東芝過熱水蒸気オーブンレンジ 〈家庭用〉

取扱説明書
形名

ER-WD7000

お買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

●この取扱説明書をお読みになり、
正しく安全にお使いくだ

さい。

●ご使用前に
「安全上のご注意」
（2～8ページ）を必ずお読み

ください。

●お読みになったあとは、
保証書(別添）とともに大切に保管

してください。

保証書別添付

日本国内専用

Use only in Japan

ご不明な点は下記にお問い合わせください。
● お買い上げの販売店
●東芝ライフスタイル
ホームページ お客様サポート
● 東芝生活家電ご相談センター

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

0120-1048-76

携帯電話・PHSなど

0570-0570-33（通話料：有料）

初めに必ずしましょう！

1

STEP

「安全上のご注意」
「お願い」を読む➡P.2～8
＊必ず守っていただきたいことが記載されています。

2

電源プラグを差し込む

3

とびらを開閉する➡P.11

STEP

STEP

デ モ 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。

電源が
入ります

（
「こんな表示が出たときは」➡P.64）

・スタートガイドが表示されます。➡P.11
次回起動時には表示させないこともできます。ガイドの表示をご覧ください。

4

STEP

庫内のカラ焼きをする➡P.22

＊庫内が熱くなるので、
冷めてから使ってください。

1

～

4

が終わったら

調理を始めましょう！18〜21、24〜25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 ････････････➡P.26～29 野菜 をゆでる ･････････････････････ ➡P.32～33
揚げ物 をカラッとあたためる

･････････ ➡P.27・30

肉や魚 を解凍する ･････････････････ ➡P.34～35

牛乳、コーヒー、お酒 をあたためる ･･････ ➡P.31
＊日常よく使用するあたためを抜粋して記載しています。その他、
詳しくは右ページ
「もくじ」
をご覧ください。

レンジ加熱のときは

ヒーターで加熱するときは

■角皿・深皿・焼網を使わない

角皿

深皿

小鳥などの小動物は別の部屋に移して、
換気しましょう！
焼網

■庫内中央に置く
※食品はレンジ加熱対応の
容器 (➡P.20) に入れたり、
のせたりしてください。

● 特 に最初、カラ焼
きして庫内の油
を焼き切るとき
は、煙 が 出 た り、
においがします。

窓を開ける

換気扇を回す

？

もくじ

どんなことができるの？

準備と確認
安全上のご注意

ワンタッチでスタート

あたため

あたためる

他にも…

手軽で便利な

レンジ

お好み温度
90℃

プラス

+ スチーム

★カチコチアイスを
食べごろに

高温ですばやく
350℃ 焼き上げ

オーブンで
おいしさ引き出し！

難しい火加減の調理は

蒸す
点灯中

給水

点滅中

給水

スチームを
使用するメニュー

庫内のカラ焼き・脱臭

22

「あたため」おすすめガイド

23

自動あたための注意とコツ

24.25

肉や魚を解凍する

34.35

トースト

36

パンや中華まんをあたためる

37

石窯おまかせ焼きで調理する

38

料理集のメニューを選んで調理する

38.39

レンジで加熱する・煮込み

40.41

お好みの温度にあたためる

42.43

手

オーブンで調理する

44.45

動

発酵をする

46

調

グリルで調理する

理

47

スチームを使って調理する

48.49

過熱水蒸気･ハイブリッドで調理する

50.51

手動加熱の設定時間の目安

52.53

こんなときは

53

よくあるお問い合わせ

お手入れのしかた 54〜57

お料理が上手にできないとき 58〜61

使ってみよう！

表示

20.21

32.33

低温蒸し

この取扱説明書では次のように表しています。

使える容器・使えない容器

野菜をゆでる

素材を生かす低温調理

※庫内の様子やイラストはイメージです。

18.19

31

理

ハイブリッド

蒸し

加熱の種類としくみ

牛乳、コーヒー、お酒をあたためる

調

グリル

たっぷりのスチームで蒸し調理

16.17

30

動

過熱水蒸気

プラス

ブザー音について

揚げ物や蒸し物をあたためる

…

ヘルシー調理

焼く
上からの強い火力で
表面に焦げ目を付ける

300℃

高火力スチームで
加熱

体を気づかうかたに

オーブン

最高

16.17

ごはんやおかずをあたためる 26〜29

スチームレンジ

自
最高

設定を変えたいとき

調理のしかた

手早くしっとり

★バターをやわらかく
－10℃

タッチ画面について 12〜16

あたため

調節可能な

9〜11

各部のなまえとはたらき

メニューを選んで

2〜8

修理を依頼される前に

62.63

こんな表示が出たときは

64

保証とアフターサービス

65

仕様

裏表紙

＊レシピは別冊料理集をご覧ください。
＊スマートフォンアプリ「IoLIFE」や音声操作については同梱の
「アプリ活用ガイド」をご覧ください。

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。
「死亡」や
「重傷」を負うおそれが特に高
い内容

■ 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。
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生活
分解禁止
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、給水カセット出し入
れ部、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
コンセントを他
コンセントを 交流100Ｖ以外で使ったり、
単独に使用
の器具と同時に使ったり、延長コードを使う

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。

と火災・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

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）

禁

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

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

コンセント
から抜く

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。



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

安全上のご注意

電源コードや電源プラグを
傷つけない



絶縁劣化により漏電火災の原因になります。

プラグを
持って抜く

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
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
使用前に、包装材はすべて取り除く
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。
包装材を
取り除く

包装用ポリ袋は、幼児の手が届かな
いところに保管または廃棄する
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、
熱に弱い家電製品や家具・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。

3

据え付けるとき（つづき）

アースを確実に取り付ける
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にご相談ください。
（本体価格には工事費は含まれていません）
アースを
接続する

●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。

●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
ふたつきの場合は、
開けてつなぐ。

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）

生鮮食料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

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。
（機器例：加湿器、炊飯器、ポットなど）
禁

止

壁との間をあけて置く

〔消防法基準適合 組込形〕

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・コンセントがあ

上面10cm以上

場所
背面の凸部

上方

離隔距離
（cm）
10
0
0
開放
0
0

る場合は、右記の記載寸法以上にすき間をあけ より
左方
0cm以上
0cm以上
右方
て置いてください。壁の材質によっては変色し
前方
たり、
本体の接触跡がつく場合があります。
後方
また、コンセントが排気口の近くにあったり、よ
0cm以上
下方
ごれが気になるときも、排気が直接当たらない
よう右記の記載寸法以上にすき間をあけて置い ・排気による壁のよごれや変色、
結露が気になる場合
てください。
は、
壁との距離をあけるか、
壁面にアルミホイルなど
を貼ると壁のよごれや蒸気の影響を軽減できます。
・後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれが
・魚焼きなど油煙の出やすい調理を頻繁にされる場
あるので、
20㎝以上あけてください。
合は、本体上面を解放できるところに置くことを
（あけても温度差によって割れることがあります）
おすすめします。

十分な強度を持った平らな場所に置く
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。
平らな
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
場所に置く
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）
をお求めの方は販売店にご相談ください。

4

使用するとき
調理中に、電源プラグを抜き差ししない

発火や発煙、
感電のおそれがあります。

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。

・使用中に異常な音やにおいがする。
・自動的に電源が切れないことがある。
（火花）
または煙が出ることがある。
・スパーク
・とびらに著しいガタつきや変形がある。
・触れると電気を感じる。

禁

禁

止

止

■ 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。

排気口や吸気口をふさがない
火災の原因になります。
禁

安全上のご注意

異常時は 〈異常・故障例〉
使用を
・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
中止する

準備各確認

異常・故障時には直ちに使用を中止する

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。

調理以外の目的には使用しない
禁

止

止

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・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。

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。

とびらにものをはさんだまま使用し
ない
禁

止

電波漏れによる、人体障害や発火のおそれが
あります。

禁

止

角皿、庫内底面やとびらのガラスに
ものをぶつけたり衝撃を加えない
禁

止

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、
割れることがあります。

とびらを開閉するときは、指の挟み
込みに注意する
注

意

やけど・けがの原因になります。

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など）で
は使用しない
故障や発煙・発火などの不具合の原因となります。

庫内で食品が燃えたときは、とびら
を開けない
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。

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52～53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、油の付いた食品
（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・とろみ
のある食品などは加熱しすぎない
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。
※自動調理「お急ぎ解凍」
「スチーム全解凍」は50g未満

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

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（24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。

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

取り出すとき・取り出したあとに突然沸騰し、
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
のみもの から 、
乳、コーヒー、お酒は、
それぞれ 牛乳 コーヒー お酒 であたためる。そ
の他の水などは、52～53ページの設定時間の
目安を参考に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。
突沸
・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。
・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。

ふたをとる
殻に切れ目を
入れる

やけどのおそれがあります。

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
（いか、
栗、
ぎんなんなど）は、切れ目や割れ目を
入れる
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。

ラップをかけてあたためるときは密閉しない
禁

止

すき間をあけないと、内圧が高まり破裂の衝撃による庫内底面の割れなどで、けがや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
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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。

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。

レンジ加熱のとき（つづき）

準備各確認

角皿、深皿、焼網、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
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。

安全上のご注意

ヒーター加熱・スチーム加熱のとき

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・給水カセット）
および取り出した角皿・深皿・焼網
などには触れない

小動物を
移動する

高温のため、
やけどをする原因になります。
・水受けの水は冷めてから捨ててください。
・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。

ヒーター加熱のときは、小鳥など煙や
にお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、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、においがします。
窓を開ける

換気扇を回す

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
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。

調理中や調理後は、顔などをとびらに
近づけない
禁

止

やけどの原因になります。
調理中や調理後は、熱気やスチームにご注意く
ださい。とびらを開けるとき、高温のスチーム
が出ることがあるので、食品を取り出すときも
十分ご注意ください。

給水カセットの水は使うたびに取り
替える
水受けの水は使うたびに捨てる
かびや雑菌の繁殖の原因となります。
・調 理のときは必ず新しい水をお使いくださ
い。調理後は給水カセットの水を捨ててく
ださい。
・熱 くなっている場合があるので本体が冷め
てから水受けの水を捨てて、水洗いしてくだ
さい。

給水カセットが破損した場合は使用
しない
禁

止

けがの原因になります。
ヒビやカケが生じた場合は使用せず、お買い上
げの販売店にご相談ください。

ス チーム 調 理 中 や 終 了 後 は、残った
スチームの発生に注意する
スチームに とびらを開けてすぐに庫内に手を入れるとや
注意する けどの原因になります。

調理中にとびらを
開 け た と き、し ば
らくスチームが出
ている場合があり
ますので十分ご注
意ください。

スチーム調理中や終了後は、庫内左側
面のスチーム吹出口に手を近づけない
禁

止

水ぬれ禁止

やけどの原因になります。

調理中や調理後はとびら・庫内・角皿・
深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、変形の原因になります。
また、発生する蒸気やしぶきでやけどをする
原因になります。

7

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

電波がよごれた部分に集中して、火花の発生・
発煙・発火・庫内損傷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。

長い間ご使用いただくために
庫内に付着した油・食品カス・水滴などは放置しない。調理後、
庫内が冷めてから必ず拭き取り、
とびらを開けて乾燥させてください。
調理性能向上のため、庫内の気密性を高めており、スチームを使っていない場合でも食品からの蒸気で庫内に水滴が付く
ことがあります。
（よごれや湿気はさびの原因）➡ P.54

お願い
テレビ・ラジオ・アンテナ線などから4ｍ以上離す
画像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

製品の左右側面下部を確実に持って移動してください。
重量物ですので、
二人で両側を持って移動することをおすすめします。
また、
製品を設置場所に置くとき、
本体底面の角などで設置面を傷つけないように気をつけてください。

庫内底面は急冷や衝撃を与えたり、それらを繰り返すとヒビや割れのおそれがあります
衝撃を与えたり、
高温時に冷凍食品を直接置いたり、水をこぼしたりしないでください。
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準備各確認

各部のなまえとはたらき
本 体
キャビネット

［正面］
温度センサー

上ヒーター

庫内天井部に内蔵

排気口
安全上の注意ラベル

庫内

アプリ登録用ラベル

耐熱脱臭コート採用

IoLIFEアプリの登録時に必要です。

たな支え（上段・下段）

角皿・深皿をのせます
※深皿は上段のみでお使いください。

定格銘板

スチームヒーター

庫内灯

庫内左側に内蔵

とびらを開けたとき、
予熱中、
調理中
（加熱中）
の
点灯・消灯を設定できます。
➡ P.17

スチーム吹出口

吸気口
（側面）

とびら

吸気口
（正面下部）
➡ P.55

安全スイッチ検出突起

物などを当てないでください。
（破損すると動作不良の原因）

とびらパッキン

熱風ヒーター
庫内底面
（耐熱ガラス製）

取りはずしはできません。
押し込んだり、引っ張ったりしないでください。

庫内奥側に内蔵

➡ P.8
「お願い」

・庫内のよご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。
➡P.54 さびを防いで長い間ご
使用いただくために

［正面］
ハンドル

［背面］
アースねじ

操作部／表示部

給水カセット

電源コード
吸排気口
（とびら下部）
形名表示
水受け 電源プラグ
➡ P.55

付属品

アース線

取り付けかた
➡ P.４

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。

角皿（鉄板塗装）2枚

深皿（鉄板ホーロー）1枚

・オーブン、
グリル調理、蒸し、低温蒸し、発酵などで使います
※レンジ加熱調理では火花が出るため使えません。
【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。
※角皿の中央部は、熱変形防止のため、平らではありません。
※庫内に強くぶつけたり、
こすったりすると塗装が傷付くことがあります。

焼網 1枚

・オーブン、
グリル調理、蒸し、
低温蒸し、
揚げ物
（
・ おかず ）
などで
角皿の上にのせて使います
※レンジ加熱調理では火花が出るため
使えません。
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安全上のご注意 ／ 各各の各各各各各各各各

角皿などを当てないでください。
（破損すると動作不良の原因）

各部のなまえとはたらき（つづき）
給水カセット

スチームに供給する水を入れる容器です。使わないときも、本体にセットしておきます。
手動の
「スチーム発酵」
「過熱水蒸気」
「ハイブリッド」
は1/2量以上、その他のスチームを使う
手動メニューは満水まで水を入れてください。
（自動調理メニューは別冊料理集に記載の水
量を入れてください）
コースやメニューによって水が減る量は異なり、スチーム発酵や短時間のスチームレンジな
ど少量しか減らない場合もあります。

■ 給水の準備
（水の入れかた）

スチームを使う調理のとき、キャップを開け、
コースやメニューに合わせた量の水道水を入れて
セットします。

カセットふた

ふたパッキンがはずれたとき

●

ふたパッキンの内側と外側を確認して
正しく取り付けてください。

この面で満水（約550ml）
1／2量

満水位置 ここまで

ふたパッキン
断面形状

外側
（突部）

この面で満水の1/2量

ふたパッキン

内側
（平ら）

キャップ

・はずせます

カセットふた

この面に水がかぶると
満水を超えます。

奥に当たるまで差し込みます

■ 取り付けかた・はずしかた

取り付けるときに指をはさまないよう、ご注意ください
・キャップとカセットふたが確実に閉まっていることを確認してください。
・傾けると水がこぼれることがありますので、常に水平の状態で扱ってください。

水受け

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける容器です。
レンジ加熱でも食品から蒸発した水分がたまります。
スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。
こまめにお手入れしてください。➡ P.55

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
取り付けるときに指をはさまないよう、ご注意ください
加熱前
・何もたまっていないことを確認します。
・水漏れを防ぐために本体に確実に取り付けます。
調理後
・水がたまっていることがあるので、気を付けて取りはずしてください。
・たまった水は毎回捨ててください。

お願い

■ スチーム
を使うときは次のことをお守りください。
●初めて使うときや、
長い間使用していないときは、
「手間なしお手入れ」を行う。➡ P.56
●塩素消毒された水道水を使い、
水は毎回入れ替える（水以外は故障の原因）
※浄水器の水、アルカリイオン水、井戸水などを使用しない。
※ミネラルウォーターは硬度の低い（100以下）
ものを使う。
（硬度が高いと白い粉の噴出、長期使用ではスチーム吹出口の詰まりの原因）

給水カセットはコースやメニューに合わせた量の水を入れ、水受けと共に確実に本体にセットする。

●

（水量不足や半挿入は、
うまく調理できない原因。 給水 表示➡ P.64）
●5℃以下の環境では使用しない
（水が凍るとスチームの出ない原因）

■ スチーム
を使用したときはお手入れを行ってください。
●お手入れのしかたは57ページを参照してください。
（水が溜まったままだと、
かび・雑菌の繁殖の原因、湿気はさびの原因）

