭き取ってください。
（44～45ページ参照）

210℃以上に設定できないことがある

・庫内が熱いときは、電気部品保護のため、オーブンでは210℃以上の設
定はできません。とびらを開けて庫内を冷ますか、設定できる温度で
時間を調整しながら調理してください。

レンジ加熱で食品のあたたまりかたが
不十分なことがある

・食品が少量のときや、
連続で使用し庫内温度が高くなっているときは、 
製品の保護のため出力を落とすことがあります。故障ではありません。

上ヒーター中央が暗い

・焼きムラ低減のため、
高温部を調整しています。故障ではありません。

理由（処置）

調理が途中で止まっている

・加熱途中でとびらを開けませんでしたか。とびらを閉めて「スタート」
キーを押してください。
・加熱途中で作業がある自動調理はブザーが5回鳴ってお知らせします。 
とびらを開けて作業し、とびらを閉めて「スタート」キーを押してください。
・とびらと本体の間に布や食品カスがはさまっていませんか。異物がは
さまっていると、途中で停止する場合があります。異物を取り除いて
使用してください。

庫内が設定温度にならない

・温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています
（JISの測定方法による）
。市販のオーブン温度計で測定した場合、
JISの
測定方法に比べ温度の追従が遅いため設定温度になるまで時間がかか
ります。
・ 料理を作る場合は、
料理集の温度を目安にしてください。

製品使用後に床面が熱くなる

長時間加熱、
オーブン調理などをご使用のあとは、
製品からの
・連続加熱、
熱により床面・壁面の温度が高くなります。異常ではありませんが、
冷
めるまで素手で触れないようご注意ください。また、
たたみ・じゅうた
ん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上では使用しないでください。

こんなときは 修理を依頼される前に

現象

修理を依頼される前に次のことを点検してください。
現象
まったく動かない

「あたため」をキー押しても
加熱されない

理由（処置）
・停電ではありませんか。
・電源プラグが抜けていませんか。
・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。
・途中でとびらを開閉しませんでしたか。
・電源が切れた状態で、
キー操作をしていませんか。

一度とびらを開けると電源が入ります。
・とびらを閉め、1分をすぎてから
「あたため」
キーを押していませんか。

（一度とびらを開閉してから、
キーを押してください）
・
「高温」が表示されていませんか。

（とびらを開けて庫内を冷まし、
「高温」表示が消えてからキーを操作してください）
・とびらがきちんと閉まっていますか。
・デモモードになっていませんか。

47ページの｢ｄ表示｣を参照して解除してください。

「ノンフライ」
「のみもの」
「トースト」
・
「ノンフライ」
「のみもの」
「トースト」
「時短・お手軽」
キーを押したあと、

「時短・お手軽」キーを押しても加熱されない 「スタート」キーを押すとスタートします。
ブザーが鳴らない

・ブザー音を消す設定になっていませんか。ブザー音の消しかたと
戻しかた（46ページ）
を参照して、
設定し直してください。

料理のでき上がりが悪い

・調理のしかたは正しいですか。

（ふた、ラップの有無、
付属品など確認してください）
・庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。

（庫内の温度が下がるまで待ってください）
・食品の量は適当でしたか。
・庫内の上面や底面が汚れていませんか。
・メニューを正しく選んで調理開始しましたか。
・お料理が上手にできないとき
（48〜51ページ）
を参照してください。

ときどき「スタート」キーを
受け付けない

・とびらを閉めて一息おいてから操作してください。

（誤作動防止のため、
とびらを閉めてすぐはキーを受け付けません）

ブレーカーが落ちた

・家庭の電気容量（電力会社との契約容量A）
以上で電気製品を使用してい
ませんか。他の必要のない電気製品の電源をOFFにして、
ブレーカーを
復帰させてから再度使用してください。
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仕様
電源

AC100V

定格消費電力

電子レンジ1430W(14.6A)、ヒーター加熱1220W(12.2A)

50 / 60Hz共用

高周波出力

1000W※1・600W・500W・200W相当・100W相当

発振周波数

2450MHz

ヒーター

上800W・下350W

温度調節範囲

発酵
（30、
35、
40、45℃）、100～250℃※2

外形寸法

480
（幅）
×390
（奥行）×350（高さ）㎜

庫内有効寸法

376
（幅）
×320
（奥行）×198（高さ）㎜

質量（重量）

約14kg

総庫内容量

26L

コードの長さ

1.4ｍ

区分名

B

電子レンジ機能の年間消費電力量

58.0kWh / 年

オーブン機能の年間消費電力量

15.4kWh / 年

年間待機時消費電力量

0.0kWh / 年

年間消費電力量

73.4kWh / 年

タイマー時限

レンジ1000W：3分
レンジ600W・レンジ500W：20分、グリル：30分
レンジ200W・レンジ100W・オーブン・発酵：90分

出力切換

※1 定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能
（最大3分）であり、定格連続高周波出力は600Wです。
600Wへは自動的に切り換わります。
※2 250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設
定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は
200℃になります。温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています。
（JISの測定方
法による）庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。
（料理を作る
場合は、
料理集の温度を目安にしてください）
● 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しま
すので、
あくまで目安としてご覧ください。

● コンセントに電源プラグを差し、とびらが閉まった状態で表示部が消灯しているときの消費電力は「0」W
です。
● 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器
「電子レンジ」測定方法による数値です。
（区分名も同法に基づいて
います）
● 総庫内容量とは、
JISの規定に基づいて算出された容量のことです。

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.

長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ！
●電
 源コードや電源プラグが異常に熱くなる。

このような
症状は
ありませんか？

ない。

●自
 動的に切れないことがある。

●使
 用中に異常な音や臭いが出ることがある。
●庫
 内のカバーや壁面が汚れ、
スパーク（火花）


または煙が出ることがある

●そ
 の他の異常・故障がある。

ご使用中止

●キ
 ーを押し、
調理を開始しても食品が加熱され

故障や事故防止のため、
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・修理を依頼してください。
（技術のあるサービスマン以外
の人は絶対にキャビネットを
はずさないでください）

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

K040530200-T-1

