取扱説明書
1.08L サイズ（6合炊き）
型名 CRP-JHT0605FS

クックIH圧力炊飯ジャー
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.4～7)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-JHT0605FS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

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。
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安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を
区分して説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

｢死亡や重傷を負うおそれがある内容｣です。

注意

｢軽傷を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容｣です。

禁止

してはいけない内容です。

指示

実行しなければならない内容です。

警告
電源プラグやコードは
次のことはしない

次のことを守る

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるい時は 使用を中止し、サービスセンターに
お問合せください。
・ 製品の使用中、使用上の不注意により電源コード
の被覆が剥けたり傷がついたりした場合は火災および
感電の原因となりますので、ただちに使用を中止し、
電源プラグを抜いてください。
・ 電源コードや電源プラグが破損した
場合はすぐに販売店へ点検・修理を
依頼してください。
・ 必ず指定されたサービスセンターで修理してください。

● 使用中、変な音やにおいまたは煙が出たら、すぐ電源
プラグを抜いて内部圧力を完全に除去した後、お買い
上げの販売店または弊社のサービスセンターにお問い
合わせください。

● 電源コードの上に重い物を載せたり、コードを製品で
おさえないようにご注意ください。

・ 異物、ほこりが付着していると火災の原因となります。

・ 火災および感電の原因となります。
・ 随時電源コードの状態を確認してください。

● 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。
・ 感電やショートにより火災の原因となります。

● 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。
•

● 電源プラグをコンセントに差し込んだり抜くときは手の
水気を除去した後、電源プラグを持って抜いてください。
・ 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および
感電する恐れがあります。

● 電源プラグに付いている異物、ほこりは乾いた布でき
れいに拭いてください。
● 定格15Ａ以上、交流100Ｖ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。
・ 多くの製品と同時に使用したり、他の器具と併用する
と発熱および発火、感電の原因となります。
・ 電源プラグに異物や水気がついている場合はよく拭いて
からお使いください。
・ 延長コードも、定格15Ａ以上のものを単独でお使い
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。
● 使用する前に圧力調整装置のノズルが詰まっていないこ
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。
とを確認してください。

その他
次のこともしない
● 吸・排気口またはすき間に、針、掃除用ピン、金属物などの異物を入れたりふさいだりしないでください。
・ 感電および火災の原因となります。
・ 掃除用ピンは蒸気排出口のお手入れ以外に製品のすき間や穴に入れないでください。

● 温度感知器、内部または内釜などの異物を必ず除去してからお使いください。
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・ 温度感知が正確にできないと、内 が過熱され異常動作および火災の原因となります。
・ 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。

使用中や使用後しばらくは
次のことはしない

● 炊飯や調理中には絶対にふたを
開けないでください。

● 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。

・ 炊飯や調理中には圧力によりふた
が開きません。
・ 圧力による爆発の危険があります。
・ 無理に開けるとやけどおよび爆発 ・ 本体の変形、変色および故障の原因と
の危険があります。
なります。
・ 炊飯または調理中にやむを得ず、
● 炊飯や調理が終わっても釜の中に
ふたを開けるときは、取り消しボタンを押した後
圧力がかかっています。
（内釜の温度が高い場合は約2秒間）
調理後は蒸気が出なくなるまでは
内部の圧力が完全に抜けたことを
ふたを開けないでください。
確認してから開けてください。

・ 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。

● 圧力重りおよび蒸気排出口をふさいだ
り，蒸気口にふきんや他のふた，他の
物を載せたりしないでください。

本体は
次のことはしない
● 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。
・ 火災、感電の原因となります。
修理はお買い上げの販売店または
弊社のサービスセンターにお問い合わせ
ください。

● 内釜無しで使わないでください。
・ 感電および故障の原因となります。
・ 内 が入ってない状態でお米や水など
を入れないでください。
・ お米や水などが入った場合は製品を
裏返したり振ったりしないで、お買い上げの
販売店または弊社のサービスセンター
にお問い合わせください。

● 炊飯や調理中には絶対にふたを開け
ないでください。

● 変形した内釜や専用の内釜以外
は使わないでください。
・ 内 の過熱により異常動作および
火災の原因となります。
・ 内 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の
サービスセンターにお問い合わせ
ください。

・ 無理に開けると圧力によりやけどおよ
び爆発の恐れがあります。
・ 炊飯や調理完了後、蒸気が完全に抜けてか
ら圧力ロックハンドルを操作してください。

● お子様だけで使用したり、
幼児の手の届く所では使わないでください。
・ 高熱によりやけどおよび感電の恐れ
があります。

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

● 内釜なしに金属製物質などを入れたり
入れて使用しないでください。
(特にお子様に注意)
・ 感電および火災の原因となります。
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。

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

使用を終了する場合は、待機電力遮断スイッチを
OFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

炊飯や調理完了後、内釜が熱いままか熱いご飯を
残したままの場合は、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「高圧 」
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。
高圧メニューの炊飯や調理、保温中にも、
必ず圧力ロックハンドルを
「高圧 」の方向に回した状態で使ってください。

