取扱説明書

0.54Lサイズ（３合炊き）
型名 CRP-EHS0305F

家庭用圧力がま

このたびは

IH圧力炊飯ジャーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

＊ 正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
＊ ご使用の前に｢安全上のご注意｣(P.3～6)を必ずお読みください。
＊ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名｣などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
＊ 本書の写真やイラスト(本体・画面)は CRP-EHS0305Fを使っています。
＊ デザインや仕様等は改善・改良の為、予告なく変更することがあります。
＊ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for japan only)

保証書別添付
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安全上のご注意
「安全上のご注意」は、製品を安全且つ正しくご使用していただく為に、事故や危険を未然に防ぐものですので必ず守ってください。
「安全上のご注意」は「警告」と「注意」の二つに区分されており「警告」と「注意」の意味は次のとおりです。

警告
注意

避けなければ、死亡または重傷に
つながる可能性のある危険な状況
及び行為
避けなければ、軽傷を負うおそれの
ある危険な状況及び行為

警告

●

やけどの恐れがあります。炊飯や調理中
に出てくる蒸気は非常に熱くなっていま
すので、手や顔を近づけないでください。
特にお子様はご注意ください。

製品を直射日光の当たる場所、
ガスレンジ、ライター、電熱器具
などの近くで使用しないでください。
●

●

●

漏電や感電、変形、変色、火災の原因とな
ります。
電源コードは電熱器具から離してご使用ください。コードの被覆が
剥がれやけどや感電の原因になります。
電源コードの状態を頻繁に確認してください。

製品を分解したり、
改造しないでください。
●

●

●

●

この記号は、特定の条件の下で危険を及ぼすおそれのある行為につ
いて注意を喚起する表示です。
リスクの発生を避けるために注意深く読み、指示に従ってください。

●

この記号は、ある行為を「禁止」する表示です。

●

この記号は、ある行為を「指示」する表示です。

(禁止)

使用中圧力弁と蒸気排出口に手
や顔を近づけないでください。
●

●

火災や感電の原因になります。
修理技術者以外の人は製品を分解したり修理、
改造はしないでください。
お買い上げの販売店または弊社サービスセンターに
お問い合わせください。

水のかかる所では使用しな
いでください。
●

●

ほこりの多い場所や異物がある場所では使用
しないでください。
●

●

●

●

●

●

他の機器と併用すると発熱や発火、感電の原因となります。
常にコンセントの状態を必ず確認してください。
電源プラグに異物や水分が付着している場合は、よく拭いてからご
使用ください。
延長コードは15A以上のものをご使用ください。

製品の近くで可燃性ガスや可燃性物質などを使用しないでください。
爆発や火災の原因になります。

本体を水洗いしたり、水につけたり、水をか
けたりしないでください。
電源コードや電源プラグが破
損していたり、コンセントの
入りが弱かったりした時は使
用を中止して、サービスセン
ターにお問い合わせください。
●

●

定格15A以上、交流100V以上
の専用コンセントをお使いく
ださい。一つのコンセントに多
数の電源プラグを同時に使わない
でください。

漏電や感電の危険があります。
製品に水が入った場合には、
必ずお問い合わせください。

製品使用中に、電源コードの被覆が剥がれたり取れた場合には、
火災や感電の原因になることがありますので、頻繁に電源コードと
プラグ、コンセントを必ず確認をしてください。
電源コードや電源プラグが破損した場合には危険ですので
必ず指定されたサービスセンターで修理してください。

製品を水回りに置いたまま拭いたり製品内部に水を
入れないでください。
漏電や感電、火災の原因となります。
製品を水回りに置いたまま拭いたり製品内部に水を
製品に水が入った場合には、使用を中止し、電源プラグを
入れないでください。
抜いてから、お買い上げの販売店または弊社サービスセ
●

●

ンターにお問い合わせください。

使用する前に圧力弁が詰まっていないことを
確認してください。
●

●

圧力弁が詰まっている場合、爆発や火災の危険性があります。
目詰まりを起こすと圧力調整ができなくなり危険です。
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安全上のご注意
警告

(禁止)

圧力弁および自動蒸気排出口を塞
いだり、蒸気口にふきんや装飾カ
バーなどを被せたまま使用しない
でください。
●

●

製品に化学物質などをかけたり、
投入しないでください。
●

●

圧力による爆発の危険性があります。
本体の変形、変色や故障の原因となります。

変形した内釜や専用の内釜以外のも
のは使用しないでください。
●

●

内釜の過熱の原因により異常動作および火災
<専用の内釜>
<専用の内釜>
の原因となります。
内釜を落としたり、変形した場合は、お買い上げの
販売店または弊社サービスセンターにて新しい内釜をお買い求めください。

火災発生の恐れがあります。
製品内に異物などが入った場合は、
お買い上げの販売店または弊社サービス
センターにお問い合わせください。

排気口や隙間を針/掃除用ピン、金属物などの異
物で塞がないようにしてください。
.感電や火災の原因になります。

●

●

掃除用ピンを蒸気排出口の掃除以外には、製品の隙間や穴に入れな
いでください。

炊飯や調理中は絶対にふたを開けないでください。

内釜なしで使用しないでください。
●

●

●

感電や故障の原因となります。
内釜がない状態で、お米や水を入れないでください。
米や水が入った場合には、製品を裏返したり、揺すったりせずに、お買い
上げの販売店または弊社サービスセンターにお問い合わせください。

炊飯や調理中にフックボタンを押したり、
炊飯や調理中に圧力ロックハンドルを絶対に
「 」(解除)方向へ回さないでください。
●

●

強制的に開けますと圧力により、やけどや爆発の危険性があります。
炊飯や調理完了後、蒸気が完全に排出された状態で 圧力ロックハンド
ルを操作してください。

空だきをしないでください。また、過剰加熱に注意
してください。(やけどや火災の原因となります。)
●

内釜の過熱により異常動作および火災の原因となります。

圧力ロックハンドルを「 」(ロック)に合わせ
たまま内釜を入れふたを閉めないでください。
●

ロック装置及び内釜の破損、変形による蒸気漏れや爆発の恐
れがあります。

内釜なしで内ぶた、金属製品などを入れ
たり、入れて使用しないでください。
（特に小さいお子様はご注意ください。）

金属製品

●

●

●

電源コードを無理に曲げたり、束ね
たり、引っ張ったりしないでください。
●

感電や火災の原因になります。

お子様だけで使用したり、幼児の手の届くところで
使用しないでください。
●
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高温でやけどや感電することがあります。

感電やショートによる火災の原因となることがあり
ます。使用前に、電源コードの状態を必ず確認してください。

電源プラグを繰り返し、さしたり、抜いたりしないでください。
●

感電や火災の危険があります。

プラグ及び電源コードは折り曲げ
たり、傷をつけたりしないように
ご注意ください。
●

破損をしますと、ショート、感電、火災などの原因になります。
電源コードと電源プラグの状態を必ず確認してください。

電源プラグに付着した異物は、乾いた布できれいに除
去してください。
●

●

調理中に溢れ出たり蒸気漏れが生じても先にふたを開けることは絶対
にしないでください。
強引にふたを開けると内容物が飛散しやけどする恐れがあります。
炊飯や調理中にやむを得ずふたを開ける場合には、「取り消し」ボタ
ンを押した後（内釜の温度が高い場合は約2秒間）、内部の圧力が完全
に排出されたことを確認してから開けてください。

●

火災の原因となります。
常に、電源プラグの状態を必ず確認してください。

調理直後は内釜の中に圧力がかかっています。
調理後は蒸気が出なくなるまではふたを開け
ないでください。

安全上のご注意
警告

(指示)

米びつや多目的ラックなどに製品を置いて使
用しないでください。
電源コードが隙間に挟まれて、火災や感電の原因になります。
電源コードの状態を必ず確認してください。
炊飯や調理中、蒸気が排出され、米びつや多目的ラックによって製品
の損傷、火災、感電の原因となります。

●

●

電源コードの上に重いものを乗せたり、電源コードを
製品の底で押し潰さない様に注意してください。
●

●

火災や感電の原因になります。
電源コードの状態を必ず確認してください。

温度センサー、内釜の内部や熱板又は内釜の外側の異物
(米粒、その他食べ物等)は必ず除去した後ご使用ください。
●

●

電源プラグをコンセントから抜き差しする時は、手の水気を
必ず除去してから、電源プラグを抜き差しをしてください。
●

●

電源コードは、加工などをしないでください。
●

感電や火災の恐れがあります。

炊飯直後や保温中は、内釜が熱くなりますので、ミトン
等をご使用いただき、やけどには十分ご注意ください。

注意

製品を移動する時は電源コードを持ち上げたり、
引っ張ったりして移動しないでください。
●

炊飯や調理完了後、内釜が熱いままご飯を残した場合は、電源プラ
グを抜いてもふたを閉め、圧力ロックハンドルを「 」(ロック)の
方向に回してください。
内部の圧力によって製品の変形や破損の原因となります。
炊飯や調理、保温中にも、必ず圧力ロックハンドルを
「 」(ロック) の方向に回した状態で使ってください。

●

●

●

炊飯や調理が終わった後に本体に残った水を捨ててください。
●

●

異臭や変色の原因となります。
本体の水受けにある水を捨ててください。

使用前後にボタンを押しても動かない場合は、お買
い上げの販売店または弊社サービスセンターにお問
い合わせください。
炊飯や調理進行中に停電になると自動的に蒸気排出装
置が作動し内容物が飛散する恐れがあります。
●

●

●

一定の米と水の量で調理してください。
特に、水の量が規定より多い場合は、内容物が溢れ出る原因となります。
ソフトスチームキャップが装着された状態で炊飯をしてください。

心臓ペースメーカーおよび電気を使用する医療機器を
お使いの方は医師とよくご相談ください。
●

ショートによる火災の原因となることがあります。

調理後は、必ず清掃してください。
●

●

濡れた手で電源プラグを抜くと、感電の原因となることがあります。
無理に引っ張ると、電源コードに異常が発生して漏電や感電することが
あります。

(指示)

電源プラグを抜いても、 圧力ロックハンドルは常に
「 」(ロック)位置に回してください。
●

製品を使う前に異物付着状態を確認した後ご使用ください。
温度センサーが正確に働かない為、内釜が加熱され異常動作や火災
の原因になります。

本製品の動作時、心臓ペースメーカーおよび電気を使用する
医療機器の動作に影響を与えることがあります。

「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは、
「おかゆ」
メニューを選び、炊きあがってから青菜を入れてく
ださい。（蒸気排出経路が詰まり危険なため）

香りの強いものを調理した後に炊飯や保温をすると、ご飯にに
おいが移る可能性があります。
内釜掃除時に金属たわしを使用すると、コーティングが
剥がれることがありますので、必ずスポンジや水気を切った布で
拭いてください。
内釜、内ぶた、パッキンなどをきれいに拭いてからご使用くだ
さい。
製品の使用環境や方法によって内釜やふたのコーティングが剥
がれることがあります。

炊飯や調理中に自動で蒸気を排出しますのでご注意ください。
●

●

●

蒸気が高圧で排出され、“シューッ”という大きな音がします。
蒸気に手や顔を近づけないでください。やけどの恐れがあります。
特にお子様はご注意ください。

玄米ご飯以外の食品には、変質しやすいものがあるの
でなるべく保温せず、取り出してください。
電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず
電源プラグを持って抜いてください。
●