10

操作部

準備と確認

(初期画面）

タッチ画面（表示部）

無線LAN表示
無線LAN接続時に表示されます。

■タッチ画面使用上のお願い
・つめで触れても動作しません。指の
腹でタッチして操作してください。
・はしなど、先のとがったもので操作しな
いでください。破損の原因となります。
・タッチ画面を操作するときは、
強く押
さないでください。破損の原因とな
ります。
・タッチ画面に水滴やよごれをつけた
ままにしないでください。反応しな
い場合があります。
やわらかい布でタッチ画面についた
水滴やよごれを拭き取ってください。

設定方法などは､同梱の｢アプリ活
用ガイド」を確認してください。
上下に動き、操作できることをお知
らせします。

各

「とりけし」キー
調理を中止するときや、操作・設定を
取り消す（初期画面に戻る）ときに使
います
・調 理 中 に 出 来 具 合 を 確 認 す る と
きは、この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」キーを押すと調理を再開
します）

■スタートガイド
お買い上げ後初めて電源を入れる
（とび
らを開ける）とスタートガイドが表示
されます。
を選ぶと
・
「はじめに」

使い方を順番にご覧
いただけます。
・ご 覧 に な ら な い と き
は、
「 ス キップ 」を 選 ん
で、画 面 表 示 に 従って
操作をするか、
「とりけ
し」キーを押すと、初期
画面が表示されます。

ただし、次のメニューの調理途中
でとびらを開けたときは、
「とりけ
し」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（「あたため」キー）

ごはん おかず全般 蒸し物
のみもの ゆで野菜 解凍
お好み温度

とびら開閉後、調理を再開せず、し
ばらくの間そのままにしておくと
自動で調理を中止します。

「あたため」/「 スタート」キー
・初 期画面の状態で押すと
「あたため」がス
タートします。➡ P.26
・メ ニュー選択後や温度・時間を確定した
あとに押すと加熱がスタートします。
※押 すときはキーの中央部をしっかりと押
してください。

オートパワーオフ

省エネ機能

使用していないときは自動的に電源が切れる機能です。
ただし、
無線LANに接続している場合は、
表示が消灯していても電
源は切れていません。
■
のトップ画面が表示されている状態で、
1分間操作しないと省エネのため、タッチ画面が暗くなります。
※レンジ600W、
500W、
200W、
100W、
1000W、

スチームレンジで時間設定されていないとき
さらに1分間操作しないと自動的に電源が切れ、タッチ画面
の表示が消えます。
・た だし、
「 高温注意」や
「冷却中」が表示されている間は、電
源は切れません。
※

各各各各各各各各各各各各各各各各

画面を直接押して操作します
・操作キー、メニュー、加熱時間、設定温
度などが表示されます。
「タッチ画面について」➡ P.12 ～ 16

とびらを開けると電源が入ります
表示部に初期画面が表示されます
(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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タッチ画面について
あたためや調理は、普段よく使う

と、手動調理や自動メニューの

の2つのトップ画面から行います。

（初期画面） ごはんなどの自動あたためや手動レンジ加熱（手動あたため）を選べます
とびらを開けると電源が入り、

（初期画面）が表示されます。

レンジ出力キー

■自動あたため
自動であたためるときや
肉や魚を解凍するとき

「レンジ600W」以外の手動レンジ
加熱を選ぶとき押します。
➡ P.40、42、48

ごはん ➡ P.27～29
おかず ➡ P.27～30
パン・他 ➡ P.36～37

■「レンジ600W」
（手動あたため）
時間を設定すれば手動レンジ
600Wが使用できます。
➡ P.40

のみもの ➡ P.31
ゆで野菜 ➡ P.32～33
解凍 ➡ P.34～35

オーブンなどの手動調理や料理集メニューの自動調理を選べます
■手動調理

オーブン ➡ P.44～45
発酵 ➡ P.46

を押す

レンジ煮込み

グリル ➡ P.47
過熱水蒸気

蒸し ➡ P.48～49

ハイブリッド ➡ P.50～51

➡ P.41

×を押すと

画面に戻ります

画面を左右にスワイプ※
して切り替えることもで
きます。

■自動調理

石窯おまかせ焼き ➡ P.38

おすすめ ➡ P.38

お気に入り・履歴 ➡ P.14～15

料理集検索 ➡ P.38～39

お手入れ・設定・使いかたガイド

お手入れの選択や、設定の変更、基本操作の確認などができます

を押す

■設定

ブザーのON/OFF、
画面の明るさなどを
設定できます。
➡ P.16～17

■お手入れ
手間なしお手入れ

➡ P.56

パイプの水抜き

➡ P.57
脱臭

➡ P.22
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記憶しているすべての
設定を初期状態に戻し
ます。
➡ P.17

無線LANを設定する
と、スマートフォン
アプリを使って、レ
シピ検索や加熱設定
を簡単にできます。
詳しくは、同梱の「ア
プリ活用ガイド」を
ご覧ください。

■使い方ガイド

メニュー画面に表示さ
れる機能マークを説明
した「機能マーク一覧」
と基本的な操作方法な
どを説明した「スター
トガイド」をご覧いた
だけます。

■ 自動あたため、
自動調理のメニュー画面（スタート画面）について
おすすめ

などの自動調理メニューは、次のような画面から調理（加熱）をスタートします。

準備と確認

自動あたためや

（メニューを選ぶ手順は ➡ P.26 ～ 39）
おかず などの自動あたためや

おすすめ などの料理集メニュー

石窯おまかせ焼き のメニュー画面

のメニュー画面

< を押すとひとつ前の

操作画面に戻ります。

メニュー切替キー

料理集のメニュー名

石窯おまかせ焼き では、

料理集のメニュー番号

左右にスワイプできます。

調理工程と目安時間

仕上がりを選びます。
➡ P.13

分量を選びます。
（分量選択のあるメニューのみ）

表示された加熱方法を選
ぶとチェックボックスに
✓が入ります。   □→

①

② ③

を押すと
「あたための
コツ」
または
「使いかたの
コツ」
が表示されます。
➡ P.14

タッチ画面について

< を押すとひとつ前の

操作画面に戻ります。

仕上がりを選びます。
➡ P.13

①

②③

「スタートできます」
が表示された画面のとき
「スタート」
キーを押すと調理
（加熱）が開始されます。

「材料・作りかた」が表示
されます。
➡ P.14

押す

調理
（加熱）
開始

● 機能マーク
（上記メニュー画面（スタート画面）の ① ② ③ の位置に表示されます）
①加熱方法表示

②給水表示

：レンジ

：スチームを使用するメニューのときに表示されます→ 給水の準備 ➡ P.10
③付属品表示
スタート時に入れる付属品と角皿・深皿などを入れる位置が表示されます。
（表示がないときは付属品は使用しません）

：ヒーター
：スチーム
：レンジとスチーム

：角皿  上段

：角皿  焼網  下段

：角皿  上下段

：レンジとヒーター

：角皿  下段

：深皿  上段

：ヒーターとスチーム

：角皿  焼網  上段

：深皿 上段/角皿 下段

：金属不可
（レンジを含む加熱のとき）

・①～③は、
手動あたため、
手動調理でも表示されます。
使い方ガイド
機能マーク一覧 からも確認できます。
・機能マーク一覧は本体画面の

■ 仕上がり調節について
自動あたためや

おすすめ

などの自動調理メニューでは、仕上がりを調節することができます。

あつめ・ぬるめ、強め・弱め、ともに 1、2 を設定できます。設定したい仕上がりの数字を押してください。

あつめ1を選ぶ場合

強め1を選ぶ場合
※スワイプ…指の先で画面に触れ、
画面をなぞるように指を移動させる操作です。
画面内に表示しきれない部分を見るときや、時間・温度を設定するときに行ってください。
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タッチ画面について（つづき）
■「あたためのコツ」
「使いかたのコツ」、
、
「材料・作りかた」について
手動「レンジ」 お好み温度 ・自動あたためで「あたためのコツ」、手動調理・ 石窯おまかせ焼き で
「使いかたのコツ」、 おすすめ メニューで「材料・作りかた」を画面上で確認できます。
例： おかず全般 「あたためのコツ」

例 ： ハンバーグ 「材料・作りかた」
＜を押すとメニュー画面に
戻ります

×を押すとメニュー画面に戻ります

作りかたを表示させるときに
押します
スクロールバー
画面内に表示しきれない場合は、
スクロールバーが表示されます。
必要に応じてスワイプ※してく
ださい。

■ お気に入り・履歴 について
画面から お気に入り・履歴 を押す

＜を押すと

画面に戻ります

■履歴

履歴

■お気に入り

ふだんよく使う自動調
理メニューを登録する
とその中から選んで調
理することができます。

・使ったことのあるメニュー
を画面から選んで調理し
ます。
記憶するメニューは、
自
動調理メニューと石窯
おまかせ焼きのみ。30
件まで自動で登録され
ていきます。

● お気に入りに登録する

・

おすすめ 、履歴 、料理集検索（ カテゴリ 食材 パン・スイーツ ）
のメニュー一覧画面からメニュー画面
右上にある♡
（白抜き）
を押し、はい を押すと登録できます。

（
の
「石窯おまかせ焼き」
コースは履歴に登録されますが、お気に入り登録の対象外のメニューのため、
お気に入りに登録はできません。
）

「お気に入り登録がいっぱいです
・30件より多く登録しようとすると、

登録済みのメニューを削除してください」
と表示されますので、お気に入り からメニューを削除して再度登録してください。

・♡（白抜き）が♥に変わります。
・すでに登録されているメニュー
は♥になっています。
・♥を押すと♡（白抜き）に戻り、
お気に入りから削除できます。

● 登録してあるお気に入りのメニューを呼び出して調理する
から お気に入り・履歴 を選ぶと お気に入り の登録したメニューの一覧画面になりますので、
調理する

メニューを選びます。

※スワイプ…指の先で画面に触れ、
画面をなぞるように指を移動させる操作です。
画面内に表示しきれない部分を見るときや、時間・温度を設定するときに行ってください。
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● お気に入りから削除する
お気に入り のメニュー一覧画面で削除したいメニューの画面右上の♥を押し、はい を押すと削除できます。

準備各確認

・♥が♡（白抜き）に変わります。
（＜を押し、

画面に戻り、

は表示されません）

・おすすめ 料理集検索 のメニュー一覧
画面からも同じ手順で削除できます。
●「履歴」
について
「初期化」を行うとすべ
・メニューを選択し、
スタートを押したときに、
記憶します。
ての履歴が削除されま
・30件を超える場合は、
一番古いメニューが削除され、
最新のメニューが左上に表示されます。
す。
（「履歴」は個別に選
・メニュー画面で選ぶ設定
（仕上がり調節や2人分・4人分など）は、履歴では使用したときの
択して削除することは
設定が記憶されない状態で出てきます。
できません。）
・
「石窯おまかせ焼き」
キーを押して調理した場合は、
どの食材のコースを選んで調理しても
「履歴」
に登録される場合は
「鶏肉」
になります。

■ 時間と温度の設定方法（手動あたため、手動調理）

● 温度設定…数字を上か下にスワイプ※してください。

● 時間設定…<・>キーを押すか、

数字を上か下にスワイプ※してください。
…<を押すと
時間が進む

…上にスワイプ※
すると時間が戻る

…>を押すと

…下にスワイプ※
すると時間が進む

時間が戻る

上にスワイプ※する
と温度が下がる
下にスワイプ※する
と温度が上がる

・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・時間設定は、
各メニューの最大設定時間内でループします。
例：レンジ1000W
（最大設定時間5分）
で秒が
「00」
のとき

分単位の設定 0

1

2

3

4

5分

■ 進行・運転状況のお知らせについて

調理（加熱）の状況をバーで表示します。加熱方法によって、
デザインが変わります。
自動あたため、手動調理など

・進行状況をお知らせします。
・表示の進行は状況によって早くなったり、
遅く
なったり、飛んだりすることがあります。
自動調理のとき

進行・運転状況を表示

・運転中に1ますずつます目が動きます。
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タッチ画面に各いて各各各各各

再度 お気に入り・履歴 を押すと
メニュー一覧画面に削除したメニュー

タッチ画面について（つづき）
■ 加熱・調理中、
終了後の操作について

● 庫内灯のON/OFFについて

● 加熱途中での調理時間・設定温度変更

手動あたため､手動調理では､加熱途中で､調理時間や

庫内灯ON/OFFキー

設定温度を変更できます。

スタート後、点灯している庫内灯
を消灯したり、消灯している庫内
灯を点灯したりできます。

調理温度を変更したいとき(オーブン、低温蒸し、
発酵、
スチーム発酵、過熱水蒸気、ハイブリッド)

・温度▼キーを押すと、温度設定
画面が表示されます。

：ON状態
● 延長

加熱終了後、さらに加熱したいときに使います

①変更する温度に
合わせ ② 決定
を押します。
（温度設定画面が
① 表示される5秒間
の間に操作して
ください）
②
予熱中は温度変更
できません。

調理時間を変更したいとき(お好み温度以外)

・ － ＋ を押して増減します。
・変更できる最大時間は､調理中の時間を含めて各加熱の
種類の最大設定時間になります。
・変更できる時間は､1分単位もしくは10秒単位です。
(加熱の種類､残時間により異なります)

：OFF状態

・加熱終了後、
３分間 延長 が表示され
ます。追加で加熱するときは 延長
を押し、
時間設定後に
「スタート」
キー
を押すと加熱が開始されます。
・延長加熱中も時間・温度を変更でき
ます。
様子を見ながら加熱してください。
「とりけし」キーを
・ 延長 表示中、
押すと初期画面に戻り、他の操作が
できます。
● パイプの水抜き

スチームを使った加熱の終了後に
表示されます。 パイプの水抜き を押してパイプの水抜き
を行ってください。➡ P.57

スチームを使った加熱終了後は、
本体が冷めてからすぐに
庫内に残った水分・よごれを拭き取って乾燥させてくだ
さい。さびの原因になります。➡ P.54
「さびを防いで長
い間ご使用いただくために」

設定を変えたいとき
ブザーのON/OFF､画面の明るさ調節などを行います。

■ ブザー音の消しかたと戻しかた

操作音や終了音を消したり、
鳴らしたりすることができます。

▶ 設定 ▶ ブザー音 を選ぶ
・工場出荷時は、すべて
・消したい音の

になっています。

を押すとブザー音の鳴らない設定になります。

・消した音を戻すときは、

を押して

に戻します。

※終了音をOFFにすると、予熱終了時と途中操作をお知らせす
るブザー音も鳴らなくなります。

ブザー音について

■「操作音」

でON/OFFできるもの
● キーを押したときの操作音 （ピッ）
■「終了音」

でON/OFFできるもの
● 調理終了時の音 （ピーッピーッピーッ）
● 予熱終了時と途中操作をお知らせする音
（ピーッピーッピーッピーッピーッ）
● 予熱終了後20分間
（260〜350℃設定では10分間）
操作をしなかったときのお知らせ音
（ピーッピーッピーッ：予熱保持を終了します）

16

■「取り出し忘れお知らせ音」

でON/OFFできるもの
● 加熱終了後、
食品を取り出し忘れたときのお知らせ音
（１分後、3分後→ピピッピピッ、5分後→ピピッ
ピピッピピッピー）
※ 手間なしお手入れ 、パイプの水抜き 終了後もとびらを
開けないと同じようにブザーが鳴ります。
トースト 、
調理途中に作業が発生するメニューで、
作業を忘れたときのお知らせ音
（1分おきに5回まで→ピピッピピッ）

●

タッチ画面の明るさを調節することができます。

▶ 設定 ▶ 画面の明るさ を選ぶ

・工場出荷時は、
[標準]になっています。

・設定したい明るさの数字を押してください。

■ 庫内灯

準備各確認

■ 画面の明るさの設定

水補給のお知らせ音
・調理が一時停止した場合（ピピピピピピピ）
・調理が一時停止しない場合（1分おきにピピピ）
● とびらがしっかり閉まっていないため、
加熱が止まっ
たときのお知らせ音 （ピピピピピ）
● 異常のときのお知らせ音 （ピピピピピピピ）
●