電源コードに衝撃を与えると、感電や火災の原因となることがあります。

お米は内釜で研がないでください。
コーティング剥がれの原因となります。
●

内釜のコーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお
買い求めください。

重曹、多量の油を入れる料理はしないでください。
またカレーやシチュー等の糊状になる料理はしない
でください。（蒸気排出経路が詰まり危険なため）
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注意

(禁止)

内釜を他の用途に使用したり、火にかけたりしないでください。 炊飯や調理完了後又は保温時に、圧力ロ
ックハンドルが軽く回らない場合、無理
内釜の変形やコーティングの剥がれにより製品に異常が発生することが
あります。
に回さないでください。

●

●

内釜のコーティングが剥が
れた場合には、お買い上げ
の販売店または弊社サービ
スセンターにお問い合わせ
ください。
●

●

●

●

●

製品を長期間使用した場合、内釜のコーティン
グが剥がれることがあります。
金属たわしで内部を掃除するとコーティングが剥がれ
ることがありますので、必ず台所用中性洗剤とスポンジで洗ってください。
内釜のコーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜を
お買い求めください。

内釜洗浄用おすすめキッチン用品(内側、外側)
使用可

使用不可

布たわし、スポンジ
アクリルたわし、網たわし

グリーンたわし(研磨剤素材)
ステレンスたわし、その他金属素材のたわし

プラスチックや木製しゃもじ以外に金属素材のしゃもじやスプーン
でご飯をほぐしたり取らないでください。また、ナイフ、ハサミ等
の鋭い金属性調理道具を内釜に入れたままにしないでください。
●

●

●

使用不可のものを使うと内釜のコーティングが傷つき剥がれ落ちることがあります。

傾斜や凹凸のある場所では使用し
ないでください。
●

●

やけどや故障の原因になります。
電源コードに手や足、他の物がかかって
製品を落とさないように注意してください。

外面がエアバブルコーティング/ダイヤシールドコ
ーティング内釜の場合
●

●

エアバブル/ダイヤシールド内釜の外面を荒いたわしや金属たわしで
洗う場合外面コーティングが剥がれることがありますので、 洗浄の
際に必ず台所用中性洗剤と柔らかい布、スポンジで洗ってください。
エアバブル/ダイヤシールド内釜洗浄時シンクおよび他の調理器具と
の摩擦により外面コーティングが傷がつく場合もありますが、 製品
の性能には問題ありません。

圧力調理の最大量は3分の2です。(豆類、麺類は3分の1)
それ以上に水を入れて炊飯しないでください。
●

●

●

吹きこぼれは電気系統などの故障の原因となります。
容量以上は使用しないでください。
豆の皮・麺などがノズルに入り込み、圧力調整ができなくなる恐れが
あります。

ふたの上に磁石などを置いたり磁気
のある場所で使用しないでください。
●

製品の故障及び機能が正常に動作しない場合
があります。

内釜のコーティングが傷つき剥がれる恐れがあります。
内釜のコーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお買
い求めください。

使用中または使用直後は、内釜、内部、圧力弁など
は熱くなりますので触れないでください。
●

●

やけどや製品の破損の原因となります。
圧力重りを傾け蒸気が完全に排出されていることを
確認した後 圧力ロックハンドルを回してください。
炊飯や調理完了後すぐにふたを開けると蒸気によるやけどの恐れがあり
ますのでご注意ください。

高熱によってやけどを負う恐れがあります。
圧力重りが傾いて蒸気でやけどをする恐れがあります。

圧力ロックハンドル及び内釜取っ手を持って、製品を
持ち上げないでください。
●

●

圧力ロックハンドルや内釜取っ手を持って持ち上げたりすると、
ふたが開く恐れがあります。
製品の底左右のくぼみに手をかけ、両手で持ち上げ、安全にご使用ください。

交流100V以外には使用しないでください。
●

●

感電、火災の原因となることがあります。
製品が正常に動作しません。

製品の下に敷板、座布団、
電気毛布等を置いたまま使わ
ないでください。
●

火災や変形の原因となります。
商品の状態を必ず確認してください。

炊飯や調理をする時には指定容量を守って調理してください。
●

指定容量を守らない場合、圧力弁やソフトスチームキャップの方に内容
物が溢れ出る原因となります。

炊飯、保温、指定されたメニュー以外の水沸かし、甘
酒、ワカメスープ、カレー、油で揚げる料理など他の用
途に使用しないでください。
●

故障やにおいの原因になります。

製品に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 使用しない時は、電源プラグを
コンセントから抜いてください。
製品の故障や安全上の問題が発生する可能性があります。
●

●
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お客様の過失によって本体が破損した場合は保証期間内であっても有
償修理となります。

●

絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となる
ことがあります。

フルステンレス内ぶた

これからは、中までステンレスに！
きれいなフルステンレス内ぶたでいつでも炊き立てのご飯の味をそのまま！
フルステンレス内ぶたでより衛生的で、掃除が簡単なだけでなく、
高温、高圧、高圧スチームに特に強く、炊きたてのようなご飯を味わえます。

■ フルステンレス内ぶたを採用する理由！
リードヒータープレートにある安全装置の微細な構造をステンレスで製造するには、高度な技術力が必要です。
韓国最高のノウハウを誇るクックだからこそカバーの中までステンレスを使用したフルステンレス内ぶたを採用しました。
ステンレスは素材の特性柄、熱の制御や調節が難しいですが、クックだけの独自のアルゴリズム技術を適用し、よりお
いしい味をご堪能頂けます。
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各部の名称
付属品のご案内

各部の名称 外部
ソフトスチーム
キャップ

圧力重り
炊飯や調理前に圧力重りを水平に合わせてください。
内部の圧力が一定になるよう制御し、圧力重りを傾けると
手動でも蒸気排出できます。

自動蒸気排出口
炊飯や調理が終わった時や、保温の時に自動的に蒸気を
排出させます。
必要な場合は「取り消し」ボタンを2秒間押すと蒸気を排
出させることもできます。

取扱説明書

圧力ロックハンドル
炊飯や調理時に圧力ロックハンドルの表示が
「 」（ロック）の位置になると作動します。

フックボタン
圧力ロックハンドルを「 」（ロック）から「 」
(解除)に回して、フックボタンを押すとふたが開きます。
(炊飯や調理中はフックボタンを押さないでください。)

底部(溝部)取っ手

しゃもじ

機能操作パネル及び表示部

各部の名称 内部
圧力パッキン
パッキンは使用方法や回数
によって1年～3年程度を目
処に交換してください。

ふた

ふた内面
計量カップ

内釜取っ手
内釜
内ぶたつまみ

内釜を本体に正しく設置してく
ださい。

水受け（製品後面）
保温や炊飯調理後は常に水受
けの水を捨ててください。
水受けに水が溜まっていると
においの原因となります。

掃除用ピン

電源プラグ
電源コード

温度感知器（温度センサー）
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(本体の底面に装着しています。)

製品のお手入れ
内ぶた
内ぶたを洗浄した後は、必ずふたを装着してください。
お手入れをしないと、保温中ににおいが発生する原因となります。
（電源プラグを抜いて本体の熱が冷めた後お手入れをしてください。）
本体のふたは固く絞ったふきんで拭いてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
使用中、内ぶた、ふた内面、内釜の内部に煮汁が溢れ澱粉膜が生じることがありますが、衛生上の問題はありません。

●

●

●

裏面
① 内ぶたつまみを矢印の方向に引っ張
ると、ふたから取り外して洗うこと
が可能です。

② 内ぶた洗浄時、裏面にあるつまみの
はねを引っ張ってつまみを外し、
パッキンも取り外します。

③ 台所用中性洗剤とスポンジでよく洗
い、固く絞ったふきんで拭いてくだ
さい。

溝
ふた

前面
④ 内ぶたつまみは、内ぶたの裏面から
挿入し、内ぶた前面で矢印の方向に
引っ張って入れてください。

パッキン裏
⑤ 内ぶたにパッキンを装着する時はパ
ッキン裏面の凹んだ部分に縁部を一
周させながらはめ込みます。

⑥ ふたの内側に取り付ける時には内ぶた
つまみを握って矢印の方向へ内側の溝
に合わせてから力を入れて押し込んで
ください。

正しい例
前面には突起がある

パッキン前面

つまみ前面
裏面には突起がない

パッキン裏面

つまみ裏面

※ 内ぶたの穴部にネジや他の異物を入れないでください。
※ 内ぶたの表と裏をよく確認してください。
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製品のお手入れ
ふた内面

蒸気排出口
蒸気排出口が詰まらないように使用前
後にきれいに拭いてください。拭くと
きは優しく拭き、強引に拭かないでく
ださい。

内釜のふたに水が付いている場合は
固く絞ったふきんで拭いてくださ
い。
ふたの縁部は金属になっているので
掃除の際はご注意ください。

パッキン

本体内部
温度感知器に異物が付いている場合
は金属板が傷付かないよう気をつけ
て除去してください。

パッキンは、お手入れの際に引っ張
って外さないようにしてください。
部分的に外れている箇所は、指で押
してふたの凹部に奥まで差し込んで
ください。

本体水たまり部

内釜
内釜の外面や底の異物や水気をきれ
いに拭いてください。たわし、ブラ
シ、研磨剤等はコーティングを剥が
れ落とすので台所用中性洗剤や柔ら
かい布、スポンジなどで拭いてください。

炊飯や調理時に発生する水は蒸気排
出口を通してこの部分にたまるよう
設計されていますので、 炊飯や調理
が終わったら、固く絞ったふきんで
きれいに拭いてください。

※ 内釜洗浄時の注意事項
食器類（フォーク、スプーン、お箸等）を内釜に入れたまま洗浄しないで
ください。※内釜のコーティングが剥がれることがあります。
- 内釜は消耗品ですので、2～3年に一度の内釜の買い替えを推奨します。

水受け／水溜まり防止排水路のお手入れ

中性洗剤

水受けを取り外しま
す。

水溜まり防止排水路キ
ャップのレバーを持っ
て下方向にスライドし
て取り外します。

圧力弁のお手入れ

水溜まり防止排水路
キャップや水受けを
固く絞ったふきんで
拭くか、台所用中性
洗剤とスポンジで洗
ってください。

お手入れの後、図の
ように水溜り防止排
水路キャップを上方
にスライドして取り
付けてください。

水受けを矢印の方向に
押して正しく差し込ん
でください。

圧力重り

ソフトスチームキャップ

異物等で蒸気排出口が詰まっているとまともに機能しないため、使用前後には下
の掃除方法を参考に圧力重りを外し掃除用ピンで穴をあけご使用ください。自動
蒸気排出口の穴が詰まっていないか定期的に点検してください。
※ 圧力弁のデザインは図と必ずしも一致しているわけでは
ございません。

炊飯や調理が終わったらこれらを
外し、台所用中性洗剤やスポンジ
で洗浄し、製品のふたにたまった
水は必ず固く絞った布巾で拭いて
ください。

<圧力弁/自動蒸気排出口掃除方法>

掃除用ピン(実物は本体の底面に装着さ
れてあります。)で穴を掃除します。

掃除用ピン

異物
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掃除の後に圧力重りを取り付ける時には取り外した
時とは反対の方向(時計回り)に回して装着します。

圧力ロックハンドルを「 」(ロック)
に回し、圧力重りを上に引き上げ矢印の
方向(反時計回りに回して外します。)

※ 掃除用ピンで圧力弁蒸気排出口のみ掃除し、別の穴
の部分は安全装置ですので決して入れないでください。

圧力重り

圧力重りがきちんと装着されると、圧力重りは自
由に動きます。

内釜/付属品

▼

圧力重り

台所用中性洗剤やスポンジで洗ってください。

粗めのスポンジ ステンレスたわし
研磨剤

鉄ブラシ

製品のお手入れ

フルステンレスタイプの内ぶたは、コーティングの耐久性が高く、
衛生的でお手入れも簡単です。

２重モーションパッキン（圧力パッキン）のお手入れ方法
●

●

圧力パッキンの定期的なお手入れは密閉力維持に役立ち、ご飯の味を保ちパッキンの寿命を延ばします。
下記の詳細方法をご参考に圧力パッキンを正しく管理しましょう。

圧力パッキンの取り外し及び洗浄方法

① 電源コードを抜き、釜が冷めたら製
品のふたを開けます。

② 図のように圧力パッキンを手で引っ
張って外します。

③ 台所用中性洗剤やスポンジできれい
に洗浄し固く絞ったふきんで拭いて
ください。

▼

圧力パッキンの取付方法
図1
1
5

3

4

6
2

●

ふたに表示されたパッキン組立用基
準表示の目盛り

圧力パッキンに表示されたパッキン組
立用基準表示の突起

番の順にふたの基準表示の目盛りと圧力パッキンの突起を合わせてふたの溝に必ずパッキンの外面を
押して組み立てます。(圧力パッキン取付方法の手順は下記の図の通りです。)

① 上の“図１”の 番から圧力パッキンの突起と圧力パッ

②

番を除いた部分も必ず外面を押して組み立てます。

キンの基準表示目盛りが一致するよう必ず外面を押して
組み立てます。
番も上の図のように各々組み立てます。
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製品のお手入れ
正しい装着の確認方法
誤って装着すると使用中の蒸気漏れによるご飯の生煮えややけどの恐れがあるため、
下記のように正しく付着されたのかを必ず確認してください。

① 肉眼検査
� ふた内面と圧力パッキンの間に一か所でも隙間があっ
たり抜けている部分や歪んでいる部分がないのか全体
を必ず確認してください。

正
常
な
装
着
状
態
誤
っ
た
装
着
状
態

(内側はずれ)

(外側はずれ)

(歪み)

② 正しい装着の確認方法

●

図のように全体的に圧力パッキンの内側
を押さえながら圧力パッキンが完全には
まっているかを確認します。

●

図のように圧力パッキンの外側を押し
圧力パッキンがふたに完全にはまって
いるかを全体的に確認してください。

●

図のように圧力パッキンの内側を押さ
えながら圧力パッキンがふたに完全に
はまっているかを全体的に確認してく
ださい。

③ 沸騰テスト(自動洗浄15ページ参照)
●

●

●

内釜の白米の目盛り1まで水を入れ、自動洗浄ボタンを押した後、スタート/白米早炊きボタンを押します。
10分程過ぎたら圧力重りが揺れ始め蒸気が排出されますが、圧力弁以外の部位から蒸気漏れがなければ圧力パッキンの取付
作業が正しく行われたということを意味します。
圧力重りが揺れるときに圧力弁以外の部位からの蒸気漏れがある場合は、圧力パッキンを取り付けし直しもう一度沸騰
テストを行ってください。(電源コードを抜き釜が冷めてから圧力パッキンを取り付けてください。)

正
常
な
装
着
状
態
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誤
っ
た
装
着
状
態

製品のお手入れ
ソフトスチームキャップのお手入れ
炊飯や調理完了直後にはソフトスチームキャップが熱いので触らないでください。やけどを負う恐れがありますのでご注意ください。

ソフトスチームキ
ャップを図のよう
にホーム部分を指
で横に反らした
後、上にそっと引
き上げながら外し
ます。

フックを矢印方向に押して外し、台所用中性洗剤
やスポンジで洗浄してください。洗浄後順番に組
み立ててください。
※ パッキンをはめる時は方向に注意しパッキンの
ホールをよく合わせてからはめてください。

ソフトスチームキャップを組立ては
め込む時には、下の方の突起部分を
合わせた後に矢印の方向に押して前
の方のフックを確実にはめてくださ
い。

製品にソフトスチ
ームキャップを装
着する際には図の
ようにソフトスチ
ームキャップを装
着させた後、ソフ
トスチームキャッ
プを押してしっか
りと固定させてく
ださい。

圧力ロックハンドルの使い方について
1. 炊飯や調理時にはふたを閉め、圧力ロックハンドルを「 」（ロック）の位置
に確実に回してください。
機能表示部の「ロック」が点灯します。これはふたが確実に閉まり炊飯や調理
を選べるようにするための安全装置機能です。
2. 炊飯や調理完了後、圧力ロックハンドルを「 」（ロック）から「 」(解除)
に回した後、フックボタンを押してふたを開けてください。
製品内部の蒸気が完全に排出されないと、圧力ロックハンドルが「 」（ロッ
ク）から「 」(解除)に軽く動きません。この際に、圧力ロックハンドルを無
理に回さず圧力重りを傾けて内部の蒸気を完全に排出させた後、再び操作して
ください。
3. ふたを開閉する時は、常に圧力ロックハンドルの位置を「 」(解除)に回して
ください。

●

●

機能表示部に「ロック」表示が現れない場
合、圧力ロックハンドルを正しく「ロック」
位置に回してください。
ふた部分を見た時、圧力ロックハンドルが図
のようになっているとふたがロックされてい
る状態です。

ロック

ふたが閉まらない場合の注意事項
ふたを無理に閉めないでください。故障の原因となります。
ふたが軽く閉まらない時には次の事項を確認してください。
1. 内釜が製品本体に完全に入って
いるかを確認します。
(内釜の取っ手を製品本体のく
ぼみに装着してください。)
2. ふたの部分を上から見た時に圧力ロッ
クハンドルが右図のようになっていた
らふたは閉まります。

3. 製品の中に蒸気が発生する食べ物やお湯など
が入っていると、閉める瞬間に圧力がかかり
ふたがうまく閉まりません。
このような時は圧力重りを傾けてからふたを
閉め、圧力ロックハンドルを時計回りに回し
てふたを閉めます。
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機能操作パネルの名称 エラー表示
機能操作パネルの名称
予約/自動洗浄ボタン

スタート／白米早炊
きボタン

保温/再加熱ボタン

予約炊飯をする場合に使用
26～27ページ参照
自動洗浄をする場合に使用
15ページ参照
▼

▼

保温をする場合や食事をす
る直前にご飯を温めるとき
に使用(24ページ参照)

炊飯及び調理を始める場合に
使用

機能表示部

取り消しボタン
▼

モードボタン
お好み炊き分け(16～17P)
現在時刻(30P)、音声ボリューム(31P)
夜間音声ボリューム設定(31P)
保温温度(28P)、お好み保温温度(28P)
お好み炊飯(17P)、夜間保温(29P)
自動節電(32P)、画面照明節電(33P)
を設定する場合に使用

選択した機能を取り消す場
合や自動で蒸気を排出する
時に使用
(炊飯 調理中に取り消す
時には2秒間押してくださ
い。)節電機能を設定する
時に使用
●

セットボタン
メニューボタン

選択した機能や作動ロック
機能を設定する場合に使用

メニューを選択する場合に使用、予約時間を変更する場合に使用、モードボタンで選択された機能を設定する場合に使用、
発芽米の発芽時間や万能調理の時間を設定する場合に使用。

※ 電源プラグを差し込んだ後動作を何もしないと図のような画面が表示され待機状態になります。
(待機状態画面のメニュー、時間、音声の有無、お好み炊飯段階はお客様の設定によって異なります。)
※ 操作中に取り消しボタンを押すと待機状態に切り替わります。
※ ボタンはブザー音が鳴るまで確実に押してください。本デザインは実物と異なることもあります。

<待機状態画面>

エラー表示について
使用方法が正しくなかったり製品に異常が発生した時は下記のようなエラーが表示されます。
お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにお問い合わせください。
内釜がない時に表示されます。

温度センサーに異常がある時に表示されます。表示が点滅します。
お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにお問い合わせください。
冷却ファンに異常がある場合に表示されます。
圧力ロックハンドルを完全に回さない状態でスタート/白米早炊きまたは予約/自動洗浄ボタンを押した
時に表示されます。圧力ロックハンドルを「 」(ロック)に完全に回してください。
水のみ沸かす場合や製品に異常が発生した時に表示されます。
持続的に表示される場合は、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにお問い合わせください。
予約時間が13時間を超えた場合に表示されます。13時間以内で予約をしてください。
（26～27ページ参照）
炊飯が完了した後に保温状態で一度も圧力ロックハンドルを「 」(解除)に合わせず、待機状態になった後に再度ス
タート又は予約/自動洗浄ボタンを押した時に現れます。フック開閉感知装置の動作を確認する機能です。圧力ロック
ハンドルを「 」(解除)に合わせた後 再び「 」(ロック)に合わせてください。

マイコンの電源に異常があるときに表示されます。
マイコンの内部メモリーに異常があるときに表
示されます。
電源または製品の異常発生点検機能です。
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環境センサーに異常があるときに表示さ
れます。

自動洗浄のしかた 浸水機能
自動洗浄のしかた
内釜に水を白米の目盛り1まで入れてふたを閉め、
圧力ロックハンドルを「 」（ロック）の位置に
合わせてください。
手順１ メニューボタンで自動洗浄メニューを選択した後、
スタート/白米早炊きボタンを押してください。
手順２ 待機状態で予約/自動洗浄ボタンを2回押し自動洗浄を
選択した後スタート/白米早炊きボタンを押してください。

浸水機能
浸水時間を追加設定して、設定時間分の浸水後に炊飯が始まる機能です。

1.白米、白米高火力、白米早炊き、雑穀、雑穀高火力、雑穀早炊き、炊き込み、炊き込み高火力、無洗米メニューの炊飯スタ
ート後、 5秒以内に予約ボタンを押すと浸水機能設定モードになります。
2.浸水機能設定モードになると、予約/自動洗浄ボタンを押すたびに、炊飯前の浸水時間が10分→30分→60分→浸水時間なしで
変わります。
3.浸水時間の選択中、動作を何もしないで5秒が経過すると現在の浸水時間で適用されます。ご希望の浸水時間を選択すると選
択した時間の後そのまま炊飯が始まります。
※ 選択された浸水時間は1分単位で減少します。
※ 浸水中に圧力ロックハンドルを「
」（解除）の方向に回すと炊飯がキャンセルされます。
※ 浸水時間が長いとメラノイジング（お焦げ）現象が発生する場合があります。