点灯・消灯の設定

とびらを開けたとき、
予熱中、
調理中
（加熱
中）
の庫内灯の点灯・消灯を設定できます。

▶ 設定 ▶ 庫内灯 を選ぶ

・工場出荷時は、
予熱中のみ

（消灯）になっています。
・消灯の設定を点灯に戻すときは、
を押して、
に戻します

■ 画面のデザインの設定
トップ画面のデザインを切り替えられます。

▶ 設定 ▶ 画面のデザイン を選ぶ
・工場出荷時は、
黒色のデザインになっています。

・選んだデザインのチェックボックスに ✓ が入ります。
□→

■ 設定の初期化

記憶しているすべての設定を初期の状態
（工場出荷時の状態）
に戻します。

[初期化される設定] ・ブザー音 ・画面の明るさ ・庫内灯の点灯・消灯 ・画面のデザイン
・無線LAN接続 ・お気に入り登録 ・履歴

・初期化を行ったあとは、
電源プラグを抜く必要があります。

・起動時のスタートガイド表示

▶ 設定 ▶ 初期化 を選ぶ

このとき電源プラグを抜くと
うまく初期化できない場合が
あります。電源プラグを抜か
ないでください。
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タッチ画面に各いて各各各各各／ 設定を変各各い各各

■ ブザー音を消すことができないもの
● 次の場合に
「あたため」キーを押したときのお知らせ音
（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。

加熱の種類としくみ
加熱・調理の種類

加熱のしくみ
電波で加熱します

・電波が当たると食品の水
分子が摩擦運動をし、熱を
出します。これにより、食
品は内部と外面が同時に
加熱されます。

■電波の性質

レンジ

調理のポイント
●加熱時間は食品の分量にほぼ比例し
ます。分量を2倍にしたら、加熱時
間も2倍弱にしてください。
●短時間でも 食品の水分が飛び、乾燥
したり固くなりやすいため、様子を
見ながら調理してください。
●食品は直接庫内中央に置いてくださ
い。

食品や水分に
は吸収される

レンジ加熱

金属製容器、
アルミニウムの
レトルトパック
などは反射し、
加熱できない

● 食品の仕上がり温度を

お好み
温度

赤外線センサーが検知
します。

角皿
●－10～90℃のお好みの温度に仕上
げることができます。
ベビーフードのあたため、バターを
クリーム状にするときなどに適して
います。

スチーム加熱

低温蒸し

焼網

レンジとスチームで加熱します
スチームで加熱します

蒸し

深皿

●仕上がり温度は43ページを参考に
設定してください。
●仕上がり温度まで加熱するため、時
間は設定しません。

スチーム
レンジ

付属品は
使えません
火花が飛び
火災の原因
になります

陶器や磁器な
どは透過する

設定した温度に達するまで
食品をあたためます

使用する付属品
使えない付属品

（レンジは使いません）

●茶わん蒸しなどの蒸し物に使います。
角皿

深皿

焼網
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加熱・調理の種類

加熱のしくみ

使用する付属品
使えない付属品

●食品がふくらむ料理があります。
適度に間をあけて置いてください。
●食品の様子を見ながら加熱してくだ
さい。続けて加熱するときなど庫内
温度が高いときは、調理時間を短く
設定して様子を見ながら調理してく
ださい。

加熱の種類各しくみ

ヒーターとファンのはた
らきで、熱風や過熱水蒸
気をすみずみまで広げ、
食品を包み込むように加
熱します

調理のポイント

準備各確認

安全上のご注意
「レンジ加熱のとき」
「ヒーター加熱・スチーム加熱のとき」を読んでください。➡ P.6～7

角皿

●加熱中は庫内温度が下がりやすいの
で、とびらの開閉はできるだけ少な
くしてください。

オーブン
過熱
水蒸気

ヒーター加熱

ハイブリッド

オーブン…

● 強力な熱風で食品を包み

込むように効率的に焼き
上げます。

過熱水蒸気…

● 100℃を 超 え る 温 度 に

水蒸気を加熱した気体
（無色透明）で、熱効率が
非常に高く食品をすば
やく加熱できます。

●焼きムラが気になるときは、途中で
食品の前後を入れ替えたり、焼き色
の濃い部分にアルミホイルをかけて
ください。

深皿

●焦げすぎないよう、加熱後はすぐに
食品を取り出してください。
庫内温度により、スチームが目に見
えない場合があります。
特に、過熱水蒸気は目に見えません。

焼網

ハイブリッド…

● 過熱水蒸気と高火力の

別冊料理集を
参考に、組み合わ
せてください。

ヒーターで加熱します。

上ヒーターの強い熱で食品
の表面に焦げ目を付けます

●裏面にも焼き色を付けたいときは、
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

グリル

に食品を取り出してください。

角皿

焼網
温 度 を 制 御 し な が ら、
ヒーターとファンで加熱
します

発酵

スチーム発酵…

● スチームを使って上手

に温度コントロールし
ます。

●パン生地などの発酵に使います。
角皿

●パン生地がしっとりするわけではな

深皿

いため、ラップやぬれ布巾や霧吹き
をすることをおすすめします。

焼網
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使える容器・使えない容器
お願い 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。

加熱の種類

使える容器
●ただし、下記の容器は使えません。
• 金銀を使った容器（火花が飛ぶ）
• 色絵が付いた容器（絵がはげる）
●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。

陶器・磁器

レンジ
スチームレンジ

耐熱ガラス

●ただし、加熱後急冷すると、割れること
があります。

耐熱温度140℃以上の
プラスチック容器

●ただし、下記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（24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。

解凍
ヒーター加熱後（「高温注意」表示中）など
庫内高温時にはプラスチック容器やラップは
溶けるおそれがあります。

●ただし、油分・糖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。

耐 熱 温 度140℃
以上のラップ

オーブン
過熱水蒸気
ハイブリッド

アルミニウム・ホーロー
などの金属容器、
金網、金串

グリル
蒸し

アルミホイル

低温蒸し
発酵
スチーム発酵
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●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。

耐熱ガラス

シリコン容器

●ただし、取っ手が樹脂のものは溶ける
ため使えません。
●一部のメニューでは使えません。

●角皿に敷いたり、焦げ目の加減をする
ときや、ホイル焼きに使えます。
●一部のメニューでは使えません。

過熱水蒸気、ハイブリッド、グリルでは使えません。

●ただし、オーブンの設定温度は、容器の耐熱温度より30℃低い温度
までにしてください。
（例：耐熱温度200℃の容器の場合は、設定で
きる温度は170℃までになります。
）
●容器は庫内奥側（熱風ヒーター吹出口付近）に近づけて置かないで
ください。
（庫内奥側は設定温度より高温になるので、容器が変形す
ることがあります。
）

使えない容器

使える容器・使えない容器

アルミニウム・ホーロー
などの金属容器、
金網、金串

付属品

耐熱性のないガラス

● 特に、
金網、金串は火花が飛ぶことが

あります。

角皿・深皿・焼網

アルミホイル
●ただし、
「解凍」で部分的に使うことも
できます。
34ページの記載を参照してください。

耐熱温度140℃
未満のプラスチック
容器・ラップ
●溶けて変形したり、割れたりすること
があります。
●ポリエチレン・スチロール・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、
解凍では発泡トレイが使えます。

プラスチック容器・ラップ※1

●溶けて変形したり、割れたりすること
があります。

●カットガラスや強化ガラスな
どは使えません。
●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。

使えません
●火花が飛ぶため使
えません。

漆器

●塗りがはがれたり、ヒビが入
るおそれがあります。

木・竹・紙製品

※2・焼網
角皿・深皿
角皿・焼網

陶器・磁器※1

●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。

●スパークしたり、燃えたりす
ることがあります。
●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
て使うことができます。

準備と確認

「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。➡ P.18～19

使えます
※2：深皿は上段のみで
お使いください。

※1：「蒸し」
「低温蒸し」
「発酵」
「スチーム発
酵」は使えます。耐熱性のものをお使
いください。
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庫内のカラ焼き・脱臭
ご注意

ヒーター
窓を開ける

換気扇を回す

・
「脱臭」

はヒーター加熱のため、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。
・煙が出ることがあり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。

カラ焼き・脱臭前の準備
初めてお使いになるとき（カラ焼き）
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、
「脱臭」
を行って庫内の油を
焼き切っておきます。煙が出たり、においがしますが、
故障ではありません。
庫内のにおいが気になるとき（脱臭）
必ず庫内のよごれを拭き取ってから行いましょう。拭き取らずに行うと、
よごれが焦げつき、
取れなくなることがあります。
「手間なしお手入れ」を行うとよごれが取りやすくなります。➡ P.56

庫内のカラ焼き・脱臭をする

1

3

電源プラグを差し込み、
とびらを開けて閉める。
（電源が入ります）
庫内には何も入れません。

スタート する（脱臭開始）

2

4

▶ お手入れ ▶ 脱臭 を選ぶ

ブザーが3回鳴って脱臭終了
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。

押す

・庫内についたにおいのもと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？

？

● ごはんやおかず
→
「あたため」
キーを押す（

画面が表示されている状態で）


● 牛乳

P.26 ～ 29

● コーヒー

→

のみもの

の 牛乳 で

→

● お酒
のみもの

のみもの

の お酒 で

P.31

P.31

● 肉や魚の解凍
→

● 水などの のみもの

→

の コーヒー で

P.31

レンジ600W
→
など手動レンジ加熱で
出力と時間を設定して

P.40〜41・
52 〜53

● 揚げ物、
焼き物などをカラッとあたため
たいとき

解凍 の

→

お急ぎ解凍 、スチーム全解凍 、さしみ・半解凍 で

おかず の 揚げ物 で

P.27・30

P.34 ～ 35

● バターロール・惣菜パンなどをふっくらとあたためたいとき ● 中華まん
フランスパンをパリッと、カレーパンをカラッとあたためたいとき
→
→

庫内のカラ焼き・脱臭 ／「あたため」おすすめガイド

ごはん 、おかず で

または

パン・他 の 

バターロール 、惣菜パン 、フランスパン 、カレーパン で

P.37

パン・他 の

中華まん で

P.37

● 食パンのトースト
→

準備と確認

「あたため」
おすすめガイド

パン・他 の トースト で

P.36

● 冷凍ゆで野菜
レンジ600W など手動レンジ
→
加熱で出力と時間を設定して

P.40 〜 41・52 〜 53

＊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）
レンジ600W など手動レンジ
→
加熱で出力と時間を設定して

P.40 〜 41・52 〜 53

＊パッケージ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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自動あたための注意とコツ
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（「あたため」キー）● ごはん ・ おかず全般 ・ 蒸し物

● 牛乳 ・ コーヒー ・ お酒 ● ゆで野菜 ● 解凍 ● お好み温度

※赤外線センサーとは
食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、24〜25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。
・ごはんやおかずのあたためでラップをかけるときは、食品に密着するように落とし込み、容器のふちにか
かるラップはすき間をあけてください。
（ラップで密閉しない）
また冷蔵庫で保存していた食品などをあたためるときは、上記のようにラップをかけなおしてください。
・ごはんや肉などをラップに包んで冷凍するときは、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。
・ラップで包んだものをあたためるときは、ラップの重なり合う部分が下になる
ようにして耐熱性の平皿の上に置きます。
・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、ラップの破裂による庫内底面の割れ・やけど・
けがの原因になります。

● 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取り出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
・庫内が熱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。また、熱に弱い容器（プラスチック製）やラップが溶けたり変形したり、冷凍食
品などの熱衝撃で庫内底面が割れる原因にもなります。
表示部に「高温注意」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

冷ます

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。

● レンジ加熱のため、角皿・深皿・焼網は使えません

・角皿・深皿・焼網を使うと火花が飛び、故障の原因になります。
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角皿

深皿

焼網

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
禁

止

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。

自動あ各各めの注意各コツ

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。
※自動調理
「お急ぎ解凍」
「スチーム全解凍」は
50g未満

準備各確認

100g未満※の食品は自動調理で加熱
しない

うまくあたためるために
● 食品は庫内の中央に置く

庫内奥

複数の食品の場合は
中央に寄せて置く

食品は円を目安に庫内
前後・左右の中央に置く
庫内手前

・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。
・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。

食品は
中央に置く！

※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。

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杯
（牛乳）

マグカップ２杯（牛乳）

とっくり（お酒）

コーヒーや牛乳、お酒に適した容器や分量については31ページを参照してください。

● 食品の分量に合った大きさの容器を使う
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。
（過加熱となった場合、やけどや容器・庫内底面の割れの原因）

加熱不足の時は、取り出して混ぜたり、並べかえたりして、延長か手動レンジで様子を見ながら加熱してください。
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「あたため」
キー

ごはんやおかずを

ごはん おかず全般

あたためる

レンジ（赤外線センサー）
付属品は使えません

赤外線センサーを使って、
自動であたためます。

100g未満の食品は自動調理で
あたためない
禁

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、あたためてく
ださい。

飲みものは「あたため」キーであたためない
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。
のみもの から牛乳、
・
コーヒー、お酒を
選択できます。➡P.31

水などは52～53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。

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。

■「あたため」
キーで、
簡単にごはんやおかずを素早くあたためる（単品）
基本操作（例：ごはんをあたためる）

1
2

＊上手に使うコツもご覧ください。➡ P.28

食品（ごはん）を入れる
・食品の量にあった浅めのレンジで使える耐熱性の容器に入れ、
ラップをしないで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。

ラップはしない
中央に置く

スタート する（あたため開始）
画面の状態で
「あたため」
キーを押すと、あたためを開始します。
・とびらを閉めて1分以内に押してください。
庫内灯ON/OFFキー
➡ P.16
押す
仕上がりを調節するときは
スタート後､5秒以内に
設定してください。
・開始後、途中で残時間表示に変わります。
➡ P.13
残時間は食品の状態によって、途中で
変わって短くなる場合があります。

3

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鳴ります。
（1分、3分、5分後）
とびらを開けるか
「とりけし」
キーを押すと止まります。

容器が熱くなっています
取り出しには
気を付けて

・加熱終了後、
さらにあたためたいときは、3分以内に 延長 を押して時間を
設定し、
様子を見ながら行ってください。➡ P.16
・魚などのはじけやすいおかず、
とろみのあるおかず、汁物、冷凍したおかずなど、うまくあたたまらないおかずは、

おかず全般 であたためてください。➡ P.27～28
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読んでください

調理のしかた

➡ P.6 ～ 7
➡ P.24 ～ 25

安全上のご注意「レンジ加熱のとき」
自動あたための注意とコツ

割りほぐしていない卵、ゆで卵（殻付き、殻なし）はあたためないでください。
（破裂して危険）
ゆで卵が入っているおかず（おでんなど）は取り出してからあたためてください。

ごはん おかず全般 で、
ごはんやおかずをあたためる（単品）

「あたため」
キー、ごはんやおかずをあたためる

■

・ ごはん … ごはんを素早くあたためます。
・ おかず全般 … 出力を抑えてあたためます。はじけやすいおかず､とろみのあるおかず､汁物､冷凍したおかずなど、おか
ずのあたために向いています。

基本操作（例：おかずをあたためる）

1

＊上手に使うコツもご覧ください。➡ P.28

食品を入れる
中央に置く

・食品の量にあった浅めのレンジで使える耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。
・操作2で 揚げ物 蒸し物 を選ぶときは給水の準備をします。
・操作2で 揚げ物 を選ぶときは角皿・焼網を使います。➡ P.30

2

画面から おかず ▶ おかず全般 を選ぶ

揚げ物、または蒸し物のあたためを選択
できます。➡ P.30
お好みで仕上がりを選びます。
➡ P.13
 のおかずも一緒にあたためたいとき
別
に選びます。 →
➡ P.29

3

スタート する（あたため開始）
押す

・開始後、途中で残時間表示に変わります。
残時間は食品の状態によって、
途中で変わっ
て短くなる場合があります。

4

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鳴ります。

（1分、3分、5分後）
とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止
まります。
・加熱終了後、さらにあたためたいときは、3分以
内に 延長 を押して時間を設定し、様子を見な
がら行ってください。➡ P.16

■ 加熱不足のときは追加加熱する

→取り出して混ぜたり、
並べかえたりして、
延長か手動レンジで様子を見ながら加熱してください。
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上手に使うコツ
食品
ごはん

ごはん
冷凍ごはん

煮物

肉じゃがなど
煮魚

分量

あたため ごはん・おかず
ラップ

おすすめ
使用キー

100～600g
しない
（1杯150g）
「あたため」
100～300g
する
（1個150g）

100～600g しない
100～400g

する

蒸し物
汁物

冷凍
100～300g
する
シュウマイ （1個15～20g）

/ ごはん

「あたため」
/ おかず全般

100～400g

冷凍
カレー・
シチュー

100～300g

焼き物

焼き魚
ハンバーグ
など

炒め物

野菜炒め
など
八宝菜など
とろみの
あるもの

/ おかず全般

する

100～400g

/ おかず全般

100～400g しない

100～400g

「あたため」

する

「あたため」
/ おかず全般

おかず全般

・浅めの器に入れ、身がはじけるのでラップを食品にぴったり
つけ、容器のふちにかかるラップはすき間をあける。

・パサついているときは霧を吹く。ラップを食品にぴったりつけ、
容器のふちにかかるラップはすき間をあける。
・あたためる前後にみそ汁をスプーンなどでよくかき混ぜる。
・みそ汁やスープにはマグカップを使わない。

・浅 めの器に入れ、ラップを食品にぴったりつくように落とし込
み、容器のふちにかかるラップはすき間をあける。
あつめ
加熱終了後、全体を混ぜる。
２
・加熱不足の場合は手動の「レンジ」で様子を
見ながらあたためる。
・魚の種類・形・大きさなどにより、うまくあたたまらない場合が
あります。
標準 ・たれは飛び散るので、加熱後にかける。
・たれがかかっている場合は、ラップをして手動の「レンジ」で様子
を見ながらあたためる。
標準

－

・と ろみのあるおかずは飛び散ったりするので、ラップを食品に
ぴったりとつけ、容器のふちにかかるラップはすき間をあける。
あつめ
加熱終了後、全体を混ぜる。
２
・うずらの卵はあたためない。えびやいかが入っている場合は、はじけ
るのでラップをして手動の「レンジ」で様子を見ながらあたためる。

◇◆ 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。

厚さ２～３㎝
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。
・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。

■ 複数の食品をあたためるときは．
．
．


→食品が同じもの（種類・温度・分量）のときは、ごはん か おかず全般 であたためてください。

→食品の種類が違ったり、温度差（冷凍と冷蔵、冷凍と常温、冷蔵と常温）があるときは、ごはん （おかずも一緒にあたた
める）
か おかず全般（別のおかずも一緒にあたためる）の二品あたためであたためてください。➡ P.29

■ 市販の冷凍食品・加工食品をあたためるときは．
．
．

→自動の「あたため」でうまくあたたまらない場合があります。
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。
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・パサついているときは霧を吹く。
標準

おかず全般

しない



・煮汁が多いとあたたまりにくくなるので、
煮汁は少なめにする。
標準

標準

おかず全般

100～300g

標準 ・ラップに包んだまま、ラップの重なっている
面を下にして必ず平皿（耐熱性）にのせる。
・加熱不足の場合は、上下を裏返して
手動の「レンジ」で様子を見ながら追加加熱する。

おかず全般

1～2杯
しない
（1杯150g）

カレー・
シチュー
など

コツ
・かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかける。

シュウマイ 100～300g
しない
など
（1個15～20g）
「あたため」

みそ汁など

仕上がり
調節

操作方法は ➡ P.26 ～ 27

■

ごはん 、おかず全般 で、
二品を同時にあたためる

● 一度にあたためられる分量
（1品の量）

常温

冷蔵

冷凍

100～250g

100～250g

100～150g

調理のしか各

食品の種類や分量の組み合わせによっては、うまくあたたまらないことがあります

・ごはんとおかず …おかずはごはんに対して少なめの分量にします。
（ごはんの約半量～同量）

冷蔵おかず

冷蔵ごはん

冷凍ごはん

おかずはごはんの約半量

おかずはごはんの約半量

同量

おかずはごはんの約半量

おかずはごはんの約半量

おかずはごはんより少なめ

「あ各各め」
キー、ご各んやおかずをあ各各める各各各各各

常温おかず

常温ごはん

冷凍おかずは加熱不足になりやすいため、
加熱不足のときは手動レンジで様子を見ながら
あたためてください。

冷凍おかず

・種類の違うおかず …ほぼ同量にします。
● ラップやふたをしないであたためる

食品

※飛び散り防止のため、
とろみのある食品にはラップをかける

ラップ

ごはん

しない

冷凍ごはん

する

コツ
かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかける。
ラップに包んだまま、ラップの重なっている面を下にして必ず平皿（耐熱性）
にのせる。（食品を冷凍するときは、ラップを食品にぴったりとつける）

煮物

しない

煮汁をきる。

蒸し物

しない

パサついているときは霧を吹く。

とろみのある食品
( 八宝菜やカレーなど )

する

● 置き位置

浅めの器に入れ、ラップを食品にぴったりつけ、
容器のふちにかかるラップはすき間をあける。
加熱終了後、全体を混ぜる。

［浅めの器］

● 置き位置
（器の高さが違う場合）

置きかた

食品

ラップを落とし込み
食品にぴったり
つける

置きかた

置きかた

食品

中央に寄せるように置きます。
食品を端に置くと、赤外線センサーで
検知できなくなります。

器の高さが違う場合、
背の高い器
（食品）
は左側に置いてください。背の
高い器（食品）
を右側に置くと、
赤外線センサーをさえぎり、
左側の食品
の温度を検知できません。25ページもあわせてご覧ください。

● 二品あたために向かない食品

・冷凍したおかず、
冷凍カレー、
スープ、
はじけやすい焼き魚、たれやソースのかかったおかず… おかず全般 で一品ずつ
あたためてください。➡ P.28
・パンやのみもの、
市販の調理済み冷凍食品など…
「あたため」おすすめガイドを参考にして、あたためてください。
➡ P.23

基本操作

1

食品を庫内
中央に置く

2

ごはんとおかずの二品あたため

おかずの二品あたため

→ ごはん
おかずも一緒に
あたためるを選び
ます。 □→

3

スタート する
（あたため開始）
押す

4

→ おかず全般
 のおかずも一緒
別
にあたためるを
選びます。□→

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鳴ります。
（1分、
3分、
5分後）
とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。
・加熱終了後、さらにあたためたいときは、３分以内に 延長 を押して時間
を設定し、様子を見ながら行ってください。➡ P.16
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おかず ▶ 揚げ物 蒸し物

揚げ物や蒸し物を

あたためる

27ページ
操作2で
揚げ物 または

・ 揚げ物 … 常温の揚げ物・焼き物などをカラッとあたためます。

蒸し物 を

・ 蒸し物 … シュウマイやごはんなどをスチームレンジで、しっとりあたためます。
「あたため」
キー ごはん おかず全般 より時間がかかります。

選びます

スチームを使うあたためです。給水の準備をしてください。➡ P.10
また、
加熱終了後、
パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57

■ 揚げ物

（加熱時間の目安 約10分）

● 一度にあたためられる分量

● あたためかた

ヒーター

＋

スチーム

… 100～200ｇ
コロッケ：1～2個程度、
えびの天ぷら：1～4尾程度
カツサンド：2切れ程度

(

… 包装・容器を取りはずし、角皿に焼網をのせ、

その上に直接食品をのせ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。

）

給水の準備！

（10ページ）

・熱さの好み、
種類、
個数によって、
仕上がりを調節してください。➡ P.13
・冷蔵の調理済み食品は仕上がり[あつめ]であたためてください。
・市販の調理済み冷凍食品には使えません。
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。
● 包装や容器は、
必ず取りはずしてあたためる

・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、
必ず焼網に直接置いてあたためます。

■ 蒸し物

角皿・焼網、下段に入れる

レンジ（赤外線センサー） ＋

スチーム

・
「スタート」
キーを押したあと、
約1分後にスチームが発生します。
読んでください

➡ P.6 ～ 7
➡ P.24 ～ 25

安全上のご注意「レンジ加熱のとき」
自動あたための注意とコツ

付属品は使えません

● 一度にあたためられる分量

… 冷蔵・常温のごはん：100～600ｇ
冷蔵・常温のシュウマイなどのおかず：100～300ｇ
冷凍のごはんやシュウマイ：100～200ｇ
給水の準備！
（10ページ）
● あたためかた … 耐熱性の容器に入れ、
ラップやふたをしないで、

庫内中央に置いてあたためます。
中央に置く
● とろみのある食品はあたためない
・カレーや八宝菜のようなとろみのある食品は、あたたまりにくいので
おかず全般

[あつめ2]であたためてください。➡ P.28

＊中華まん・肉まん・あんまんは、
大きさによっては上手にあたたまらないことがあります。

パン・他 ▶ 中華まん であたためるか、
「スチームレンジ」または「レンジ」で様子を見ながらあたためてください。

■ スチームを使ったあたためでは、加熱途中で給水カセットの水がなくなると

→ブザーが鳴り、表示部に「給水」が点滅するので、
給水カセットに水を追加する

・水を追加してしばらくすると
「給水」
の表示が消えます。
（加熱途中でも給水カセットに水を追加することができます）

加熱終了後、角皿などは熱くなっていますので気をつけてください。

・スチームを使った加熱の場合、とびらを開けるときはスチームに気をつけてください。

また、
残ったスチームが吹き出し口から出てくることがありますので、気をつけてください。
「ヒーター加熱・スチーム加熱のとき」を読んでください。➡ P.7
・安全上のご注意
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取り出すときは
スチームに
注意！



のみもの

あたためる

➡ P.24～25 自動あたための注意とコツ

レンジ（赤外線センサー）

赤外線センサーを使って、
飲みものを自動であたためます。

調理のしかた

牛乳、コーヒー、お酒を

読んで ➡ P.6～7「レンジ加熱のとき」
ください

付属品は使えません

禁

止

揚げ物や蒸し物をあたためる ／ 牛乳、コーヒー、お酒をあたためる

飲みものは加熱しすぎない

飲みものなどの液体は、
取り出すときに突然沸騰し、やけどの原因になります。
・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。

● 容器の種類・大きさ・分量を守ってください。

中央に置く

容器の種類・大きさ・分量が違うと、
赤外線センサーがうまく働かない場合があります。
・容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります。
・基準分量より少ない場合は、
沸騰するおそれがあります。

使用する容器

とっくり（お酒）

牛乳

コーヒー

お酒

背が低く広口のマグカップ

背が低く広口のコーヒーカップ

背が低くずんぐりとした
とっくり

200ml

150ml

160ml
（とっくりの8分目）

マグカップ１～４杯

コーヒーカップ１～４杯

とっくり１～４本

（基本操作1のイラストが目安です）
（基本操作1のイラストが目安です）

（本）
の基準分量
1杯
一度にあたためられる分量

● 容器は庫内中央に置いてください。

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。
杯数
（本数）
に合わせた置きかた
→中央に寄せて置いてください。

1杯（本）

2杯（本）

3杯（本）

4杯（本）

基本操作（例：牛乳をあたためる）

1

2

食品を庫内
中央に置く

・容器の大きさの目安

一杯の分量：容器の8分
目まで入れてください。

牛乳

高さ

マグカップ 約8.5㎝

画面から のみもの ▶ 牛乳 を選ぶ
コーヒーやお酒をあたためる
ときに選びます

直径約8㎝

あたためる分量を選びます
（過加熱の原因となりますので、
分量を選択するときに、
よく確
認してください）

満水容量
約260ml

直径約7㎝

コーヒー

コーヒーカップ

高さ
約7.5㎝

3

スタート する（加熱開始）
押す

お好みで仕上がりを選びます
➡ P.13

満水容量
約200ml

4

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鳴ります。
（1分、3分、5分後）

とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。
・加熱終了後、さらにあたためたいときは、３分以内に 延長 を押し
て時間を設定し、様子を見ながら行ってください。➡ P.16

■ 取り出すときに飲みものが突然沸騰し、
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。

突沸に
注意！

■ 容器の種類・大きさ・量が異なる場合や、水などの飲みもの、コップに入ったお酒などは
→ 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。➡ P.52～53
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ゆで野菜

読んでください

野菜を ゆでる

➡ P.6 ～ 7
「レンジ加熱のとき」
➡ P.24 ～ 25 自動あたための注意とコツ

赤外線センサーを使って、
野菜をゆでたように加熱します。
● あたためられる分量と上手に使うコツ

食品
（使用キー）

葉菜

根菜

一度にあたため
られる分量

レンジ（赤外線センサー）

付属品は使えません

上手に使うコツ

● 準備
水洗いして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
ブロッコリー
部分を下にして平皿（耐熱性）にのせる。
100～300g
・葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、
ほうれん草
（食品の重さのみ）
ラップできっちり包みます。
その他
（葉菜）
・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。
● 準備
水洗いして水がついたまま平皿（耐熱性）にのせ、ラップは食品に密着さ
平皿とはすき間ができるようにする。
せ、
・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
じゃがいも
ふちにかかる
100～600g
取らずにおいておきます）
ラップは少し
にんじん
（食品の重さのみ） ・2個以上のときは仕上がりを同じにする
すき間をあける
ため、大きさをそろえます。
その他
（根菜）
・丸くて高さのある大きなじゃがいもは、

仕上がり調節[強め]を使います。
・にんじんは切ってから加熱をしてください。

・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ます。
ラップは食品に密着させ、平皿とはすき間ができるようにしてください。

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、
食品のみにラップをして、
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、
食品の過加熱となり発煙・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のゆでかた

→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。➡ P.52～53
・小さく切ったにんじんやミックスベジタブル、極端にとがった切りかたをした野菜を
「ゆで野菜」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。
（ラップは少しすき間をあける）

■ 食品の分量が100g未満の場合は

→
「レンジ600W」で様子を見ながら加熱してください。➡ P.52～53
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

少量の加熱は
ダメ！

→食品の上下をひっくり返したり、左右を入れ替えたりして、延長加熱や「レンジ600W」で様子を見なが
ら加熱してください。
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調理のしかた

基本操作（例：ほうれん草をゆでる）

野菜をゆでる

1

食品を入れる
中央に置く
・野菜はラップをした状態で平皿(耐熱性)にのせます

2

画面から ゆで野菜 ▶ ほうれん草 を選ぶ

仕上がりを選びます
➡ P.13

3

スタート する（加熱開始）
押す

4

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鳴ります。
（1分、
3分、
5分後）

とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。
・加熱終了後、さらに加熱したいときは、3分以内に 延長 を
押して時間を設定し、様子を見ながら行ってください。
➡ P.16
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解凍

レンジ（赤外線センサー）

肉や魚を 解凍する

付属品は使えません

※ スチーム全解凍 はスチーム加熱を併用します。

赤外線センサーを使って、
肉や魚を解凍します。
読んでください

➡ P.6 ～ 7
➡ P.24 ～ 25

安全上のご注意「レンジ加熱のとき」
自動あたための注意とコツ

・ お急ぎ解凍 … レンジ加熱で下ごしらえできるくらいに短時間で解凍します。
（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）
・ スチーム全解凍 … スチームを使う解凍です。給水の準備をしてください。➡ P.10
時間はかかりますが、
レンジ加熱とスチーム加熱でひき肉がほぐせたり、薄い肉がはがせるくらいに
解凍します。
終了後に、
パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57
・ さしみ・半解凍 … 包丁が入りやすく、中が少し凍った状態に仕上がります。さしみや肉の細切りなどに適しています。
● あたためられる分量と上手に使うコツ

冷凍庫で保存していた肉や魚を解凍します。
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。

（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）

解凍できる分量
給

水

お急ぎ解凍

スチーム全解凍

さしみ・半解凍

50～600g

50～600g

100～600g

不要

必要
（➡P.10）

不要

ラップ や ふ た
●

しない

ラップやふたをしないで、
発泡トレイのまま解凍する
・発泡トレイが深めの場合は浅めのトレイに移すか、
耐熱性の平皿に
キッチンペーパーを敷き、
その上に置いて解凍する。

●

同時に2つ以上を解凍するときは、
食品の種類、
大きさをそろえる
・上手に解凍できる食品の厚さは3㎝まで。

「庫内高温のため「解凍」は使えません」
と表示されたら、
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。また発泡トレイやラップが溶けるおそ
れがあります。
「とりけし」
キーを押し、とびらを開けて表示が消えてからお使いください。

●

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）
は細い部分に巻きます。
・形が均一でないもの

ご注意

・アルミホイルはきちんと巻いて、
庫内壁面・底面・とびらに触れないようにする。
（火花の発生、
とびらのガラス割れの原因）

●

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。

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（3cm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6cm×横10cm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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調理のしかた