メラノイジング(お焦げ)現象
この圧力炊飯器はご飯の底面に淡く焦げたような色が付くことがありますが、これはご飯が残った水分をご飯に吸収
させてご飯特有の香ばしい匂いと味をつけるメラノイジング（お焦げ）現象を起こしておいしいご飯を炊くように設
計されているためです。
特に予約炊飯のように米粒が長時間沈殿されると、内釜の底面に澱粉が沈んで普通の炊飯よりメラノイジング(お焦
げ)現象が発生する場合があります。
※ 白米に穀物類を混ぜて雑穀を炊飯する場合、白米のみでの炊飯よりメラノイジング(お焦げ)現象が増加すること
があります。
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お好み炊き分け機能
お好み炊き分け機能（お好みの味、段階調節モード）17ページのグラフ参照
お好みメニュー（白米、白米高火力、無洗米、雑穀、雑穀高火力、玄米、玄米高火力、発芽米、発芽米高火力）を選択
した後、モードボタンを長押しすると、お好み炊き分け設定モードに切り替わります。
※下記の設定方法の例は「白米」メニューです。

メニュー選択画面

-1 やわらかいご飯の調整モード
設定完了画面

お好み炊き分け画面

メニューボタンの左側を押して希望
する段階を選択してください。

-2 香ばしいご飯の調整モード

お好みのメニューを選択した後、モードボ
タンを1秒以上1回押すと、お好み炊き分け
設定モードに切り替わります。

お好みご飯を設定した後、セットボタン
を押すと設定された値が記憶されます。
（取り消しボタンを押したり、動作を何
もしないで7秒が経過すると機能がキャ
ンセルされ、待機状態に戻ります。）

メニューボタンの右側を押して希望する段階を選択した後、
セットボタンを押してください。
※ 16通りのお好みは16通りのご飯のグラフをご参照ください。

お好み炊き分け機能（お好みの味を選択）
お好み炊き分け設定モードでモードボタンを押してお好みの味が選択できます。
モードボタンを押すたびにもちもちご飯→やわらかいご飯→香ばしいご飯→やわらかく香ばしいご飯の順で選択できます。
※下記の設定方法の例は白米メニューです。

メニュー選択画面

-1 やわらかいご飯の選択モード

モードボタンを1回押すと図のように切り替わります。
この際、やわらかいご飯の3段階が選択されます。

設定完了画面

-2 香ばしいご飯の選択モード
お好み炊き分け画面

モードボタンを２回押すと図のように切り替わります。
この際、香ばしいご飯の3段階が選択されます。
お好みのメニューを選択した後、モードボタ
ンを1回長押しすると、お好み炊き分け設定モ
ードに切り替わります。

-3 やわらかく香ばしいご飯の選択モード

希望するお好みご飯を設定した
後、セットボタンを押すと自動
的に入力できます。
(取り消しボタンを押したり動
作を何もしないで7秒が経過す
ると機能がキャンセルされて待
機状態に戻ります。)

▼

モードボタンを３回押すと図のように切り替わります。この際、やわらかく香ばしい
ご飯が選択されます。
やわらかいご飯3段階、香ばしいご飯3段階が順番に表示されます。
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お好み炊飯機能
お好み炊き分け段階
柔らかさ

香ばしさ

柔らかさ

香ばしさ

柔らかさ : 4段階, 香ばしさ : 1段階

柔らかさ : 1段階, 香ばしさ : 1段階

柔らかさ

香ばしさ

柔らかさ : 1段階, 香ばしさ : 4段階

[柔らかさ]
4段階
3段階
2段階
1段階

柔らかさ

香ばしさ

[香ばしさ]
4段階
3段階
2段階
1段階

お好み炊き分けの16通りのご飯グラフ
香ばしさ
����

イ
*�

3段階

*�
ハ

2段階
1段階
0段階

ロ
*�
0段階 1段階 2段階

3段階

柔らかさ

*イ．固く香ばしいご飯になります。
*ロ．やわらかくふっくらとしたご飯になります。
*ハ．やわらかく香ばしいご飯になります。
※ ご飯の味の番号（0~16）が数字で機能表示部に表示されます。

※ 一度設定された値は記憶されるため、毎回段階を合わせる必要がありません。
炊飯や保温、予約炊飯中にはやわらかいご飯、香ばしいご飯の調整はできません。
ご注意

1.「お好み炊き分け」機能使用時、お焦げ発生及び炊飯状態などに影響を与えることがあります。
お子様の操作などにより、不用意に時間が変更されないように注意してください。
※ 初期設定値（やわらかいご飯１段階、香ばしいご飯1段階)は、「 」番もちもちご飯に設定されています。
2.「お好み炊き分け」機能を使用すると、設定された時間により炊飯時間が多少長くなることがあります。
3. 香ばしいご飯の段階を長く設定すると、メラノイジング（お焦げ）現象（15ページ参照）が発生することがあります。

お好み炊飯機能(炊飯温度調節機能)
炊飯時の加熱完了温度を段階で調節して炊飯が出来る機能です。お好みに合わせて調節してください。
高い段階：もちもちご飯がお好きな場合に設定してください。
低い段階：新米を炊飯する場合や硬めのご飯にしたい場合に設定してください。

お好み炊飯機能の操作方法
待機状態でモードボタンを５回押すと、お好み炊飯設定モードになります。このときお好み炊飯の全メニューが表
示部に表示されます。
※下記の設定方法の例は白米メニューです。

お好み炊飯設定画面

モードボタンを5回押すと、お好み
炊飯設定画面になります。

メニュー選択画面

メニューボタンを押しお好み炊飯のメニュ
ーを選択した後、セットボタンを押してく
ださい。

-1 高い段階調整モード

メニューボタンを押し表示部を図のように変え

設定完了画面

ます。

-2 低い段階調整モード

メニューボタンを押し表示部を図のように変え
ます。

セットボタンを押すと設定された値が自
動的に入力されます。 (取り消しボタン
を押したり動作を何もしないで7秒が経
過すると機能が取り消しされ待機状態に
戻ります。)

1.お好み炊飯機能は白米、白米高火力、白米早炊き、雑穀、雑穀高火力、雑穀早炊き、玄米、玄米高火力、発芽米、発芽米高火力、
炊き込み、炊き込み高火力、無洗米メニューに適用されます。
2.炊飯段階が高い場合、メラノイジング（お焦げ）現象（15ページ参照）が発生することがあります。
3.段階別設定をされても炊飯時にお米の状態および含水率などによって炊飯状態が異なることがあります。
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ご飯を炊く前に

▼

▼

▼

内釜をきれいに洗った後、水をふき取ります。
内釜を洗うときは柔らかい布巾を使ってください。
たわしを使うと内釜の内側のコーティングが剥がれることがあります。
食器類(フォーク、スプーン、お箸等)を内釜に入れたまま洗浄しないでください。
内釜のコーティングが剥がれることがあります。
内釜コーティングのスクラッチや剥がれ発生時には新しい内釜をお買い求めくださ
い。

●

●

▼

付属の計量カップを使用し、お米を別の容器に入れ洗います。
お米を計量カップの上面を基準にして平らに合わせてください。

きれいに洗ったお米を内釜に移します。

▼

▼

▼

メニューに合わせて水加減を調節します。
平らな所に内釜を置き内釜の内側にある目盛りに合わせて水加減を調節します。
内釜の内側にある目盛りはお米とお水を一緒に入れた時の目盛りを基準としています。
水加減について
●

●

●

●

白米、白米早炊き、白米高火力、炊き込み、炊き込み高火力、無洗米
：白米の目盛りに合わせます。白米, 白米高火力、無洗米は最大3合、白米早炊きは最大2合、炊き込み、
炊き込み高火力は最大2.5合まで炊飯できます。
雑穀、雑穀早炊き、雑穀高火力
：雑穀の目盛りに合わせます。雑穀、雑穀早炊き、雑穀高火力は最大2.5合まで炊飯できます。
玄米、玄米高火力、発芽米、発芽米高火力
：発芽/玄米の目盛りに合わせます。玄米、玄米高火力、発芽米、発芽米高火力は最大2.5合まで炊飯できます。
おかゆ：おかゆの目盛りに合わせます。おかゆは最大1合まで炊飯できます。

※ 豆類のように硬い雑穀類は水でふやかしたりゆでたりした後、雑穀、雑穀高火力、
雑穀早炊きメニューで炊飯してください。
※ メニュー別炊飯量は19ページの「メニュー別炊飯時間」を参照してください。

電源プラグを差し込んでから内釜を本体に入れてください。

▼

▼

内釜を入れる時は本体に完全に入るようご注意してください。
内釜の底面にお米などの異物が付いていると炊飯がうまくいかなかったり故障と
なる恐れがあります。
内釜を本体に正しく設置しないとふたが閉まりません。
(内釜の取っ手が本体のくぼみに入るようにしてください。)

ふたを閉めた後、圧力ロックハンドルを「 」
（ロック）位置
に回してください。

▼

▼

▼

ふたが完全に閉まっていると機能表示部に「 」（ロック）が表示されます。
圧力ロックハンドルを「 」(ロック)の方向に回さずスタートボタンを押すと報知音
及び「
」が表示され、炊飯が始まりません。
※ 保温中は取り消しボタンを押して保温を取消した後に必要な機能を選択してください。
と表示された場合には圧力ロックハンドルを「 」(解除)の方向に回した後に
再度「 」(ロック)に回すと正常に動作します。
(ロック感知装置の動作確認機能)
※ 以前の炊飯が完了した後1回以上圧力ロックハンドルを「 」(解除)に回した場合は
該当しません。
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米3合(3カップ)

やわらかめのご飯を食べたい
時：水を基準量より多めにして
ください。
白米3合の場合(計量カップ3カッ
プ)内釜の「白米」の目盛り3に
水を合わせます。
お米を充分に浸水した場合又は
硬めのごはんを食べたい時：水
を基準量より少なめにしてくだ
さい。
※ ご飯が硬い場合 :
お米の品種又は含水率(古米)の
差によって発生します。
この場合は、普段の水の量より
多めにして炊飯してください。

ご飯をおいしく炊いていただくために

おいしいご飯を食べるには次の事をご参考ください。
お米は付属の計量
カップで！
お水は内釜の目盛
りで正確に！

お米は保管方法が
重要！

●

●

●

●

予約炊飯時間は
短めに！

保温時間は
短めに！

製品はきれいに！

●

●

●

お米は必ず計量カップを使い正確に計量します。
(市販のお米によって計量の差がある場合が
ございます。)
水の量は内釜を平らな所に置き内釜の水の目盛り
に合わせます。

お米や水の量が合わないとご飯が
パサついたり生煮えしてしまい
水っぽく炊き上がります。

お米は直射日光の届かない涼しい場所に置き、
お米の水分が蒸発しないよう保管します。
お米が乾いてしまっている場合は、水を半目盛り
程度多めに入れるのをお薦めします。

乾いたお米の場合は計量を正確に
してもご飯がパサパサしている可
能性があります。

乾いたお米の場合はなるべく予約炊飯は避け、
10時間以上の予約炊飯や乾いたお
水を半目盛り程度多めに入れて炊飯してください。 米を予約炊飯で炊く場合は、ご飯
がパサパサしていたり生煮えする
ことがあり、炊きムラのあるご飯
になる可能性もあります。