基本操作（例：「お急ぎ解凍」で解凍する）
食品を入れる

肉や魚を解凍する

1

ラップはしない
中央に置く
・食品は浅めの発泡トレイにのせます。
・ スチーム全解凍 は給水の準備をします。➡ P.10

2

画面から 解凍 ▶ お急ぎ解凍 を選ぶ

「スチーム全解凍」、
「さしみ・半解凍」
で解凍するときに選びます
仕上がりを選びます➡ P.13

3

スタート する（解凍開始）
押す

4

ブザーが3回鳴り、解凍終了
・食品を取り出し忘れるとブザーが鳴ります。
（1分、
3分、
5分後）
とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。
・解凍終了後、さらに加熱したいときは、3分以内に 延長 を
押して時間を設定し、様子を見ながら行ってください。

➡ P.16

■ 食品が解凍できる分量より少ない場合、表面が溶けかけの場合、
解凍不足の場合は
「レンジ200W」
で様子を見ながら解凍してください。➡ P.52～53
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パン・他 ▶ トースト

トースト

食パン1～2枚焼けます。ヒーター加熱で、
途中裏返しのお知らせをします。
スチームトースト は、
スチームを使うことで、
中はふっくら、外はこんがりと焼き上げます。

基本操作（例：トースト2枚）

1

角皿に焼網をのせ、食パンを中央に2枚置き、上段に入れる
・ スチームトースト は給水の準備をします。➡ P.10
角皿・焼網、上段に入れる

2

3

画面から

パン・他 ▶ トースト を選ぶ
スチームトーストのとき選びます

スタート する（加熱開始）
押す

・裏返すまでは、仕上がり〔標準〕で約4分です。

（トースト（冷凍）は約5分20秒、スチーム

枚数を選びます

トーストは約4分30秒）

・残時間表示は操作4でスタートしたあとに出

お好みや食パンの厚さにより
仕上がり調節を選びます
➡ P.13

ます。

冷凍した食パンのトーストの
→
とき選びます

4

ブザーが鳴ったら、すぐにパンを裏返し、再度 スタート する

・角皿が熱いので､市販のミトンをはめて取り出してください。
・食パンは中央に置いてください。

・加熱はいったん止まります。とびらを開閉して次に「スタート」キーを押すと加熱が再開します。
とびらを開閉しないで
「スタート」
キーを押しても動作しません。

・裏返しを忘れるとブザーが1分おきに5回まで鳴ります。

5

画面表示

とびらを開ける
パンを裏返す
とびらを閉める

押す
画面表示

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鳴ります。
（1分、3分、5分後）
・焼いている途中で焼き足すことはできません。焼き色が薄い場合は、焼き上がったあと焼き足したい面を上に
して、3分以内に 延長 を押して時間を設定し、少しずつ様子を見ながら焼いてください。➡ P.16

延長しても焼き足りない場合は、
手動の
「グリル」で追加加熱してください。

・ スチームトースト 終了後は、
パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57

■ 仕上がり調節の選びかたや
手動でトーストを焼きたいときは
➡ 別冊料理集 P.275
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加熱時間の目安
コー

ス

トースト

トースト
（冷凍） スチームトースト

加熱時間

約5分30秒

約7分30秒

約6分30秒

裏返すまで

約4分

約5分10秒

約4分30秒

パン・他 ▶ バターロール フランスパン 惣菜パン カレーパン 中華まん

あたためる

レンジ加熱・ヒーター加熱・スチーム加熱の組み合わせで、市販のパン
（バターロールや惣菜パンなど）や中華まんをあたためます。
● あたためられる分量と使用する付属品

バターロール

一度に
あたためられる分量

加熱時間の目安

常温：
（1個）約2分40秒
（4個）約3分20秒
1～4個
（1個約30g）
冷凍：
（1個）約3分20秒
（4個）約4分20秒
1～2個
（1個約100g）

（1個）約3分20秒
（2個）約3分40秒

フランスパン

1～4切れ
（1切れの厚さ約3cm）

約10分

カレーパン

1～2個
（1個約100g）

（1個）約9分30秒
（2個）約10分

1～4個
（1個約90g）

約20分

惣菜パン

中華まん

使用する付属品
付属品は使えません
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
中央に並べて置きます

角皿にのせた焼網の上に直接
食品を置き、下段に入れます

加熱方法
トースト ／ パンや中華各んをあ各各める

食品
（使用キー）

レンジ
+
ヒーター

ヒーター
+
スチーム
スチーム

＊「中華まん」
で凍った中華まんをあたためるときは、
仕上がり[強め1]を設定してください。
（一度にあたためられる量：1～2個）
スチームを使うあたためのときは、
給水の準備をしてください。➡ P.10
また、
加熱終了後、
パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57
● 包装や容器は、
必ず取りはずしてあたためる

・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。
・
「バターロール」

と
「惣菜パン」
のあたためでは、
アルミホイルなどの金属を絶対に使わないでください。
レンジとヒーターの組み合わせ加熱のため、
火花が飛ぶことがあります。

基本操作（例：バターロールをあたためる）

1
2

食品を入れる

中央に置く

・包装や容器は取りはずします。
・付属品は使用しないでクッキングシートの上に置きます。
クッキングシート

画面から パン・他 ▶ バターロール を選ぶ

あたためる分量を選びます。
仕上がりを選びます。➡ P.13
冷凍したパンをあたためる
とき選びます。□→

3

スタート する（加熱開始）
押す

4

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鳴ります。
（1分、
3分、
5分後）
とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。
・加熱終了後、さらにあたためたいときは、3分以内に 延長 を押し
て時間を設定し、様子を見ながら行ってください。➡ P.16

・熱さの好み、
初期状態
（常温/冷蔵）
によって、
仕上がりを調節してください。➡ P.13

調理のしか各

パンや中華まんを
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石窯おまかせ焼き

石窯おまかせ焼きで調理する

お好みのお肉・お魚・野菜を使って、
温度・時間の設定不要で、オーブン料理が作れます。詳しい分量や作りかたは、
別冊料理集をご覧ください。➡P.74〜77
● 操作例：鶏肉を使った
「石窯おまかせ焼き」

使う食材に合わせてコースを選びます。
左右にスワイプできます。
仕上がりを選びます。➡ P.13
食材に応じて選びます。□→
使いかたのコツが表示されます。

おすすめ 料理集検索

料理集のメニューを選んで調理する
別冊料理集のメニューを画面から選んで調理します。
（別冊料理集はメニュー番号順に記載されています）
加熱の設定をメニューごとに設定してありますので、時間・温度などを合わせる必要がありません。
詳しい作りかたは別冊料理集をご覧ください。

おすすめ からメニューを選ぶ

メニュー画面について ➡ P.13

おすすめの22メニューは、
材料・作りかたを画面で確認できます。

（別冊料理集には記載のないメニューもあります。）

メニュー例： 鶏肉と野菜焼き

中華風スペアリブ

ハンバーグ

トマト煮込みハンバーグ 鶏の照り焼き

● 操作例：
「鶏のから揚げ」を選ぶ
メニュー一覧画面

メニュー画面

材料・作りかた

上に
スワイプ

料理集検索 からメニューを選ぶ
■ 料理集検索

メニュー画面について ➡ P.13

▶ カテゴリ から選ぶ

次のカテゴリからメニューを選べます。

・ 350℃メニュー … クリスピーピザや焼きいもなどの350℃オーブンメニュー
・ 深皿メニュー … 深皿を使った洋風･和風煮込み料理や、一度に３品を同時に調理するメニュー
・ 時短・お手軽 … 準備や下ごしらえの省手間、短時間でできるメニュー
・ ノンフライ … 油で揚げないノンフライメニュー

（ ノンフライ で調理したものは、油で揚げたものとは食感が異なります。）

・ 蒸し料理 … 手作りシュウマイなどの蒸し物料理

・ ABCCookingRECIPE … ABCクッキングスタジオ オリジナルレシピ
・ ER-WD7000レシピ検索サイト … 二次元バーコードが表示されます。アクセスいただくと、料理集掲載以外のレシピも検索できます。
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● 操作例：
「ノンフライ」から「鶏のから揚げ」
を選ぶ
メニュー画面

調理のしか各

メニュー一覧画面

石窯お各かせ焼各で調理する ／ 料理集のメニューを選んで調理する

■ 料理集検索 ▶ 食材 から選ぶ

● 操作例：
「肉類」から「鶏のから揚げ」を選ぶ
メニュー一覧画面

メニュー一覧画面

メニュー画面

メニュー一覧画面

メニュー画面

■ 料理集検索 ▶ パン・スイーツ から選ぶ
● 操作例：
「パン」から「バターロール」を選ぶ

メニュー一覧画面

■ 料理集検索 ▶ メニュー番号 から選ぶ

番号を入れ直すときは クリア を押します

● 操作例：料理集メニュー番号001の
「ハンバーグ」
を選ぶ
メニュー画面

別冊料理集でのメニューの
選びかたは、メニュー番号
から選ぶ方法を記載してい
ます。

・調理加熱をスタートすると、
残り時間を表示します。ただし、一部のメニューは途中から残り時間を表示します。
・加熱途中に裏返す、
混ぜるなどのお知らせのためブザーが鳴り、表示が出るメニューがあります。
加熱はいったん止まりますので、
食品を取り出し、料理集に従って作業をしてください。

とびらを開閉しないで
「スタート」
キーを押すと動作しません。とびらを閉じて
「スタート」
キーを押すと加熱が再開します。

自動調理について

・自動調理は別冊料理集に記載してある材料・分量で設定されていますので材料・分量・調理方法を守ってください。
・材料・分量を変えるときは、
仕上がり調節をするか、手動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。
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レンジ1000～100W

レンジ煮込み

レンジで加熱する・煮込み

付属品は使えません

■ 手動レンジ加熱

例：ごはんをあたためる
（600Wで1分）

1
2

（設定時間の目安

➡ P.52～53）

中央に置く

食品（ごはん）を入れる

・食品の量にあったレンジで使える耐熱性の容器に入れ、直接庫内中央に置きます。
・冷凍した食品は必ず耐熱性の容器にのせ、市販の冷凍食品はパッケージの記載内容
に合わせてください。

（初期画面）で時間を合わせる
・
「レンジ600W」

は初期画面で時間を設定できます。
・時間の設定方法 ➡ P.15

・600W以外の出力で加熱するときは、レンジ出力キー
（「レンジ600W▼」）を押すと出力選択画面が表示さ
れるので、そこから出力を選びます。

・最大設定時間
レンジ1000W：5分
レンジ600W、500W：20分
レンジ200W、100W：90分

3

スタート する（加熱開始）
庫内灯ON/OFFキー
➡ P.16
押す

途中で加熱時間を増減したいとき
－ または ＋ を押して、
加熱時間を1分ずつ増減
できます。➡P.16

・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。

4

ブザーが3回鳴り、加熱終了

容器が熱くなっています
・食品を取り出し忘れるとブザーが鳴ります。
（1分、3分、5分後）
取り出しには
とびらを開けるか
「とりけし」
キーを押すと止まります。
気を付けて
・加熱終了後、
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加熱できます。
様子を見ながら加熱してください。
・加熱終了後、
さらに加熱したいときは、
3分以内に 延長 を押して時間を設定し、
➡ P.16

・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延長か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、加熱時の動作音ですので故障ではありません。
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禁

飲みもの・油脂の多い食品・とろみのある食品などは
加熱しすぎない

発煙・火災の原因となります。

止

調理のしかた

食品は加熱しすぎない
禁

・52～53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

レンジで加熱する ・ 煮込み

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。

割りほぐしていない卵、ゆで卵（殻付き、殻なし）
はあたためないでください。
（破裂して危険）
ゆで卵が入っているおかず（おでんなど）は取り出してからあたためてください。
読んでください

➡ P.6 〜 7

安全上のご注意「レンジ加熱のとき」

■ レンジ煮込み

黒豆など、
最初に中火
（600W)でひと煮立ちさせ、
次に弱火（200W)で煮込む料理に使います。

・

画面から その他 → レンジ煮込み を選び、中火（600W）の時間設定（①）→ 次へ を押す（②）→弱火（200W)
の時間設定→
「スタート」
キーを押すと、
加熱を開始します。

・中火
（600W）
の加熱が終わると、
続けて弱火
（200W）の加熱を開始し、加熱残り時間が表示されます。

押す
①

加熱開始
②

■出力の使い分け目安
1000Ｗ

600Ｗ

食品をすばやく
あたためる

200Ｗ

100Ｗ

弱火

中火

強火
●

500Ｗ

野菜をゆでる
（下ごしらえ）

●

●

食品をあたためる

●

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。
や別冊料理集で確認してください。
詳しくは手動加熱の設定時間の目安
（➡ P.52～53）

● 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。
（
「高温注意」
表示中）
はプラスチック容器やラップは使用しないでください。
（溶けるおそれ）
・庫内が熱いとき
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お好み温度

赤外線センサーを使ったレンジ加熱で

お好みの温度にあたためる
★ 分量は一人分(150g)を基準としています。

付属品は使えません

レンジ（赤外線センサー）

例：バターをやわらかくする

1

食品を入れる
ラップやふたをしない

中央に置く

2

3

・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、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）

（初期画面）
からレンジ出力キー
（
「レンジ600W▼」
）
▶ お好み温度 を選ぶ

温度を設定する
・温度の設定方法 ➡ P.15
・設定温度：－10～90℃
・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

スタート する（加熱開始）

お知らせ

押す

5

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鳴ります。
（1分、3分、5分後）

とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。

・加熱終了後、さらに加熱したいときは、3分以内に 延長 を押して
時間を設定し、様子を見ながら加熱してください。➡ P.16

・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。
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禁

止

調理のしかた

食品は加熱しすぎない

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
（24ページ）
に使用しない

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

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。

お好みの温度にあたためる

守っていただきたいこと
読んでください

➡ P.6 〜 7
➡ P.24 〜 25

安全上のご注意「レンジ加熱のとき」
自動あたための注意とコツ

● 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。
で様子を見ながらあたためてください。
手動の「レンジ」
・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。

十分注意！



●飲みものは、
「お好み温度」
であたためないでください。

のみもの からそれぞれのメニューで、
牛乳、
コーヒー 、お酒は
その他は52～53ページの時間を参考に、

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

設定温度の目安
℃

90

食
品

80

100g 70
以
上

60
50
40
30
20

煮物・炒め物・揚げ物
ごはん

チョコをとかす
ベビーフード

焼き物

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。

クリームチーズをやわらかく

バターをやわらかく

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

アイスクリームを
食べごろに

ふた（内ぶた含む）は必ず取る
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オーブン

オーブンで調理する
予熱あり

＊別冊料理集には、角皿を入れて予熱するメニューがあります。

1

2

画面から オーブン ▶ オーブン予熱あり を選び、温度を合わせる
・温度の設定方法 ➡ P.15
・設定温度：100～300℃、350℃
ただし、庫内が熱いとき（表示部に「高温注意」が点滅）
は、
電気部品保護のため、260℃以上の設定はできないときが
あります。
・温度を設定すると予熱の目安時間が表示されます。
（表示される予熱の目安時間は実際の予熱時間とは一致し
ないことがあります）

スタート する（予熱開始）
押す

3

ブザーが5回鳴り、予熱終了

（
「予熱が終了しました」
と表示されます）

・予熱終了1分前に残り時間を表示します。

4

使用する付属品
（メニューにより使い分ける）

・予熱は約20分間保持されます。
（260～350℃の設定では約10分間）
その間、何もしないとブザーが3回鳴り、予熱保持が終了し、
その後電源が切れます。

食品を庫内に入れ、時間を合わせる
（付属品は別冊料理集のメニューを参考に入れる。深皿を使用する場合は上段のみでお使いください。）
・時間の設定方法 ➡ P.15
・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・最大設定時間：90分（100～250℃）
60分（260～300℃、350℃）
・スタート後、
温度や時間を変更したいとき ➡ P.16
角皿を入れて予熱すると、角皿が熱くなっているので、
取り出しや食品をのせるときには気をつけてください。

5

スタート する（調理開始）
押す
・食品を入れてから
「スタート」
キーを押すと
加熱を開始します。
※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。

6

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鳴ります。
（1分、
3分、
5分後）
とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。
・表示部に「高温注意」が表示されます。
・調理終了後、さらに加熱したいときは、3分以内に 延長
を押して時間を設定し、様子を見ながら加熱してくださ
い。➡ P.16

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。
・予熱中の温度の変更はできません。
・350℃に温度を設定すると予熱温度は300℃になります。
・予熱時間の目安は、
200℃設定で約5分、
250℃設定で約11分、300℃設定で約20分です。
→予熱をする前の庫内温度や室温、
電圧などにより、時間は多少前後することがあります。
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調理のしか各

設定温度について：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。

予熱なし

3

（付属品は別冊料理集のメニューを参考に入れる。深皿を使用する場合は上段のみでお使いください。）

オーブンで調理する

1
2

食品を庫内に入れる
画面から オーブン ▶ オーブン予熱なし を選ぶ

温度を合わせて（①）、次へ を押し（②）、時間を合わせる
・温度の設定方法 ➡ P.15
・設定温度：100～300℃、350℃
ただし、庫内が熱いとき（表示部に「高温注意」が点滅）は、電気部
品保護のため、260℃以上の設定はできないときがあります。
・時間の設定方法 ➡ P.15
①

②

4

スタート する（調理開始）
押す

・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・最大設定時間：90分（100～250℃）
60分（260～300℃、350℃）
・スタート後、温度や時間を変更したいとき ➡ P.16

5

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鳴ります。
（1分、
3分、
5分後）
とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。
・表示部に「高温注意」が表示されます。
・調理終了後、さらに加熱したいときは、3分以内に 延長
を押して時間を設定し、様子を見ながら加熱してくださ
い。➡ P.16

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。
調理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。

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。
・安全上のご注意
「ヒーター加熱・スチーム加熱のとき」を読んでください。➡ P.7
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その他 ▶ 発酵

発酵をする

発酵・スチーム発酵をする

1

使用する付属品
（メニューにより使い分ける）
＊パン生地などの発酵をするときに使います。

食品を庫内に入れる

（別冊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）
は、
給水の準備をします。
（➡ P.10）給水カセットは奥に当たるまで差し込みます。

・ スチーム発酵

2

画面から その他 ▶ 発酵 を選ぶ

スチーム発酵 の

ときに選びます

3

温度を合わせて（①）、次へ を押し（②）、時間を合わせる
・温度の設定方法 ➡ P.15
・設定温度：30℃、35℃、40℃、45℃
・時間の設定方法 ➡ P.15

・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・最大設定時間：90分

①

②

4
5

・スタート後、温度や時間を変更したいとき ➡ P.16

スタート する（発酵開始）
押す

・生地が乾燥する場合は、ラップやぬれ布巾や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。
・スチーム発酵は、
庫内温度と設定温度が近い場合、スチームが十分に出ないことがあります。
乾燥に注意してください。

ブザーが3回鳴り、発酵終了

・食品を取り出し忘れるとブザーが鳴ります。
（1分、3分、5分後）とびらを開けるか「とりけし」キーを押すと止まります。
・スチーム発酵終了後は、
パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57
・加熱終了後、
さらに加熱したいときは、
3分以内に 延長 を押して時間を設定し、
様子を見ながら加熱してください。
➡ P.16

庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う
｢庫内高温のため発酵
（またはスチーム発酵）
は使えません｣と表示されたときは、
「とりけし」キー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。
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グリル

調理のしか各

グリルで調理する

使用する付属品
（メニューにより使い分ける）

例：魚を焼く

発酵をする ／ グリルで調理する

1

食品を庫内に入れる
・角皿の上に焼網をのせ、その上に食品を置いて庫内に入れます。
・上ヒーターで調理するため、上段をおすすめします。
・加熱するとふくらむもの
（もちなど）や食品の高さが高い場合は、
焼網を使用しないで調理します。

2

画面から グリル を選び、時間を合わせる

・時間の設定方法 ➡ P.15

・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・最大設定時間：30分
・スタート後、時間を変更したいとき ➡ P.16

3
4

スタート する（調理開始）
押す

・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」キーを押します。

ブザーが3回鳴り、調理終了

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

・食品を取り出し忘れるとブザーが鳴ります。
（1分、3分、5分後）
とびらを開けるか
「とりけし」
キーを押すと止まります。
・表示部に
「高温注意」
が表示されます。
様子を見ながら加熱してください。
・加熱終了後、
さらに加熱したいときは、
3分以内に 延長 を押して時間を設定し、
➡ P.16

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。
・安全上のご注意
「ヒーター加熱・スチーム加熱のとき」を読んでください。➡ P.7
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スチームレンジ

蒸し 低温蒸し

スチームを使って調理する
蒸し・スチームレンジで調理する

1

2

給水の準備をし、食品を庫内に入れる
・給水の準備をします。➡ P.10
給水カセットは奥に当たるまで差し込みます。
・蒸し：スチームのみで調理します。
・スチームレンジ：レンジ
（400W)とスチームで
加熱します。使用する容器にご注意ください。
※角皿やアルミホイルなどは火花が出るので使用
できません。
・スチームレンジは、
レンジで使える耐熱性の容器
に入れ、
庫内中央に直接置きます。

蒸しの場合：

（設定時間の目安

➡ P.52～53）

〈スチームレンジ〉

〈蒸し〉

中央に置く

使用する付属品
（メニューにより使い分ける）

付属品は使えません

画面から 蒸し を選び、時間を合わせる

（スチームレンジの場合：
（初期画面）からレンジ出力キー（「レンジ600W▼」）→ スチームレンジ を選び、
時間を合わせる
（40ページの操作手順を参照））

・時間の設定方法 ➡ P.15

・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・最大設定時間：30分（ 蒸し ）

30分（ スチームレンジ ）

・スタート後、時間を変更したいとき ➡ P.16

3
4

スタート する（調理開始）
押す

・
「スタート」

キーを押したあと、約1分後にスチームが発生します。

ブザーが3回鳴り、調理終了

・とびらを開けるときはスチームに十分気をつけてください。
角皿や容器が
熱くなっています
また、
吹出口から出るスチームに気をつけてください。
取り出しには
・食品を取り出し忘れるとブザーが鳴ります。
（1分、3分、5分後）
気を付けて
とびらを開けるか｢とりけし｣キーを押すと止まります。
・パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57
・加熱終了後、
さらに加熱したいときは、
3分以内に 延長 を押して時間を設定し、
様子を見ながら加熱してください。
➡ P.16

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。
・スチームを使った調理の場合、
とびらを開けるときはスチームに気をつけてください。
また、
残ったスチームが吹き出し口から出てくることがありますので、気をつけてください。
・安全上のご注意
「ヒーター加熱・スチーム加熱のとき」を読んでください。➡ P.7

取り出すときは
スチームに
注意！

低温蒸しは庫内が冷めてから調理を始めてください。
・庫内温度が高いと調理がうまくできません。表示部に「庫内高温のため低温蒸しは使えません」が表示されたとき
は
「とりけし」
キーを押し、
とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。
スチーム使用前に水受けに水がたまっていないことを確認してください。

48

低温蒸し（35～95℃）
で調理する
・給水の準備をします。➡ P.10
給水カセットは奥に当たるまで差し込みます。

2

使用する付属品
（メニューにより使い分ける）

画面から 蒸し ▶ 低温蒸し を選ぶ

スチームを使って調理する

3

調理のしか各

1

給水の準備をし、食品を庫内に入れる

温度を合わせて（①）、次へ（②）を押し、時間を合わせる
・温度の設定方法 ➡ P.15
・設定温度：35～95℃
・時間の設定方法 ➡ P.15
①

②

4
5

・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・最大設定時間：30分
・スタート後、温度や時間を変更したいとき ➡ P.16

スタート する（調理開始）
押す

ブザーが3回鳴り、調理終了

・とびらを開けるときはスチームに十分気をつけてください。
また、
吹出口から出るスチームに気をつけてください。
・食品を取り出し忘れるとブザーが鳴ります。
（1分、3分、5分後）
とびらを開けるか｢とりけし｣キーを押すと止まります。
・パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57

角皿や容器が
熱くなっています
取り出しには
気を付けて

・加熱終了後、
さらに加熱したいときは、
3分以内に 延長 を押して時間を設定し、
様子を見ながら加熱してください。
➡ P.16

■調
 理途中で給水カセットの水がなくなったとき

→ブザーが鳴り、表示部に「給水」が点滅するので、給水カセットに水を追加する

・水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消えます。
（調理途中でも給水カセットに水を追加することができます）

■調
 理終了後、
水受けの水を捨て、
庫内の水を拭き取って、
乾燥させてください。➡P.57

49

その他 ▶ 過熱水蒸気 ハイブリッド

過熱水蒸気･ハイブリッドで調理する
過熱水蒸気… 100℃を超える温度に加熱された水蒸気（過熱水蒸気）で調理します。
ハイブリッド… 過熱水蒸気と高火力のヒーターで加熱します。

予熱あり

1

使用する付属品
（メニューにより使い分ける）

過熱水蒸気は高温になります。目には見えませんのでご注意ください。

給水の準備をし、

画面から その他 ▶ 過熱水蒸気 ▶ 過熱水蒸気予熱あり

を選ぶ（ハイブリッドの場合は、
ハイブリッド予熱あり を選ぶ）

画面から その他 ▶ ハイブリッド ▶

・給水の準備をします。➡ P.10
・給水カセットは奥に当たるまで差し込み
ます。

2

5

温度を合わせる
・温度の設定方法 ➡ P.15
・設定温度：100～250℃、300℃
ただし、
庫内が熱いとき（表示部
に
「高温注意」
が点滅）は、電気部
品保護のため、
300℃の設定はで
きません。
・温度を設定すると予熱の目安時間
が表示されます。
（表示される予熱
の目安時間は実際の予熱時間とは
一致しないことがあります）

3
4

スタート する（予熱開始）
押す

・予熱終了1分前に残り
時間を表示します。

ブザーが5回鳴り、予熱終了

（「予熱が終了しました」と表示されます）

食品を庫内に入れ、時間を合わせる

（付属品は別冊料理集のメニューを参考に入れる。
深皿を使用する場合は上段のみでお使いください。）

・予熱は約20分間保持されます。
（300℃設定では約10分間）
その間、
何もしないとブザーが3回鳴り、
予熱
保持が終了し、
その後電源が切れます。

6

スタート する（調理開始）
押す

・時間の設定方法 ➡ P.15

・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・最大設定時間：60分
・スタート後、
温度や時間を変更
したいとき ➡ P.16
角皿を入れて予熱すると、角皿が熱くなって
いるので、取り出しや食品をのせるときに
は気をつけてください。

7
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ブザーが3回鳴り、調理終了

・食品を入れてから「スタート」
キー
を押すと加熱を開始します。
※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。

・とびらを開けるときはスチームに十分気をつけてください。
また、
残ったスチームが吹出口から出てくることがありますので気をつけてください。
（1分、3分、5分後） とびらを開けるか｢とりけし｣キーを押すと止まります。
・食品を取り出し忘れるとブザーが鳴ります。
・パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57
・加熱終了後、さらに加熱したいときは、3分以内に 延長 を押して時間を設定し、様子を見ながら加熱してください。➡ P.16

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。

調理のしかた

・予熱中の温度の変更はできません。
・予熱時間の目安は、
200℃設定で約5分、
250℃設定で約11分、300℃設定で約20分です。

→予熱をする前の庫内温度や室温、
電圧などにより、時間は多少前後することがあります。

予熱なし

3

（付属品は別冊料理集のメニューを参考に入れる。深皿を使用する場合は上段のみでお使いください。）

給水の準備をし、50ページの手順1の最後で、過熱水蒸気 予熱なし を選ぶ

（ハイブリッドの場合は、
50ページの手順1の最後で、ハイブリッド 予熱なし を選ぶ）

温度を合わせて（①）、次へ を押し（②）、時間を合わせる
・温度の設定方法 ➡ P.15
・設定温度：100〜250℃、300℃
ただし、庫内が熱いとき（表示部に「高温注意」が点滅）は、
電気部品保護のため、300℃の設定はできません。
・時間の設定方法 ➡ P.15

①

・時間を合わせ直すときは、クリア を押します。
・最大設定時間： 60分
・スタート後、温度や時間を変更したいとき ➡ P.16

②

4

スタート する（調理開始）
押す

5

ブザーが3回鳴り、調理終了

・とびらを開けるときはスチームに十分気をつけてください。

また、残ったスチームが吹出口から出てくることがありますので
気をつけてください。
・食品を取り出し忘れるとブザーが鳴ります。
（1分、3分、5分後）

とびらを開けるか｢とりけし｣キーを押すと止まります。
・パイプの水抜きとお手入れをしてください。➡ P.57
・調 理終了後、さらに加熱したいときは、
3分以内に 延長 を押して
時間を設定し、
様子を見ながら加熱してください。➡ P.16

■ 調理途中で給水カセットの水がなくなったとき

→ブザーが鳴り、表示部に「給水」が点滅するので、給水カセットに水を追加する



・水を追加してしばらくすると「給水」の表示が消えます。
（調理途中でも給水カセットに水を追加することができます）

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。
調理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。
・庫内が熱くなってから、
スチームが出ます。

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。
・安全上のご注意
「ヒーター加熱・スチーム加熱のとき」を読んでください。➡ P.7
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過熱水蒸気・ハイブリッドで調理する

1
2

食品を庫内に入れる

手動加熱の設定時間の目安
食品は加熱しすぎない
禁

止

発煙・火災の原因となります。
・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。
・あんまんは、先にあんが熱くなり、3分以上
加熱すると発煙・発火のおそれがあります。

飲みもの・油脂の多い食品・とろみのある食
品などは加熱しすぎない
禁

止

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。
注意！
● 容量の単位：ml=㏄
● 常温：約20℃、冷蔵：約10℃、冷凍：約-20℃
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。
● ラップあり…○ ／ ラップなし…×
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）

のみもの（レンジ 600W）

メニュー名

分量

目安時間

ラップ

メニュー名

ごはん

1 杯（150ｇ）

約1分

×

牛乳（冷蔵）

1 杯（200ml） 約 1 分 40 秒

×

どんぶりもの

1 杯（340ｇ）

約3分

×

お酒（常温）

1 杯（160ml）

×

スープ・みそ汁
野菜の煮物

1 杯（150ml） 約 1 分 30 秒

分量

目安時間

ラップ

約1分

×

水（常温）

1 杯（200ml） 約 1 分 20 秒

×

×

コーヒー（常温）

1 杯（150ml） 約 1 分 30 秒

×

150ｇ

約 1 分 20 秒

カレー・シチュー

200ｇ

約 2 分 10 秒

○

シュウマイ

6 個（100ｇ）

約 50 秒

×

中華・肉・あんまん

1 個（90ｇ）

約 40 秒

○

バターロール

2 個（70ｇ）

約 20 秒

×

素材名

分量

目安時間

ラップ

ほうれん草

100ｇ

約 1 分 50 秒

○

調理パン

1 個（110ｇ）

約 30 秒

×

キャベツ

100ｇ

約 2 分 10 秒

○

焼きいも

1 本（200ｇ）

約1分

×

ブロッコリー

100ｇ

約 1 分 40 秒

○

じゃがいも

1 個（150ｇ）

約 3 分 30 秒

○

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

ごはん（冷凍）

1 杯（150ｇ）

約 2 分 30 秒

○

カレー・シチュー（冷凍）

200ｇ

約6 分

○

シュウマイ（冷凍） 5 個（100ｇ）

約2 分〜
約 2 分 20 秒

○

中華・肉・あんまん（冷凍）

約 1 分 30 秒

○

1 個（ 90ｇ）

ラップ

冷凍の肉・魚の解凍（レンジ 200W）
素材名
肉

さしみ

分量

目安時間

ラップ

100ｇ

約3分

×

200ｇ

約 4 分 30 秒

×

400ｇ

約9分

×

600ｇ

約 12 分

×

100ｇ

約 1 分 30 秒

×

200ｇ

約3分

×

400ｇ

約5分

×

600ｇ

約7分

×

野菜のゆでもの（レンジ 600W）

さといも

100ｇ

約 2 分 30 秒

○

にんじん

100ｇ

約 1 分 50 秒

○

さつまいも

200ｇ

約 4 分 30 秒

○

かぼちゃ

150ｇ

約３分

○

とうもろこし

1 本（250ｇ）

約５分

○

・野菜は水でぬらしてから加熱してください。
（こげ防止）

スチームを使ったあたため（スチームレンジ 400W）
メニュー名

分量

目安時間

ラップ

ごはん（冷蔵）

1 杯（150ｇ）

約 1 分 30 秒

×

中華・肉・あんまん（冷蔵）

1 個（90ｇ）

約1分

×

シュウマイ（冷蔵） 10 個（150ｇ） 約 1 分 50 秒
1 杯（150ｇ）

約 3 分 40 秒

×

中華・肉・あんまん（冷凍）

1 個（ 90ｇ）

約2分

×

約 3 分 30 秒
シュウマイ（冷凍） 10 個（150ｇ）
〜約 4 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。
・加熱不足や加熱ムラが気になるときは、
取り出して混ぜたり、
並べ替えたりして追加加熱してください。
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×