保温は12時間以内にしてください。

長時間保温すると、ご飯が変色し
たり、においがすることがありま
す。

よくお手入れをしてください。
特に、ふたに異物が付かないよう、よく拭いて
ください。

お手入れをしないと、細菌が繁殖
し、ご飯からにおいがすることが
あります。
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炊飯コースの使い分け

お米

使い方

コース

水位線

容量

白米を炊く

白米

白米

0.5~3合

21~28分

白米を早く炊く

白米+早炊き

白米

0.5~2合

14~16分

白米を香ばしく炊く

白米+高火力

白米

0.5~3合

23~29分

0.5合: 120.2wh
圧力 3合: 185.7wh

炊き込みご飯を炊く

炊き込み

炊き込み

0.5〜2.5合

28~31分

0.5合:103.2wh
圧力 2.5合:150.3wh

炊き込みご飯を香ばしく炊く

炊き込み＋高火力

炊き込み

0.5〜2.5合

30~32分

おかゆを炊く

おかゆ

おかゆ

0.5〜1合

62~86分

0.5合:122.2wh
圧力 1合:174.4wh

無洗米を炊く

無洗米

無洗米

0.5~3合

21~30分

0.5合: 104.5wh
圧力 3合: 172.0wh

玄米ご飯を炊く

玄米

発芽/玄米

0.5~2.5合

42~48分

0.5合: 133.3wh
圧力 2.5合: 213.9wh

玄米を発芽する(4H)

発芽米

発芽/玄米

0.5合: 172.8wh
0.5~2.5合 270~280分 圧力 2.5合: 250.1wh

玄米を発芽する(6H)

発芽米

発芽/玄米

0.5合: 189.8wh
0.5~2.5合 390~400分 圧力 2.5合: 271.3wh

玄米を香ばしく炊く

玄米+高火力

発芽/玄米

0.5~2.5合

玄米を香ばしく炊く(4H)

発芽米＋高火力

発芽/玄米

0.5合: 188.1wh
0.5~2.5合 272~282分 圧力 2.5合: 269.0wh

玄米を香ばしく炊く(6H)

発芽米＋高火力

発芽/玄米

0.5合: 200.1wh
0.5~2.5合 392~402分 圧力 2.5合: 288.8wh

雑穀を炊く

雑穀

雑穀

0.5~2.5合

37~45分

0.5合: 111.5wh
圧力 2.5合: 190.6wh

雑穀を早く炊く

雑穀+早炊き

雑穀

0.5~2.5合

25~29分

圧力

0.5合: 101.2wh
2.5合: 182.7wh

雑穀を香ばしく炊く

雑穀+高火力

雑穀

0.5~2.5合

41~46分

圧力

0.5合:126.6wh
2.5合:220.9wh

(炊飯始めの後、5秒以内に早炊きボタンを押す)

白米

無洗米

玄米

雑穀

メモ
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(炊飯始めの後、5秒以内に早炊きボタンを押す)

炊飯時間 圧力 積算電力量

44~49分

0.5合: 102.1wh
圧力 3合: 165.9wh
0.5合: 98.1wh
圧力 2合: 145.1wh

0.5合: 123.0wh
圧力 2.5合: 172.3wh

0.5合: 151.8wh
圧力 2.5合: 234.6wh

※ 早炊きで炊飯する時、洗ったお米を20分ほど水に浸してから炊飯するとよりおいしいごはんが出来上がります。
※ 早炊きおよび少量を炊飯する場合、水受けに溜まる水が多くなることがありますので、炊飯後には水受けに溜まった水を捨
ててください。

炊飯方法
メニューボタンを押して希望するメニューを選択します。
●

内ぶたが取り付けてあるか確認してください。

●

炊飯前に圧力重りを水平に合わせてください。

●

●

スタート／白米早炊きボタンを押し炊飯を始めます。
●

メニューボタンを押すたび白米→白米高火力→無洗米
→雑穀→雑穀高火力→玄米→玄米高火力→発芽米→発芽
米高火力→おかゆ→炊き込み→炊き込み高火力→万能調理
→自動洗浄の順に繰り返し表示されます。
ボタンを継続して押しているとメニューの順に連続して
変わります。

●

●

●

●

例)白米を選択する場合
�「白米」という音声が流れます。

●

圧力ロックハンドルを 「 」(ロック)の方向に回さ
ずスタートボタンを押した場合は、報知音ととも
に「
」が 表示され「圧力ロックハンドルをロッ
クに回してください。」という音声が流れ作動しなくな
ります。
炊飯スタートの直後1分間炊飯完了時間が表示されます。
炊飯の容量や水温、炊飯条件に応じて実際の炊飯時間に
は差があります。
炊飯スタート1分後には一定時間サイクルで残り炊飯時
間を選定して10秒間表示されます。

例)白米を炊飯する場合

蒸らし(例：白米)
●

炊飯を始める前に必ず圧力ロックハンドルを「 」(ロッ
ク)に回しスタート／白米早炊きボタンを押すと「白米、
炊飯を始めます。」という音声とともに炊飯が始まります。

炊飯完了

蒸らし進行時からは「蒸らしを始めます」という音声と共
に表示部に残りの炊飯時間が表示されます。メニューによ
って残り時間には差があります。

●

●

蒸らし完了1～3分前に蒸気排出効果音(列車音)が出て「蒸
気 排出が始まります」という音声とともに蒸気が自動排
出されますので顔や手を近づけたりしないでください。
やけどの原因になります。

●

●

●

炊飯終了とともに、保温が始まります。
保温を望まない場合は取り消しボタンを２秒間押し保温モ
ードを取り消してください。
炊飯が完了したらご飯をよくほぐしてください。
ほぐさないまま放っておくと硬くなり、変色、においが発
生します。
圧力ロックハンドルが軽く回らない場合は圧力重りを傾
け、内部蒸気を完全に抜いてから圧力ロックハンドルを回
してください。
炊飯中は取り消しボタンを押さないでください。炊飯が取
り消しされます。

例)10分残っている場合

メニュー別炊飯時間
白米

白米
早炊き

白米
高火力

雑穀

雑穀
早炊き

雑穀
高火力

玄米

玄米
高火力

炊き込み

炊き込み
高火力

無洗米

おかゆ

炊飯量

0.5合 ~
3合

0.5合 ~
2合

0.5合 ~
3合

0.5合 ~
2.5合

0.5合 ~
2.5合

0.5 ~
2.5合

0.5合 ~
2.5合

0.5合 ~
2.5合

0.5合 ~
2.5合

0.5合 ~
2.5合

0.5合 ~
3合

0.5合 ~
1合

炊飯時間

約21分 ~
28分

約14分 ~
16分

約23分 ~
29分

約37分 ~
45分

約25分 ~
29分

約41 ~
46分

約42分 ~
48分

約44分 ~
49分

約28分 ~
31分

約30分 ~
32分

約21分 ~
30分

メニュー
区分

万能調理

メニュー
によって
多少差が
ありま
約62分 ~
す。
86分

自動洗浄
白米の目盛り
1まで

約22分

※ 万能調理後、炊飯をするとご飯ににおいが移る可能性があります。
(パッキンとふた部分をきれいに拭いた後、自動洗浄機能を使って洗浄してください。)
※ メニュー別炊飯時間は水量・水温等の使用環境などによって多少差があります。
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発芽米の使用方法
発芽米メニューの操作方法
圧力ロックハンドルを「 」(ロック)
方向に回し、メニューボタンを押し
て発芽米を選択します。

セットボタンを押した後、メニ
ューボタンで時間を設定します。

▼

1.
ボタンを押すと
発芽時間を選択できます。
2.発芽時間は4、6時間に設定可能
です。
玄米を発芽させずにお召し上が
りになる場合は、玄米メニュー
を選択して炊飯してください。

スタート/白米早炊きボタンを
押します。

▼
▼

（「玄米発芽、セットボタンを押
してください。」という音声が流
れます。）

※ 残り発芽時間3時間の場合

スタート/白米早炊きボタンを押
すと設定時間分の発芽が始まり
発芽完了後にすぐ炊飯が始まり
ます。
玄米発芽中には‘炊飯’が表示
され残り時間が表示されます
（「発芽米、○(設定時間)時間
後、炊飯を始めます。」という
音声が流れます。）

発芽米炊飯時の注意点
気温が高い時に長時間発芽させるとにおいがすることがあります。そのような場合は発芽時間設定を短めにしてください。
発芽米メニューで炊飯する場合は最大2.5合以下にしてください。
お湯は発芽しない場合がありますので使用を避けてください。
玄米の発芽率や芽の長さ等の発芽状態は玄米の種子や保管状態、保管期間によって差が出る可能性があります。
発芽米（発芽玄米）は玄米の芽を少し発芽させたもので、玄米の種子によって発芽率や発芽後の芽の長さに差があることも
あります。発芽させる玄米は必ず収穫後1年未満のものを使うようにし、精米後の保管期間はなるべく短いものを使ってくだ
さい。
発芽米メニューの予約炊飯はできません。
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万能調理の使用方法
万能調理の操作方法
圧力ロックハンドルを「 」（ロック）の方向に回し、
メニュー/選択ボタンを押して万能調理を選択します。
▼

万能調理メニューが選択されると、表示部に時間が表示されます。
（「万能調理、セットボタンを押してください。」という音声が流れます。）

セットボタンを押して、メニューボタンで調理時間を設定し
ます。

▼

▼

「メニューボタンで調理時間を設定して、セットボタンを押してくださ
い。」という音声が流れます。
次に「メニューボタンで温度を調節してスタートボタンを押してくださ
い。」という音声が流れます。

1.

3.

2.
ボタンを押すと、万能調
理の時間が1分ずつ減少
します。
（1時間30分後は
10分ずつ、4時間後は30
分ずつ減少します。）
押し続けると連続に切
り替わります。

万能調理の時間は5分
～9時間で設定可能で
す。

ご希望の時間を選択した
後メニューボタンで温度
を調節してセットボタン
をおしてください。

▼

▼

ボタンを押すと、万能調
理の時間が1分ずつ増加
します。
（1時間30分後は
10分ずつ、4時間後は30
分ずつ増加します。）
押し続けると連続に切
り替わります。

4.

スタート/白米早炊きボタンを押します。
▼

スタート/白米早炊きボタンを押すと、万能調理が開始します。
万能調理が開始すると炊飯が表示され、残り時間が表示されます。
「万能調理、調理を始めます。」という音声が流れます。

万能調理の操作方法
1.現在時刻が合っ
ていることを確
認します。

2.圧力ロックハン
ドルを 「 」
（ロック）の位
置に合わせて予
約ボタンを押し
てください。

3.メニューボタン
を押して万能調
理を選択し、セ
ットボタンを押
します。

4.メニューボタン
を押して調理時
間および調理温
度を設定しま
す。

5. セットボタン
を押して、スタ
ート/白米早炊
きボタンを押し
ます。
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ご飯の保温 再加熱

▼

▼

再加熱の使用方法
保温中に炊き立てのようなご飯が食べたい場合は、保温/再加熱ボタンを押すと9分後に炊き立てのようなほかほかのご飯が味わえ
ます。
電源を入れてから待機状態で再加熱をする場合は、圧力ロックハンドルを 「 」（ロック）の位置に合わせた後、
保温/再加熱ボタンを押して保温に切り替えてから、再度保温/再加熱ボタンを1回押してください。

＜保温中＞

＜再加熱中＞

表示部の " "は、保温経過時間が3
時間であることを意味します。

表示部の " "表示がくるくる回
り、再加熱残り時間を表示しま
す。

＜再加熱完了＞

再加熱が終わると「再加熱が完了しました。
ご飯をよくかき混ぜてください。」という
音声が流れ、再び保温が始まり、保温経
過時間を表示します。

▼

▼

▼ ▼

※保温中に現在時刻を変更する場合は、30ページを参照してください。
再加熱機能を頻繁に使用すると、ご飯が変色したり乾いたりすることがあります。1日1�2回のみ使用してください。
別の電熱器具やガスレンジでご飯を炊いた場合は、ご飯を内釜に入れた後、保温/再加熱ボタンを1回押して保温をします。
このとき、表示部には 「
」が表示されます。
（このように冷えた内釜に温かいご飯を入れて保温する場合はにおいがしたり変色したりすることがあります。）
保温中に圧力ロックハンドルが「 」(解除)状態であるときは再加熱することができません。圧力ロックハンドルを
「 」（ロック）の位置に合わせた後、保温/再加熱ボタンを押してください。
再加熱中に圧力ロックハンドルを「 」（解除）に回す場合には、表示部に「
」が表示され、
保温/再加熱がキャンセルされて保温になります。

保温時のご注意
炊飯完了直後や保温中にふたを開ける時に圧力によってふたが
うまく開かないことがあります。ふたを開けるときには圧力重
りを傾け、圧力が完全に抜けた後に開けてください。
保温または再加熱時には必ず圧力ロックハンドルを
「 」(ロック)に合わせてください。
(フックボタンの破損および保温の性能に影響を与えます。)
炊飯完了後にご飯をよくほぐしてから保温モードにするとより
良いご飯の味を楽しめます。少量のご飯の場合は、内釜の中央
にふっくらと集め保温モードにしてください。
保温中に内釜にご飯がない場合や使用しない場合は、取り消し
ボタンを押し保温モードを取り消してください。
しゃもじを入れたまま保温しないでください。特に木製のしゃ
もじ等は細菌を発生させ、においの原因となります。

24

長時間保温モードのままにしておくとご飯が変色しにおいの原
因となりますので、保温は12時間以内が望ましいです。
特に、圧力炊飯器のご飯は一般の炊飯器で炊いたご飯より早く
変色する傾向があります。
保温モード状態で24時間が経過すると、保温経過時間が点滅し
始めます。
雑穀、玄米以外のメニューは長時間保温しないでください。
保温モードでは内釜の縁部や蒸気排出口下段部は部分的にご飯
が白くなり膨れ上がることもあります。
このような場合はご飯をよくほぐしてください。

少量のご飯を保温したり食べ残したご飯や冷めたご飯を保温中
の ご飯と混ぜて保温することは控えましょう。

予約再加熱の使用方法

保温をせずに炊飯器に保管されているご飯をご希望の時刻に温めて召し上がりたいときに設定します。
予約再加熱は50分間進行されるので、ご飯を食べたい時刻から少なくとも50分前に予約再加熱をしてください。

現在時刻が午後9時であり、翌日の午前7時40分に温かい食事をしたい場合

▼

▼

▼

現在時刻が合っていることを確認します。
現在時刻の合わせかたは、30ページを参照してください。
現在時刻が合っていないと予約時刻に再加熱が完了しないため、現在時刻
を正確に合わせてください。
午前、午後の設定間違いにご注意ください。

圧力ロックハンドルを "
"（ロック）方向に回して
予約/自動洗浄ボタンを押します。

▼

▼

「予約、メニューボタンで予約メニューを選択し、[セット]ボタンを押して
ください。」という音声が流れます。
圧力ロックハンドルを「 」(ロック)の方向に回さないと、予約が設定さ
れません。

保温ボタンを押すと、予約再加熱設定モードに入ります。

▼

▼

▼

メニュー/選択ボタンを押して予約再加熱完了時刻を設定します。
ボタンを押すたびに10分単位で増加します。
ボタンを押すたびに10分単位で減少します。
押し続けると連続して変わります。（繰り返し機能）
※午前、午後の設定間違いにご注意ください。
予約時刻は、製品出荷時には、午前6時30分に設定されています。この時刻に予約再
加熱をご希望の場合は時間設定の必要はございません。

[セット]ボタンを押します。
▼

「保温ボタンを押してください。」という音声が流れます。

保温/再加熱ボタンを押します。
▼

「再加熱が予約されました。今日/明日○○、○○時○○分に予約再加熱が終
了します。」という音声が流れます。
一度設定して再加熱が完了した予約時刻は、記憶されます。

▼

▼ ▼

予約再加熱の使用方法
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予約設定方法
予約炊飯の方法
現在時刻が午後9時で、翌日午前7時40分に食事をしたい場合

▼

▼

▼

現在時刻が合っていることを確認します。
現在時刻の合わせ方は30ページを参照してください。
現在時刻が合っていないと予約時刻に炊飯が完了しませんので、
現在時刻を正確に合わせます。
午前、午後の設定間違いにご注意ください。

▼

▼

▼

圧力ロックハンドル「 」（ロック）の位置に合わせて
予約/自動洗浄ボタンを押します。
初めてご使用になる場合、予約時刻は午前6時30分に設定されていますので、
この時刻に予約炊飯がしたい方は予約時間を設定する必要がありません。
圧力ロックハンドルを「 」(ロック)の方向に回さないと予約が設定されません。
予約ボタンを押すと、図のように既存に設定された予約が設定されません。

※保温中に予約炊飯を設定する場合は、取り消しボタンを押し保温モードを取り消した
上で予約時間を設定してください。

▼

メニューボタンを押して、希望のメニューを選択します。
発芽米、発芽米高火力メニューは予約炊飯が設定できません。
予約をご希望の場合は、玄米メニューに設定した後、予約してください。

セットボタンを押した後、メニューボタンで予約時間
を設定します。
▼

▼

ボタンを押すごとに10分ずつ増加します。
ボタンを押すごとに10分ずつ減少します。
押し続けると連続で切り替わります。(繰り返し機能)
※午前、午後の設定が正しいかご確認ください。

スタート/白米早炊きボタンを押します。

▼

▼

▼

「白米、炊飯が予約されました。明日午前7時40分に予約炊飯が完了します。」という
音声が流れます。
予約設定された時刻に予約炊飯が完了します。
（水量、水温および使用条件により完了時刻が多少異なることがあります。）
一度設定して炊飯が完了された予約時刻は記憶されます。
※予約時間は、メニュー別最大人数分基準にして設定されていますので、少量を炊飯す
るときには予約時間より早く炊飯が完了することがあります。
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予約設定方法
予約炊飯時のご注意

▼

乾燥したお米を使うと、ぱらつきのあるご飯が炊きあがることもあります。

▼

予約炊飯の設定時間または環境条件によりご飯が硬くなったり、柔らかくなったりすることがありますので、
内釜の目盛りで水の量を調節してください。

▼

予約設定時間によりメラノイジング(お焦げ)現象が生じることがあります。

▼

予約炊飯をする場合

無洗米は沈殿した澱粉が多いため予約炊飯の時、焦げが発生する場合があります。無洗米を軽く洗ってから炊飯す
るか、炊飯容量を少なくすると焦げの程度が減少します。

▼

予約時刻の変更
予約時刻を変更する場合は、取り消しボタンを2秒以上押してキャンセルした後、再び設定します。

▼

設定時間が予約設定可能時間より短い場合
予約時刻を変更する場合は、取り消しボタンを2秒以上押してキャンセルした後、再び設定します。

設定時間が13時間を超過する場合
▼

「
」が表示され、予約時間は自動的に13時間に変更されます。
例）午後5時に翌日午前7時の炊飯完了を予約すると（設定時間14時間）「
」が表示され、
予約時刻が午前6時に自動的に変更されます。（設定時間13時間以内）
※予約時間が13時間を超えると、におい及び変色の原因となり、特に夏季にはご飯が傷みやすいため、
13時間以下に予約設定可能時間を設定しています。
※昼12時に予約炊飯完了を希望する場合、午後12:00に設定してください。
※予約炊飯機能は、現在時刻の基準にして1時間後から13時間以内に炊飯完了をするときに使用してください。
※予約炊飯の進行中に現在時刻を確認するためにセットボタンを押すと現在時刻が約2秒間表示されます。

メニュー別予約設定可能時間
メニュー

区分
炊飯
時間

白米

白米高火力

雑穀

雑穀高火力

玄米

玄米高火力

炊き込み

炊き込み
高火力

無洗米

（33分+お好 （34分+お好 （50分+お好 （51分+お好 （53分+お好 （54分+お好 36分+お好み （37分+お好 （35分+お好
み時間）
み時間）
み時間）
み時間）
み時間）~
み時間）
時間）
み時間）
み時間）
13時間
~13時間
~13時間
~13時間
~13時間
~13時間
~13時間
~13時間
~13時間

おかゆ

万能調理

105分
~13時間

（設定時間+
1分）
~13時間
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ご飯をおいしく保温するには
保温温度の調整方法
よくお手入れをして、自動洗浄をしてもにおいがしたり、水滴が付いたり変色したりする場合は、保温温度が合ってい
ない場合がありますので、保温温度を調節してください。
メニューボタンを押すと表示部が

-1

▼

温度を上げる時

保温中にモードボタンを1回押すか、
待機状態でモードボタンを3回押す
と、図のように現在の保温温度を
表示します。(モードボタンを長押し
すると設定モードになります。)

のように変わります。
押し続けると連続で切り替わります。

希望の温度を設定した後、セットボタンを
押すと設定された温度で保温されます。
（取り消しボタンを押したり、動作を
何もしないで7秒が経過すると機能がキャ
ンセルされて待機状態に戻ります。）

温度を下げる時

-2

メニューボタンを押すと、表示部が

▼

のように変わります。

押し続けると連続で切り替わります。

※ 商品出荷時に設定された基準温度は説明書と一致しない場合があります。

温度調整値
1. ご飯が傷んで水っぽい場合：保温温度が低い状態です。保温温度を1～2℃ほど上げます。
2. ご飯がひどく変色し、乾いてにおいがする場合：保温温度が高い状態です。保温温度を1～2℃ほど下げます。

お好み保温機能の調整方法
保温時ふたを開けたときに水が多く垂れて、ご飯が水っぽくなる場合に使用します。
メニューボタンを押すと表示部が図の
ように変わります。（高め）
▼

-1

押し続けると連続で切り替わり
ます。

お好みの値に設定した後、セットボタン
を押すと設定された値が記憶されます。
（取り消しボタンを押したり、動作を何
もしないで7秒が経過すると機能がキャ
ンセルされて待機状態に戻ります。）

待機状態でモードボタンを4回押し
ます。(モードボタンを長押しする
と設定モードになります。）

-2

メニューボタンを押すと表示部が図
のように変わります。(低め)
▼

押し続けると連続で切り替わ
ります。

1.ふたを開けるときに水が多く垂れる場合：メニュー/選択ボタンを押して設定モードを高めます。
2.内釜の縁部分に水っぽくなったご飯がくっつく場合：メニュー/選択ボタンを押して設定モードを低下させます。
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ご飯をおいしく保温するには
夜間保温モードの設定方法