ごはん（冷凍）

×

蒸し物（

蒸し ） ※角皿＋焼網（下段）で加熱します。

調理のしかた
こんなときは

手動加熱の設定時間の目安（つづき）
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

素材名

分量

目安時間

ラップ

中華・肉・あんまん

1 個（ 90ｇ）

約 15 分

×

枝豆

100ｇ

約 2 分 10 秒

○

中華・肉・あんまん（冷凍）

1 個（90ｇ）

×

さといも

100ｇ

約 2 分 20 秒

○

約 15 分

×

かぼちゃ

150ｇ

約3分

○

シュウマイ（冷凍） 10 個（150ｇ）

約 20 分

×

ミックスベジタブル

100ｇ

約2分

○

手動加熱の設定時間の目安 ／ よくあるお問い合わせ

約 25 分

シュウマイ（冷蔵） 10 個（150ｇ）

・耐熱容器に移し替えて、ミックスベジタブルには多めの
水をふって加熱する。
・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。

よくあるお問い合わせ
Q. 質問

A. 答え

参照
ページ

設置のとき、
壁や家具との間をあけて
置く必要はありますか？

必要です。
壁や家具などが、
過熱し火災や損傷の原因になります。
・上方10㎝以上あけてください。

・左右、
後方、
下方はあける必要はありません。
ただし、
熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は、記載寸法
以上にすき間をあけて置いてください。
・前方はとびらが完全に開いて、食品を出し入れできるスペースが必要です。

4

アースは必要ですか？

故障や漏電時などの感電防止のため、アースは確実に取り付けてください。

4

初めて使用するときに
カラ焼き・脱臭は
必要ですか？

必要です。
「庫内のカラ焼き･脱臭」を行って、庫内の防錆の油を
初めてお使いのときは、
焼き切ってください。
煙が出たり、
においがすることがありますが、故障ではありません。

22

よごれはどうしたら落ちますか？

「お手入れのしかた」を参照して、こまめにお手入れしてください。

54-57

どんな容器が使えますか？

「使える容器・使えない容器」を参照してください。

20-21

製品の中に残った水を抜くに
はどうしたらいいですか？

「パイプの水抜きのしかた」を参照してください。

57

製品を移動させるときは
どうするのですか？

製品の左右側面下部を確実に持って、移動してください。

8

製品を使用後、
床面が熱くなりますが
大丈夫ですか？

連続加熱、
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。

ー

修理はどこに依頼したら
よいですか？

なお異常があるときは、使用を中止
58～64ページに従って調べていただき、
し、
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相談く
ださい。

65
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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
冷めてから

感電・けが・やけどの原因になります。

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

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

止

電波がよごれた部分に集中して、火花の発生・
発煙・発火・庫内損傷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。

ぬれ手禁止

さびを防いで長い間ご使用いただくために

ご使用後は必ず都度庫内のよごれ・水分を拭き取って、湿気を取り除いてください。
①かたくしぼったぬれ布巾で庫内全面
（左右側面・奥面・天井・底面・とびら内側）を拭く。
お手入れの注意事項など、
詳しくは各部の説明をご覧ください。
②しばらくとびらを開けて自然乾燥させる。水分を拭き取った後は、1時間程度とびらを開けておいてください。
※とびらにぶつかったり、
とびらに体重をかけたりしないように気をつけてください。

キャビネット・とびら
かたくしぼった、ぬれ布巾で拭く。
・ひどいよご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。

タッチ画面
かたくしぼった、やわらかいぬれ布巾で拭き、乾いた布
巾で水分を拭き取る。

お願い

・ 電源プラグを抜くか、
オートパワーオフで電源が切
れた状態でお手入れをしてください。
（誤作動防止）
・ 強く拭かないでください。
（傷の原因）

スチーム吹出口
かたくしぼった、ぬれ布巾で拭く。
・スチーム調理後、スチーム吹出口付近に白い粉（水
の中の溶解物）が残ることがあります。こまめにか
たくしぼったぬれ布巾で拭き取ってください。

とびら・庫内の内側
かたくしぼった、
ぬれ布巾で拭く。
・落ちにくいよごれは、ぬれた布巾をよごれの上に置いて30分
ぐらいふやかしてから拭きます。よご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巾で必ずその都
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
わらかい布巾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。
（パッキンは取りはずしできません）

こんなときは

■ お手入れしても庫内のにおいが取れないとき
「庫内のカラ焼き・脱臭」
（➡ P.22）をしてください。においがやわらぎます。
■ 長期間ご使用にならないとき
「パイプの水抜き」
（➡ P.57）
を行ったあと、
電源プラグをコンセントから抜き、
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。

お手入れのしかた

お願い
中性以外の洗剤
（アルカリ性、
酸性などの台所、
住宅用洗剤）
、
オーブンクリーナー、
粉末クレンザー、
ベンジン、
シンナー、
アルコール、
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、よごれが落ちにくくなります。
スポンジたわし

禁

研磨剤入りナイロンたわし

止

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。

アドバイス
スチームを使用して、
庫内・角皿・深皿・焼網などのよごれを浮き上がらせることもできます。
「スチームを使ったお手入れのしかた」
（➡P.56）
に従って行ってください。
（56ページ以外の方法では行わないでください）

庫内底面

給水カセット・水受け
給水カセット、水受けの水を捨てる。
よごれている場合は、柔ら
かいスポンジで水洗いをし
てよごれを落とし、十分に
水気を拭き取る。
・よご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。

庫内底面のよごれはかたくしぼったぬれ布巾ですぐ拭き取る。
レンジ使用時に付着したよごれが、オーブン使用時に焦げて黒
くなることがあります。
・よごれが落ちにくいときは、
よごれた部分に液体
クレンザー
（クリームクレンザー）を付け、
2分程
度おいて、
丸めたラップでこすってよごれを落と
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。

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。

お願い

・乾燥させる場合は、食器洗い乾燥機や
食器乾燥器に入れたり、直射日光に当
てたりしないでください。
変形、破損の原因になります。

角皿・深皿・焼網
吸排気口
給水カセット・水受けをはずして、
ほこりを掃除機で吸い取る。
・ほこりが吸排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。
とびら吸気口

柔らかいスポンジと台所用洗剤
（中性）
を使って洗い、
十分に水気を拭き取る。
・落ちにくいよごれは、
ぬるま湯につけ置きしてから洗ってください。
・よごれが落ちないときは、
「スチームを使ったお手入れ」
（➡ P.56）を
お試しください。
・角皿・深皿・焼網に水気が残っているとサビが
付くことがあります
・深皿のよご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。

お願い

とびら
排気口
本体吸気口

・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。
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お手入れのしかた （つづき）
よごれやにおいが気になるとき
スチームを使ったお手入れのしかた
スチームで庫内のよごれを浮かせて、拭き取りやすくします。よごれを拭き取ることで、においが
やわらぎます。
また、
よごれを落としたい角皿・深皿・焼網を入れると、
よごれが落ちやすくなります。

1
2

3
4
5
6

給水カセットに水を入れ、本体にセットする（➡ P.10）

＊角皿・深皿・焼網のよごれを落としたいときは、
庫内下段に入れてください。

▶ お手入れ ▶ 手間なしお手入れ を選ぶ

スタート する

（お手入れ開始

目安時間3分）

押す

ブザーが3回鳴り、手間なしお手入れ終了

・とびらを開けるときはスチームに十分気をつけてください。
また、
残ったスチームが吹出口から出てくることがありますので気をつけてください。
・とびらを開けないとブザーが鳴ります
（1分、
３分、
5分後）
。とびらを開けるか
「とりけし」
キーを押すと止まります。

パイプの水抜き（➡ P.57）をして、庫内が冷めたらよごれを拭き取る
・パイプの水抜き終了後、
電源プラグを抜き、庫内・角皿・深皿・焼網の温度が十分に下がってから、よごれを拭き
取ってください。
・給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセット・水受けを水洗いしてください。
・庫内やとびらの内側についた水滴は、
乾いた布巾で拭き取ってください。

とびらを開けて庫内を乾燥させる（1時間程度）
（➡ P.54
「さびを防いで長い間ご使用いただくために」）
・続けて
「脱臭」
（➡ P.22）
を行う場合は、
庫内乾燥は不要です。

お知らせ
・終了直後は、庫内・角皿・深皿・焼網・スチーム吹出口が熱くなっていますので、気をつけてください。
・手間なしお手入れをすることでにおいは軽減しますが、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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こん各各各各

スチームを使うたびに
パイプの水抜きのしかた

1

給水カセットを本体から引き抜く
給水カセット

2

3
4
5

調理終了後は本体が冷めてから、都度必ず庫内
やとびらに付着した水滴を、乾いた布巾などで
拭き取って、とびらを開けて庫内を乾燥させて
ください。拭き取らずにスチーム調理を繰り返
すと、
水受けから水があふれることがあります。

1

庫内やとびらの水滴を、
乾いた布巾などで拭き取る

2

給水カセットに残った水を捨て、
水洗いする

▶ お手入れ ▶ パイプの水抜き

を選ぶ

給水カセット

スタート する

（水抜き開始

・お手入れのしかたは ➡ P.55

目安時間2分）
水受け

押す

ブザーが3回鳴り、水抜き終了
・とびらを開けないとブザーが鳴ります
（1
分、
３分、
5分後）
。とびらを開けるか
「とり
けし」
キーを押すと止まります。
・終了後、
庫内やとびらの内側についた水滴
は、
本体が冷めてから乾いた布巾などで拭き
取ってください。

3
4

水受けにたまった水を捨てる
・お手入れのしかたは ➡ P.55

給水カセットと水受けを本体に
セットする

（お手入れをする場合は「お手入れについて」の手順1へ）

とびらを開けて庫内を乾燥させる
（1時間程度）
（➡ P.54
「さびを防いで長い間ご使用いただく
ために」
）

お知らせ

・終 了後、水抜きの水がスチームになり、スチーム吹
出口が熱くなっていますので気をつけてください。

5

とびらを開けて庫内を乾燥させる
（1時間程度）
（➡ P.54「さびを防いで長い間ご使用いただく
ために」）

給水カセット、水受けの取り付けかた・はずしかたは、
10ページを参照してください。
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お手入れのしか各
各各各各各

スチームを使った調理終了後には、パイプの水
抜きを行ってください。

お手入れについて

お料理が上手にできないとき

レンジ加熱・スチーム加熱
項目

こんなときは
調理がすぐに終了する
「自動あたため」
であたためて
も熱くならない

食品があたたまらない

「自動あたため」
であたためる
と熱くなりすぎる

ごはん・おかず のあたため
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ごはんがパサつく

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。
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。
覆われていませんか。
● 食品が金属容器・アルミホイルなどで、
● 付属の角皿を使用していませんか。角皿は使用できません。
● 食品は庫内中央に置いてください。庫内底面の模様を目安に前後・左右
それぞれ中央になるように置いてあるか確認してください。
● 庫内が高温のとき・長時間加熱・連続加熱・少量加熱などの場合は、電気
部品保護のため出力を落とすことがあります。追加加熱したり、時間をお
いてからご使用ください。
● ふたを使ってあたためていませんか。ふたは使用しないでください。
→ 赤外線センサーがうまく働かないことがあります。
● 食品は庫内中央
（前後左右）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。
● 分量が少なくありませんか。一度にあたためる量は100g以上にしてください。
● 赤外線センサーでの検知を正しく行うために、容器はできるだけ背が低く
て口の広いものをお使いください。
● 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。

● 蒸し物 、スチームレンジ であたためると、
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、ラップをして手動の「レンジ」で様子を見ながら
あたためてください。

カレーや八宝菜が
あたたまらない

● とろみのある食品は おかず全般 で様子を見ながら、あたためてください。
あたためたあとは、十分かき混ぜてください。➡ P.27～28

冷凍ごはんがあたたまらない

● 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。
（前後左右）に置いてください。
● 食品は庫内中央
● 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耐熱性の
平皿にのせてあたためてください。

冷凍食品があたたまらない

● 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。必ず食品にラップが密着するようにかぶせてください。
● 市販の冷凍食品は「自動あたため」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。

食品がパサつく

● 蒸し物 、スチームレンジ であたためると、
しっとり仕上がります。

フライや天ぷらをあたためる
とベチョッとする

カラッと仕上がります。
● 揚げ物 であたためると、

二品のあたためがうまく
できない

● 食品を端に置いていませんか。食品は庫内中央（前後左右）に並べて置い
てください。

● あたためる分量が多すぎませんか。
ごはんに対しておかずが多いと、うまくあたたまりません。
● 食品の種類や分量の組み合わせによっては、うまくあたたまらないことが

あります。
→ うまくあたたまらない場合は、手動の「レンジ」で様子を見ながら
あたためてください。



こんなときは

対処方法

こんなときは

項目

● 食品を浅めの発泡トレイかキッチンペーパーの上に平らにのせて解凍し
てください。

解凍

お料理が上手にできないとき

上手に解凍できない

→ 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。
 まく解凍できる食品の厚さは3㎝までです。
●う

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。
➡ P.34
 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そろえ
●同
てください。
● 形状や種類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

→ 解凍不足の部分は延長加熱や手動の
「レンジ200W」
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赤外線セン
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。

調理がすぐに終了する
飲みものの温度が低い

 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
●庫
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。

牛乳、コーヒー、お酒

● 牛乳 コーヒー であたためていますか。
牛乳・コーヒーが熱くなり
すぎる

「あたため」キーは熱くなりすぎるので使用しないでください。

● 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。
 器は31ページのものを参考にしてください。
●容
● お酒 であたためていますか。 

お酒が熱くなりすぎる

「あたため」キーは熱くなりすぎるので使用しないでください。
 量はどのくらい入っていますか。
●分

容器に対して8分目まで入れてください。
容器に対して少量しか入れていないと沸騰するおそれがあります。
 器は31ページのものを使用してください。
●容

ゆで野菜

お酒が上の方と下の方で
温度が違う

● 加熱後、混ぜてください。

うまくできない

● ふたをしていませんか。ふたは使用しないでください。
 菜は平皿ごとラップしてください。
●根

葉菜は食品のみラップをして、平皿ごとラップしないでください。
また、
ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせてください。
 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
●分
してください。

野菜が乾燥気味になる

● 野菜を洗い、水気を切らずに調理してください。

必要に応じ、水をふりかけてください。

できすぎのところと、

じゃがいもなどは大きさをそろえてください。

● かぼちゃ、
ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。
 熱後は庫内から取り出し、
●加
しばらくそのまま5分ほど置いておきます。

加熱の足りないところがある

● 2個以上のときは同じ仕上がりにするために、
大きさをそろえてください。
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お料理が上手にできないとき（つづき）
レンジ加熱・スチーム加熱・ヒーター加熱
項目

こんなときは

蒸し物

あたため時間が長くかかる

お好み温度

調理がすぐに終了する
食品の温度が低い
（または高い）

対処方法
● スチームを発生させてあたためるので、レンジ加熱だけのあたためより
時間がかかります。

しっとりとした仕上がりよりもスピードを優先するときは、
ごはん 、おかず全般 であたためてください。
 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
●庫
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。
 たやラップを使っていませんか。ふたやラップは使用しないでください。
●ふ

● 食品は庫内中央（前後左右）に置いてください。

蒸し

● 分量は合っていますか。

料理集に記載されている分量を変えるとうまくできません。
うまくできない

● 給水カセットの水がなくなっていませんか。

水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまく
できません。
● 給水カセットを奥までしっかりとセットしてください。

スチーム加熱全般

うまくできない

● 給水カセットの水がなくなっていませんか。

水の量が少なかったり、水を入れ忘れるとスチームが出ないのでうまく
できません。
● 給水カセットを奥までしっかりとセットしてください。

オーブン加熱全般

でき上がりの状態が悪い
焼き色にムラがある

発酵

発酵がうまくできない

● 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
状態が変わることがあります。様子を見ながら加熱してください。
 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す。生地の
●生
大きさをそろえてください。
 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上下段を入
●焼