▼

ご飯の品質（変色、乾き、においなど）の低下予防のために夜間時間（PM 10：00�AM 04：00）の間に保温温度
を低温状態に維持する機能で、必要により設定してください。
設定方法

▼

▼

1.待機状態で、モードボタンを6回押すと、夜間保温モードに切り替わります。
(モードボタンを長押しすると設定モードになります。)
2.夜間保温設定モードになると、「夜間保温設定モードです。メニューボタンで夜間保温を選択または解除し、セットボタンを押
してください。」という音声が流れます。
3.メニューボタンを押すと、「夜間保温が選択/解除されました。セットボタンを押してください。」という音声が流れます。
希望するモードを選択した後、セットボタンを押してください。
4.夜間保温設定モードに切り替わった後、取り消しボタンを押したり動作を何もしないで7秒が経過すると機能がキャンセルされて
待機状態に戻ります。

夜間 (PM10：00～AM04：00)に、低温での保温を希望しない方は設定しないでください。
夏季には｢夜間保温｣の設定はお控えください。
本機能は、製品出荷時には解除状態になっていますので必要により設定してください。

▼

▼

▼

保温中ににおいがするとき
よくお手入れをしてください。特にふた部分の掃除状態が悪いと細菌が繁殖し保温時のにおいの原因となります。
においが酷い時は自動洗浄メニューを使い洗浄してください。自動洗浄が完了した後は内釜を必ずきれいに洗い流してくだ
さい。（15ページ参照）
調理などをした後にきれいに洗い流さず保温モードをスタートさせると、ご飯ににおいが移る可能性があります。

29

現在時刻の合わせ方

現在時刻を下記の手順で合わせてください。 例）現在時刻が午前8時25分の場合

電源プラグを差し込み、モードボタンを1回押します。
▼

▼

モードボタンを長押しすると設定モードになります。
「現在時刻設定モードです。 メニューボタンで現在時刻を合わせてセットボタンを押し
てください。」という音声が流れます。

▼

▼

▼

▼

▼

メニューボタンを押して、 時を「 」に合わせ、分を
「 」に合わせます。

<待機状態画面>

ボタンを押すごとに1分ずつ増加します。
ボタンを押すごとに1分ずつ減少します。
ボタンを押し続けると10分ずつで連続で切り替わります。(繰り返し機能)
午前、午後の設定間違いにご注意ください。
昼12:00の場合は、午後12:00に設定してください。

▼

時刻合わせが完了したら、セットボタンを押してくだ
さい。
セットボタンを押さずに7秒が経過すると、機能設定がキャンセルされ時刻設定がキャンセルさ
れます。

<設定完了画面>

■リチウムイオンバッテリーについて
●

●

本製品には停電補償機能と時刻保持機能のためにリチウムイオンバッテリー
が内蔵されています。このバッテリーの寿命は約3年ですが、使用環境により
異なることがあります。
電源プラグを抜いて再び差し込んだときに現在時刻が「12：00」とリセット
される場合は、バッテリーに異常(放電)がありますのでサービスセンターで
バッテリーを交換してください。

■停電補償機能について
●

●

●
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本製品には停電になっても、停電前の状態を記憶する機能があります。再び通電する
と、正常に作動します。
炊飯や調理中に停電になった場合は停電している時間の長さによって仕上がりが遅れ
たり、炊飯や調理の状態に多少差が出る場合もあります。
保温中に停電になると保温がキャンセルされる場合があります。

■保温中の現在時刻の合わせ方
1.保温中に現在時刻を変更する場合には、取り消しボタンを押
して保温を取り消した後、モードボタンを1回押して、
現在時刻を設定します。
2.現在時刻の設定が終わると、保温/再加熱ボタンを1回押して
保温します。
このとき、表示部には、「
」が表示されます。

音声案内機能の設定方法
音声ボリュームの調節機能（音声機能の解除・ボリューム調節）
待機状態でモードボタンを2回押すと設定モードになります。(モードボタンを長押しすると設定モードになります。)

モードボタンを2回押して音声ボリュームの設定モ
ードになると、表示部に「 」が表示されます。
メニューボタンを押して「
」が設定される
と、「
」及び「
」表示が点滅して音声
機能が解除されます。

▼

▼

メニューボタンを押して「
」から「 」まで
の音声ボリュームを設定することができます。
ご希望の音量を設定した後、セットボタンを押してください。
動作を何もしないで７秒が経過すると機能設定がキャンセルされて待機状態に戻
ります。

夜間音声ボリューム設定機能

▼

夜間音声ボリューム設定機能は夜間時間（10:00 PM ~ 05：59 AM）の音声ボリュームを設定する機能です。
この機能は、夜間時間にのみ動作します。
夜間音声ボリュームダウン設定方法

例）夜間音声ボリューム設定モードの時
1.待機状態で、モードボタンを10回押すと、夜間音声ボリューム設定モードになります。
(モードボタンを長押しすると設定モードになります。)
2.夜間音声ボリューム設定モードになると、「夜間音声ボリューム設定モードです。メニューボタンで夜間音声ボリュームを
調節してセットボタンを押してください 」という音声が流れます。
3.メニューボタンを押して「
」から「
」までの希望する音量を選択した後、セットボタンを押してください。
4.メニューボタンを押して「
」の状態になると、
「夜間音声ボリュームが解除されました」という音声が流れます。
セットボタンを押して機能を選択してください。
5.夜間音声ボリューム設定モードになった後、取り消しボタンを押したり動作を何もしないで7秒が経過すると機能がキャンセ
ルされて待機状態に戻ります。
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節電機能
待機モード節電機能
電源コードを抜かないと動作しない待機状態であっても、多少の電力が消費されます。
これを待機電力といいますが、削減するために炊飯器の内部の電気回路を外部電源から
遮断させて消費電力を最小（1ワット未満）化する技術です。

▼

手動での節電方法
節電開始方法

▼

待機状態で取り消しボタンを3秒以上押す
と、「節電モードを始めます。」という
音声とともに節電機能が設定されます。

節電終了方法

方法1）ボタン操作をすると、節電モード終了の音声とと
もに節電モードが解除され、待機状態に戻ります。

方法2）圧力ロックハンドルを操作すると、節電モード終了の音
声とともに節電モードが解除され、待機状態に戻ります。

自動節電機能での節電方法

▼

「自動節電機能設定モード」で、待機時間を設定すると、待機状態で選択された時間が経過し
た後に自動的に節電機能が開始されます。
（※商品出荷時設定値は1分です。）
待機時間が経過する前に圧力ロックハンドルを回したり、ボタン操作をすると、待機時間が設
定値から再び減少します。
設定方法
1.待機状態で、モードボタンを7回押すと、自動節電機能モードになります。
モードボタンを長押しすると設定モードになります。
2.メニューボタンを押してご希望の時間を設定し、セットボタンを押してください。
OFFを選択すると、節電機能が解除されます。
3.自動節電機能設定モードで、動作を何もしないで7秒が経過すると、
機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。
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画面の照明節電機能 作動ロック機能
画面の照明節電機能
待機、炊飯、保温、予約炊飯中の画面の明るさを調節する機能です。
（画面の照明節電機能
状態で、ボタンの照明が消えると、画面が暗くなります。）
▼

機能の設定と解除方法
（※商品出荷時の設定値は

です。）

1.待機状態で、モードボタンを8回押すと、画面の照明節電機能の設定モードになります。
(モードボタンを長押しすると設定モードになります。)
2.メニューボタンを押すたびに、画面の照明節電機能が選択または解除されます。
3.セットボタンを押すと、「画面照明節電機能設定が完了しました。」という音声とともに設定されます。
4.画面の照明節電機能設定モードで、動作を何もしないで7秒が経過すると、機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。

作動ロック機能

▼

お手入れ時やお子様の接触による誤作動を防止するためにボタンをロック（作動ロック）
を設定することができる機能です。
設定方法

▼

1.炊飯、予約、保温/再加熱中や待機状態でセットボタンを3秒以上押すと、
作動ロックが設定されます。
2.作動ロックが選択されたとき、「作動ロックが選択されました。」という音声が
流れます。

解除方法
1.炊飯、予約、保温/再加熱中や待機状態でセットボタンを3秒以上押すと、
作動ロックが解除されます。
2.作動ロックが解除されたとき、「作動ロックが解除されました。」という音声が
流れます。

※作動ロックが設定された状態でセットボタン以外の他のボタンを押すと、電子音が鳴ります。
※セットボタンを3秒以上押して作動ロックを解除した後、希望する機能を設定することができます。
※作動ロックが設定された状態で電源をOFFにすると作動ロック機能は解除されます。
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炊飯残り時間表示機能
炊飯残り時間表示機能
炊飯中に表示される炊飯残り時間表示を選択または解除することができ
ます。
（炊飯中、表示されている残り時間は、炊飯容量と進行状況に応じて、
実際の炊飯時間と異なる場合があります。）
1.待機状態で、モードボタンを9回押すと炊飯残り時間表示モードになります。
(モードボタンを長押しすると設定モードになります。)

※ 炊飯残り時間の表示を選択
（初期設定ではOnになっています。）

2.メニューボタンを押すたびに、炊飯残り時間表示機能が選択または解除されます。ご希望のモード
を選択した後、セットボタンを押してください。
3.炊飯残り時間表示設定モードで、取り消しボタンを押したり動作を何もしないで7秒が経過すると、
機能がキャンセルされて待機状態に戻ります。
※ 炊飯残り時間の表示を解除
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故障かな？と思ったとき

▼製品に異常が生じた場合は、サービスセンターに問い合わせる前に下記の事項を確認してください。

症状
圧力ロックハンドルが
「 」(解除)に動かない時

確認事項
●

●

炊飯又は調理中に圧力ロックハンドルを
回してはいませんか？

蒸気が完全に排出されていないまま圧力
ロックハンドルを回してはいませんか？

圧力ロックハンドルが「 」
(解除)に完全に回っているが
ふたが開かない場合

ふたの隙間から蒸気が漏れたり
「ピー」という音が鳴る時

措置方法
●

●

●

●

●

パッキンに異物(ご飯粒など)が付いては
いませんか？

●

●

●

炊飯又は調理中に取り消しボ
タンが押せない時

●

パッキンが古くなってはいませんか？

●

内釜の内部が熱くなってはいませんか？

●

●

●

炊飯や保温時、
変な音がする時

●

作動ロックが設定されていませんか？

●

炊飯時、
「ブーン」という音がしませんか？

●

●

玄米がうまく発芽されない時
●

炊飯および保温中、「チー」という音が
しませんか？
定量以上の玄米を入れ発芽させていませ
んか？
古くなった玄米を使ってはいませんか？

●

●

●

●

●

炊飯又は調理中にはふたを開けることができません。
ふたを無理に開けないでください。
やむを得ない場合は取り消しボタンを2秒間押し
取り消してから、圧力重りを傾け、蒸気を完全に
抜いてから開けてください。
圧力重りを傾け、蒸気を完全に抜いた後にふた
を開けてください。
圧力のためです。
圧力重りを傾け、蒸気を完全に抜いた後にふた
を開けてください。

パッキンを布巾や柔らかい布できれいに拭いて
からお使いください。
パッキンの周りは常にきれいな状態を保ってく
ださい。
蒸気漏れが生じた場合は、すぐに取り消しボタ
ンを2秒間押し蒸気を抜き電源プラグを抜いた
上、お買い上げの販売店または弊社サービスセ
ンターにお問い合わせください。
パッキンは使用方法や回数によって1年～3年程
度を目途に交換してください。古くなったパッ
キンを使い続けると蒸気が漏れ圧力炊飯が正常
に作動しないことがあります。
炊飯又は調理中にやむを得ず取り消す場合、内
釜の内部温度が高くなっているため、安全装置
として取り消しボタンを2秒間押してから炊飯又
は調理が取り消しされるようになっています。
炊飯又は調理が取り消しされると自動蒸気排出
装置から蒸気が排出され、内容物が飛散するこ
とで、顔や手などにやけどを負う恐れがありま
すのでご注意ください。
セットボタンを3秒以上押して作動ロック機能を
解除してください。
内部部品の熱を冷やすために送風モーターが作
動する音です。正常です。
炊飯および保温中に「チー」という音はIH圧力
炊飯器が作動するときに出る音です。正常です。
定量の玄米を入れてください。
古くなった玄米を使うと発芽率が低下します。
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故障かな？と思ったとき

▼製品に異常が生じた場合は、サービスセンターに問い合わせる前に下記の事項を確認してください。

症状
ボタン入力時に「
示された時

確認事項
」と表

製品に内釜が入っていますか？

●

●

100V用(電源)を使用しましたか？

●

●

炊飯、予約等のボタンが作動
せず、
「
」が表示される時
●

ご飯がひどく焦げる時

●

●

長時間炊飯が完了されず
「
」が表示される時

措置方法

●

●

圧力ロックハンドルを「 」(ロック)に
しっかりと回しましたか？
「 」マークが表示されていますか？

●

圧力ロックハンドルが完全にロックされていないとスタート

温度感知器、内釜外面にご飯粒がくっつ
いているか異物が付いてはいませんか？
「お好み炊き分け機能」または「お好み
炊飯機能」を設定していませんか？

●

100V を使用していますか？

●

●

●

●

●

●

●

炊飯直後や保温中にご飯から
変なにおいがした時

●

●

ふたが閉まらない時

●

●

「
」
が表示される時
「
」
が表示される時
「
」
が表示される
スタート保温/再加熱ボタン入力
時、保温動作中「
」、炊飯
動作中「
」が表示される時
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●

●

●

現在時刻は合っていますか？
午前と午後の選択が間違っていませんか？
予約時間の設定を現在時刻から13時間を
超えていませんか？
調理をした後、きれいに洗浄しました
か？

●

●

●

●

圧力ロックハンドルが「 」(解除)にし
っかりと回してありますか？
内釜にご飯や熱い食べ物が入ってはいま
せんか？
内釜を本体に完全に設置しましたか？
マイコンの電源に異常があるとき表示さ
れます。
環境センサーに異常がある時に表示され
ます。
マイコン内部のメモリに異常が生じたと
きに表示されます。

圧力ロックハンドルを「 」(ロック)にしっかりと回します。

/ 白米早炊きボタン、 予約/自動洗浄ボタンが作動しません。

●

予約炊飯時刻が合わない時

内釜が入っていないままではボタン操作ができ
ません。内釜を入れてください。
本製品は100V専用品です。
電源を正しくお使いください。

●

●

●

●

●

●

●

温度感知器、内釜の外面の異物を取り除いてく
ださい。（10ページ参照）
必要に応じお好み炊き分け機能を取り消し又は
設定した後、炊飯してください。（16～17ページ）
製品に異常が生じ(ヒーター断線、熱量不足など)
長時間炊飯が完了しない時に表れる表示です。
電源を切った後、弊社サービスセンターにお問
い合わせください。
水だけを入れ長時間加熱する場合に「
」が
表示されるのは正常な現象です。
本製品は100V専用品です。
電源を正しく取り扱ってください。
現在時刻が正しくないと予約時刻に出来上がりま
せん。現在時刻を合わせてください。
（30ページ）
午前、午後を確認してください。
最大予約時間は13時間までです。
（26～27ページ）
11～12ページを参考して、内ぶた及びパッキンを
きれいに洗い、水気を拭き取り使ってください。
圧力ロックハンドルを「 」(解除)に完全に回
しふたを閉めてください。
圧力重りを傾けてからふたを閉めます。
内釜に付いている取っ手を溝の部分に合わせて
本体に完全に設置させます。
電源を切った後、お買い上げの販売店または弊社
サービスセンターにお問い合わせください。
電源を切った後、お買い上げの販売店または弊社
サービスセンターにお問い合わせください。
電源を切った後、お買い上げの販売店または弊社
サービスセンターにお問い合わせください。
電源または製品の異常点検機能です。
継続的に表示される場合、お買い上げの販売店
または弊社サービスセンターにお問い合わせく
ださい。

故障かな？と思ったとき

▼製品に異常が生じた場合は、サービスセンターに問い合わせる前に下記の事項を確認してください。

症状

確認事項
●

スタートボタンを押しましたか？

●

炊飯中に停電になってはいませんか？

措置方法
●

ご飯が炊けない時

●

ご飯が生煮えしたりパサパサ
している時

●

●

●

●

豆(雑穀)が
生煮えした時

●

●

ご飯が過度に
水っぽくなった時

●

●

炊飯中に吹きこぼれた時

●

●

●

●

●

保温中ににおいがする時

●

●

が表示される時

が点滅する時
保温中に保温経過時間表示が
点滅している時

●

●

●

●

保温中、ご飯が冷める時
●

が表示される時

計量カップを使いましたか？
水の調節は正確にしましたか？
お米をきれいに洗いましたか？
お米を長時間ふやかしてはいませんか？
古いお米を使っていませんか？
豆(雑穀)が乾き過ぎになってはいません
か？

メニュー選択を間違ってはいませんか？
水の調節は正確にしましたか？
蒸気排出の途中にふたを開けてはいません
か？
計量カップを使いましたか？
水の調節は正確にしましたか？
メニュー選択は正確に行いましたか？
ふたはしっかり閉めましたか？
保温中に電源プラグがコンセントから抜
けてはいませんか？
12時間以上保温したり過度に少ないご飯
を保温したりはしていませんか？
しゃもじや冷えたご飯又は別の種類のご
飯を入れて保温してはいませんか？
温度センサーに異常が生じると表示され
ます。
冷却ファンに異常がある場合に表示され
ます。
保温モードが24時間が経過してはいませ
んか？
夜間保温モードを設定していませんか？

炊飯完了後に電源が入った状態で一度も圧
力ロックハンドルを「 」(解除)に回さ
ず保温が取り消しされた状態(待機状態)で
スタートボタンを押してはいませんか？

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ご希望のメニューを選択した後、スタートボタ
ンを1回押して表示部に「
」が表示される
かを確認してください。
停電補償機能については30ページをご参照ください。
18～19ページをご参照の上、正しく使用してく
ださい。

水を多めにして炊飯してください。
豆(雑穀)を浸水させるか煮てから雑穀メニュー
で炊飯してください。豆の種類によって生煮え
することもあります。
ご希望のメニューを適切に選択してください。
水の量を正確に合わせてください。(20ページ)
炊飯完了音が鳴った後、圧力が完全に除去され
た上でふたを開けご飯をほぐしてください。
20ページをご参照の上、正しく使用してくださ
い。

ふたを完全に閉めてください。
保温中は電源プラグを抜かないでください。
保温時間は12時間以内にしてください。

電源を遮断した後、お買い上げの販売店または弊
社サービスセンターにお問い合わせください。

電源を遮断した後、お買い上げの販売店または弊
社サービスセンターにお問い合わせください。
保温モード24時間経過後から保温経過時間が点
滅表示され保温が長時間経過したことをお知ら
せします。
必要に応じて夜間保温モードを解除または設定
してください。
圧力ロックハンドルを「 」(解除)に回した後、
再度「 」(ロック)に回してください。
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保証とアフターサービス

製品の保証について

1
2

この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ大切に
保管してください。

3

保証期間後の修理は販売店またはサービスセンターにご相談ください。
保証期間後、修理によって機能が維持できる場合はご希望により有料修理いたします。

期間はお買い上げの日から3年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
中古品またはオークションなどの転売品については保証外となります。
※内釜・パッキンなどの消耗品や付属品は有料になります。

修理を依頼されるときは
警告

補修用性能部品について

故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、
お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理を
お申しつけください。

● 補修用性能部品とは、この製品の機能を維持するために
必要な部品です。

警告

● 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後

ご自身での修理はしないでください。大変危険です。

5年間です。

圧力炊飯するため、SGマークを取得しています。

SGマーク
製品安全協会が定めた「家庭用の圧力釜及び圧力がまの認定基準」に適合したことを示し、
万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示です。

お客様サービスセンター
電話

フリー
ダイヤル

輸入総販売元

0120-0141-98

受付時間 10:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます）
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株式会社 ハヌ
〒108-0073
東京都港区三田3-4-12
三田MTビル3階

仕様
区 分

3合炊き（0.54L）製品

炊飯容量（白米）

0.09Ｌ(0.5合)～0.54Ｌ(3合)

定格消費電力

850W

定格電圧及び電流

AC100V 50/60Hz, 8.5A

調整装置の圧力

98.0kPa(1.0㎏f/㎝2)

安全装置の圧力

147.1kPa(1.5㎏f/㎝2)

製品の大きさ

32.1㎝(奥行き)Ｘ23.1㎝(幅)Ｘ21.8㎝(高さ)

重 量

4.7㎏

温度ヒューズ

169℃

最大炊飯量

0.54L

区分名

j

蒸発水量

50g

年間消費電力量

55.16 KWh/年

1回当たりの
炊飯時消費電力量

119.1 Wh

1時間当たりの
保温時消費電力量

19.8 Wh

1時間当たりのタイマ
ー予約時消費電力量

1.2 Wh

１時間当たりの
待機時消費電力量

0.5 Wh

容 量
付属品

白米

白米
高火力

白米
早炊き

雑穀

雑穀
高火力

雑穀
早炊き

玄米

玄米
高火力

発芽米

0.09L
～
0.54L

0.09L
～
0.54L

0.09L
～
0.36L

0.09L
～
0.45L

0.09L
～
0.45L

0.09L
～
0.45L

0.09L
～
0.45L

0.09L
～
0.45L

0.09L
～
0.45L

発芽米
炊き込み
炊き込み
無洗米
高火力
高火力
0.09L
～
0.45L

0.09L
～
0.45L

0.09L
～
0.45L

0.09L
～
0.54L

おかゆ

0.09L

取扱説明書、しゃもじ、計量カップ、掃除用ピン

● 年間消費電力量は省エネ法/特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。（区分名も同法に基づいてます。）
● 実際にお使いなる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、
周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
● 蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用
いる数値です。
● 一回当たりの炊飯時消費電量は、白米コース、一時間当たりの保温時消費電力量は、保温コースの時の電力量です。
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輸入総販売元
〒108-0073
東京都港区三田3-4-12
三田MTビル3階

383-910G Rev.14