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。
 けどに注意し、
ミトンをはめて角皿を取り出してください。アルミホイ
＊や
ルは加熱中に熱風で飛ばされないように角皿のふちに巻きつけてくださ
い。
（アルミホイルが熱風で飛ばされ、庫内表面に貼りつくと故障の原因）
 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
●型
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。
● 室温・生地の温度・イースト菌の種類・材料の配合などにより発酵の具
合が変わります。生地の様子を見ながら、発酵温度や時間を調節してく
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

● 仕上がり調節で、薄くしたいときは「弱め」、濃くしたいときは「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、延長加熱や手動の
「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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こんなときは

悪い

スポンジケーキ

泡立てがうまく
できない

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。
 を合わせたあと、混ぜすぎていませんか。
●粉
 ウルや泡立て器に、水分や油分が付いていると泡立ちが悪くなります。
●ボ

● 水分や油分の付いてないボウルをお使いください。

お菓子
シフォンケーキ

きめが粗く粉っぽい

● 粉をふるって入れましたか。

粉をふるうと、ゴミなどを取り除き、粉に空気を含ませることができます。
● 粉がなじむまで混ぜましたか。

中央が沈む

● 卵の泡立てすぎはありませんか。

焼き色が濃い・薄い


● 材料の違い、ケーキ型の違いなどで焼き色が変わります。
様子を見ながら調理してください。

ふくらみが悪い

● 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方がよく泡立ちます。

ケーキの中に
空洞ができた

● 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。

シュー

クリーム

クッキー

ふくらみが悪い

● 分量は正しくはかりましたか。
 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

焼き色にムラがある

● 生地の厚みや大きさは均一ですか。

パン

バターロールなど

ふくらみが悪く、
かたい

お料理が上手にできないとき（つづき）

ケーキのふくらみが

こんなときは

項目

● 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。
● 別冊料理集236～237ページの「パン作りのコツ」を参照してください。

フランス
パン
グラタン

焼き物

焼き色にムラがある

● 1個ずつの大きさはそろっていますか。大きさをそろえてください。

上手にできない

● 別冊料理集258ページの｢フランスパン作りのコツ｣をご覧ください。

焼き色にムラがある

● チーズの種類によって、焼き色が異なることがあります。

様子を見ながら加熱してください。
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修理を依頼される前に

・スマートフォンアプリ
「IoLIFE」
や音声操作に関するお困りごとなどは、
同梱の
「アプリ活用ガイド」
11～12ページをご覧ください。

・・・・以下の現象は故障ではありません。処置に従い対応してください。

現象

理由・処置

電源プラグを、
コンセントに差し込 ・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。
んでも何も表示しない、
動かない

まったく動かない

・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。
タッチ画面が表示されている状態でキー操作をしてください。
・とびらを開閉し、
・初期化を行っていませんか。
「初期化しました。
」
と表示している場合は、
電源プ
ラグを一度抜いた後、
再度コンセントに差し込み、
とびらを開閉してください。

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」
（➡ P.16～17）を参照して、設定しなおしてください。

全 般

「スタート」
キーを受け付けない

・とびらを閉めてひと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。
・キーの中央部を表示部がスタート状態に変わるまで押してください。誤
作動防止のため、キーの端を押したり、押している時間が短い場合はキー
を受け付けません。

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2分すぎると電源を切るためで
す。
（とびらを開け、電源が入ってから操作してください）

タッチ画面が反応しない

・つめでタッチしても動作しません。指の腹でキーをタッチしてください。
・手袋・ばんそうこうなど、指が覆われた状態で操作していませんか。

指が直接キーに触れるようにして、操作してください。
・タッチ画面に水滴やよごれがついていませんか。
・2本以上の指でタッチしていませんか。

ブレーカーが落ちた

（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
・家庭の電気容量
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。

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。

調理中・調理後に、音
（ファン）が ・調理中・調理後、電気部品を冷却するファンが回ることがあります。

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。

したり、
しなかったりする
冷却ファン動作中は、電源プラグを抜かないでください。
調理中に、
この音が大きくなる

動 作 全 般
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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設定になっていませんか。
点灯・消灯の設定」
（➡ P.17）を参照して、設定し直してください。
・
「庫内灯


調理終了後、
1分、
3分、
5分後に
音が鳴る


・調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能が付いています。
とびらを開けるか、
「とりけし」キーを押してください。

とびらがくもる

・調 理中や調理後に、とびらのガラスが温度差によりくもる場合がありま
す。2時間くらいすると自然に消えます。庫内のカラ焼き・脱臭をすれば、

30分くらいで消えます。
（➡ P.22）

・調理性能を向上させるために庫内の密閉性を高めているため、スチーム調
調理後、
理でなくても食品から出た水蒸気が庫内やとびらに付着します。水滴は
庫内やとびら内側に水滴が付着する
冷めてから、乾いた布で都度拭き取って、乾燥させてください。
（➡P.55）

水滴が落ちる
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。

庫内に水がたまる
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水蒸気が
漏れる

・調理メニューや室温によって水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。

煙やいやなにおいが出た

・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。
・油脂や食品が庫内やとびらに付着・焦げついてにおう場合があります。
・庫内のカラ焼き・脱臭を行ってください。
（➡ P.22）

調理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。

現象


・調理のしかたは正しいですか。
（ふた、ラップの有無、付属品などを確認してください）

熱いまま調理しませんでしたか。
・庫内が、
（庫内の温度が下がるまで待ってください）
（ 料理集に記載の食材・分量以外で調理
・食 品・食材の量は適切でしたか。
すると、うまくできない場合があります。）
・庫内の上面や底面がよごれていませんか。
・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（➡ P.58～61）を参照してください。

こんなときは

動 作 全 般

料理のでき上がりが悪い

理由・処置

修理を依頼される前に

レンジ調理の開始時および途中
・レンジ調理時の動作音です。
に、
ジーという連続音がする

レンジ

調理中に火花が出た

・レンジを使うメニューで金属容器、金網、金串などを使用していませんか。
・付属の角皿・深皿もレンジでは使用できません。
・金・銀粉、金・銀箔使用の容器は火花が飛ぶことがあります。
・庫内がよごれていませんか。電波がよごれた部分に集中して、火花が出る
ことがあります。よごれは拭き取ってください。
（➡ P.54～55）

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

・庫内が高温のとき・長時間加熱・連続加熱・少量加熱などの場合は、電気
部品保護のため出力を落とすことがあります。追加加熱をしたり、時間を
おいてからご使用ください。

「あたため」
キーを押しても加熱
されない

オーブン・グリル・過熱水蒸気

オーブン・グリルなど、
ヒーター
加熱時に、
ボコッボコッという
連続音や、
ポコンという音がする

・表示部が あたためる 画面以外の表示になっていませんか。
・とびらを閉めてから1分をすぎるとスタートしません。

（一度とびらを開閉してからキーを押してください）
が点滅している場合は、とびらがきちんと閉まっていません。

・
「扉開閉」

とびらと本体の間に挟まっているものなどを取り除いてください。
・デモモードになっていませんか。

（➡ P.64）を参照して、解除してください。
「 デモ 表示」
・熱収縮による庫内壁面や角皿の音です。

予熱中に設定が取り消された
（または電源が切れた）

・オーブン・過熱水蒸気・ハイブリッドでは予熱終了後も一定時間予熱を
保持しますが、その間何もしないとブザーが鳴り、設定が取り消されます。
その後しばらくすると自動で電源が切れます。
（➡ P.44・50）

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、別冊料理集の温度を目安にしてください。

260℃以上に設定できないことが ・庫内が熱いときは、電気部品保護のため、オーブンでは260℃以上、過熱水
蒸気・ハイブリッドでは300℃の設定はできません。
ある

発酵

予熱中、
庫内灯が点灯しない

・予熱中は庫内灯が点灯しない仕様です。
予熱中に「庫内灯」キーを押すと点灯させることができます。



発酵しても庫内底面があたたかく ・庫 内温度が設定温度に近いとヒーターは動作しません。正常動作であり
ならない
故障ではありません。

スチーム

スチームが出ない
給水カセットの水が減らない

・給水カセットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。
・オーブン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。
・ス チーム発酵は、室温と設定温度の差が小さい場合、スチームが十分に出
ないことがあります。乾燥が気になる場合は、ラップやぬれ布巾や霧吹き
をしてください。
・メ ニューによって、給水カセットの水が減る量は異なり、わずかしか減ら
ない場合もあります。

スチーム調理中にジュワー、ブシュー、 ・スチームヒーターで加熱された水が蒸発するときの音で、故障ではありま
せん。使い始めてからしばらくは、特に音が大きい場合があります。
シュワー、ブシュブシュなどの音がする
とびらと本体の間からスチームが ・スチームの量や室温によってスチーム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。
漏れる
スチーム吹出口から白い粉や
水のようなものが出る

・白い粉は、水道水に含まれるマグネシウム・カルシウムなどのミネラル成
分のため無害です。こまめにかたくしぼったぬれ布巾で拭き取ってくだ
さい。
（➡ P.10・54）
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こんな表示が出たときは

理由
（原因）
・処置欄をご覧ください。故障ではありません。
（エラー表示
「H○○」
は故障している場合があります。）
理由
（原因）
・処置

表示例

高温注意 が点滅

調理中に 給水 が点滅

● ヒーター加熱終了後など、
庫内が高温に
なっていることをお知らせしています。

● 給水カセットに水がない、給水カセッ
トがうまくセットされていないと表示
します。

（15～
● 庫内が冷めると表示は消えます
20分程度）
（
。庫内が冷める前でも
「と
りけし」
キーを押したり、
他のメニュー
を設定したりすると表示が消えます）

【処置】
● 調理が一時停止したときは、給水カ
セットに水を入れ、取り付けたあと
「スタート」キーを押してください。

【お知らせ】
● とびらを開けておくと早めに冷めます。

● 一時停止しない場合は、給水カセッ
トに水を入れ、取り付けてください。
しばらくすると「給水」表示は消え
調理はそのまま継続します。

● 表示中でもヒーター加熱と手動のレン
ジ加熱は使用できます。

〔

〔

ただし、
ヒーター加熱は260℃以上の
設定ができないことがあります。
庫内が熱い場合はやけどや使用する
容器にご注意ください。

● 水が入っている場合は給水カセット
を奥までしっかりとセットしてくだ
さい。

● 庫内が高温ではうまくできない赤外線
センサー使用の自動あたため・解凍や、
発酵などの一部のメニューはメッセー
ジが出たら庫内の温度が下がるまでお
待ちください。
（※1）

調理中に表示
● とびらがしっかり閉まっていない
場合に表示します。
加熱はされていません。
【処置】

冷却中 が点滅

● とびらと本体の間に付着しているも
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。

● 加 熱 終了後、電 気部品を冷却するた
めファンが回っていることをお知らせ
しています。
（ファンの音がしますが、
加熱はされていません）
【お知らせ】

デモ 表示

● 表示中でも使えます。
（ただし庫内が
高温の場合は、
上記※1を参照）

● 店頭展示用のデモモードです。
（キーを押しても加熱開始しません）

調理中に表示

【処置】

● 本体内部が冷えにくい状態となり
内部で異常な温度を検知した場合に
動作を停止することがあります。

● 次の操作を2回繰り返すと解除されます。
「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。
デモモードが解除されると デモ の
表示が消えます。

〔

【処置】
●「とりけし」

キーを押し、
本体の周り
や吸排気口がふさがれていないか
確認してから使用してください。
「吸排気口」
➡P.55
「あたため/スタート」
キーを押した時に
表示
● とびらを閉め、
1分以上すぎてから
「あたため/スタート」
キーを押すと
表示されます。
【処置】
● もう一度とびらを開閉し、
１分以内に
「あたため/スタート」
キーを押してく
ださい。
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理由（原因）
・処置

〔

表示例

エラー
「HOO」
表示（〇〇には2けたの数字が入ります）
(表示例)

製品が故障している場合があります。
【処置】
●「とりけし」キーを押すと消えます。
（消えない番号もあります）
繰り返し表示されるときは、
故障して
いる可能性がありますので、
東芝生活
家電ご相談センターまたは販売店へ
表示番号をお知らせください。

保証とアフターサービス

こんなときは

必ずお読みください

❶基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

ホームページの<お客様サポート>に、
ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、
ご覧ください。
PC

https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/support/

スマートフォン・
タブレット端末

→「電子レンジ」をクリック →
「よくあるご質問Q&A」
をクリック
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。
その場合は、お手数ですが、
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/をご参照ください。

・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。

0120-1048-76

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

※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。

・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。

修理・お取り扱い・お手入れ・部品の購入についてご不明な点は
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」
（上記）にご相談ください。

保証書
（別添）

補修用性能部品の保有期間

● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジには、
保証書を

● 過 熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は、
製造

● 保証書は、
必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入を

● 補 修用性能部品とは、
その製品の機能を維持するために必要な部

別途添付しております。

お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内
容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジの保証期間は、
お買い上げいただいた日から1年です。ただし発
振管
（マグネトロン）は2年です。その他、詳しくは
保証書をご覧ください。
● 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。

打ち切り後8年です。
品です。

部品について

● 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。

出張修理

修理を依頼されるときは

● 58〜64ページに従って調べていただき、
なお異常があるときは、使用を中止し、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相談ください。

■保証期間中は
● 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。

（たとえば、業務用・車両・船舶への搭載）
※一般家庭用以外
に使用された場合の故障・損傷は有料です。

■保証期間が過ぎている場合は
● 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。

■修理料金のしくみ
修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成されています。
技術料

故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代

修理に使用した部品代金です。

出張料

商品のある場所へ、
技術員を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容
品

名： 過熱水蒸気オーブンレンジ

形

名： ER-WD7000

お買い上げ日：

年

月

日

故 障 の 状 況：できるだけ具体的に
ご

住

所：付近の目印なども合わせてお知らせください

お名前：
訪問希望日：
便利メモ＊

電話番号：

電話番号

＊お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

■ご転居のときは
● この東芝過熱水蒸気オーブンレンジは、
電源周波数50/60Hz

共用です。周波数の異なる地域に、ご転居されてもそのまま
お使いいただけます。

廃棄時のお願い
廃棄はお住いの市区町村のルールに従ってください。
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こんな表示が出たときは ／ 保証とアフターサービス

❷商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

「東芝生活家電ご相談センター」

仕様
電源

AC100V

定格消費電力
高周波出力

電子レンジ1430W(14.6A)、ヒーター加熱1430W(14.3A)
1000W※1・600W・500W・200W相当・100W相当 出力切換

発振周波数

2450MHz

ヒーター

熱風1410W・グリル1100W・スチーム1000W
100～300・350℃※2、低温蒸し（35～95℃※3）、

温度調節範囲

50 / 60Hz共用

発酵（30、35、40、45℃）、スチーム発酵（30、35、40、45℃）

外形寸法

498（幅）×399（奥行）×396（高さ）㎜

庫内有効寸法

394（幅）×314（奥行）×232（高さ）㎜

質量
（重量）

約21kg

総庫内容量

30L

コードの長さ

1.4ｍ

区分名

F

電子レンジ機能の年間消費電力量

59.5kWh / 年

オーブン機能の年間消費電力量

12.5kWh / 年

年間待機時消費電力量

0.0kWh / 年

年間消費電力量

72.0kWh / 年

タイマー時限

レンジ1000W：5分
蒸し・低温蒸し・スチームレンジ：30分
レンジ600W・レンジ500W：20分、グリル：30分
レンジ200W・レンジ100W・発酵・スチーム発酵：90分
オーブン（100～250℃）
：90分
オーブン（260～300℃、350℃）
：60分
過熱水蒸気・ハイブリッド：60分

※1 定格高周波出力 1000W は短時間高出力機能（最大5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。
※2 350℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。温度を260℃以上に設定した
ときも自動的に230℃に切り換わります。過熱水蒸気・ハイブリッドで設定できる温度は300℃までです。
また、設定温度が350℃のときは予熱温度は300℃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、別冊料理集の温度を目安にしてください）
※3 温度は庫内下段に角皿を入れ、角皿の中心の黒色アルミニウム（疑似負荷）の温度を測定しています。
● 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。
ただし、無線LAN接続をONにしている場合は、通信待機状態のため、表示部が消灯していても、消費電力は「0」Wになりません。
● 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。
● 工場出荷時は、無線LAN接続しない設定になっています。
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。
キーを押し、調理を開始しても食品が加熱さ
れない。
● 自動的に切れないことがある。
● 使用中に異常な音やにおいが出ることがある。
● 庫内のカバーや壁面がよごれ、
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。
●

このような

愛情点検

症状は

ありませんか？

ご使用中止

●

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

K041190100