圧力ロックハンドルが
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。
圧力重りの上部分を

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使用しないでください。

ソフトスチームキャップ

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り状になる料理はし
ないでください。
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圧力ロックハンドル
炊飯や調理完了後ふたを開ける際に蒸気による
やけどの恐れがありますのでご注意ください。

内釜、蒸し器などは異物が付いたままにせず、
よく洗浄してください。
圧力調節板を洗う時粗いたわしや金属たわしを
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、
必ずスポンジまたはかたく絞ったふきんで拭いてください。
内釜、内ぶた、パッキンをきれいに拭いてください。
製品の使用環境や方法によって圧力調節板の
コーティングが剥がれることがあります。
この場合はお買い上げの販売店または弊社の
サービスセンターにお問合せください。

使用上のお願い
場所
こんな場所では使わない
● 傾斜した所や不安定な場所では使
わないでください。
・ やけどおよび故障の原因となります。
・ 電源コードに手や足、他の物にかかって
製品が落ちないようにご注意ください。

● 米びつおよび多用途キャビネットなどに
製品を置いて使わないでください。
・ 電源コードがすき間に押されて火災および

● 製品を電子レンジの上に載せたり、
製品の下に敷き板、座布団、電気カ
ーペット、鉄板、アルミホイルなどを
置いて使わないでください。
・ 火災および変形の

● 製品に直射日光が当たる場所、ガス
レンジや電熱器などの近くでは
使わないでください。
・ 漏電、感電、変形および変色の

原因となります。
・ 随時製品状態を必ず
確認してください。

・ 電源コードは熱器具の近くに置かないで

● 流し台、風呂など水のかかる場所や
化学性の物質がある所では使わないで
ください。
・ 漏電および感電の危険があります。
・ ほこりが多い所や化学性の物質がある

原因となります。
ください。コードの被膜が溶けて
火災、感電の原因となります。
・ AV機器、テレビなどの電気製品との
距離は 2メートル以上離してください。

感電の原因となります。随時電源コードの
状態を確認してください。
・ 炊飯または調理中に蒸気が
排出されるときは米びつ
所では使わないでください。
および多用途キャビネットに
・ 製品に水が入った場合は、お買い上げの販売店
より製品の損傷・火災・感電の原因となります。
または弊社のサービスセンターにお問合せください。

その他
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。
·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。

使用上のお願い
末長くお使いいただくために、次のことをお守りください。

本体について
● 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。

● 製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
・ 故障および安全上の問題が発生することがあります。
・ お客様の過失によって内釜の変形が発生した場合には
保証期間内であっても有償修理となります。

● 内釜の取っ手を握って持ち上げないでください。
・ 内 の取っ手を握って持ち上げる場合、ふたが開いて
危険です。
・ 本体底の左右側にある移動用取っ手の溝部を両手で持ち上げて
安全にお使いください。

● 持ち運ぶ（移動する）ときは
・ 本体底部の左右にある溝部取っ手を両手で持って運んでください。
・ フックボタンには触れないでください。

内釜について
● 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
・ 内釜の外側や内部を金属たわしで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柔らかいスポン
ジで洗ってください。
・ 内釜を洗う時に流し台及び他の台所道具との摩擦により
外面のコーティングが剥がれることもありますが製品性
能には問題ありません。

● 内釜のコーティングが剥がれた場合
・ しゃもじに付いている飯粒を除去する為に
内釜の端の部分を叩いたり、粗いたわしや
金属たわしで内釜を洗うとコーティングが
剥がれる原因となります。
・ お客様の過失によって内釜コーティングの
スクラッチ及び剥がれが発生した場合には
保証期間内であっても有償修理となります。
内釜のコーティングが剥がれた時は新しい
内釜をお買い求めください。
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各部の名称
外部
圧力重り
炊飯や調理前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、傾けると手動で蒸気排出できます。

ソフトスチームキャップ

2重モーションバルブ(ツインプレッシャー/圧力弁)
自動蒸気排出口
炊飯や調理が終わったり、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。

圧力ロックハンドル
圧力ロックハンドルを回転させ 「高圧 」の方向に回すと高圧メニュ
ー、「 無圧」の方向に回すと無圧メニューを選べます。

フックボタン
圧力ロックハンドルを「高圧 」から「
無圧」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。)

機能操作部及び表示部
底部
（溝部）
取っ手

内部
パッキン
パッキンは使用方法や
回数によって1年～3年
程度を目途に交換して
ください

ふた
内ぶた
圧力調節板
安全パッキンカバー
安全パッキン
内釜取っ手

ワンタッチボタン
内ぶたつまみ

内釜
内 を本体に正しく
入れます。

保温や炊飯、調理の後は、
常に 水受けの水を捨ててください。
水受けの水が溜まっていると
においの原因になります。

電源コード
電源プラグ
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温度感知器

操作部/ 付属品
機能操作部の名前と働き
高火力ボタン

機能操作部

Energy Eye(センサー)

白米、雑穀メニューの高火力炊飯を
する場合に使用

DIRECT TOUCH
(ダイレクトタッチ )
白米、雑穀、発芽玄米、炊き込み
メニューを即時に炊飯する場合使用

保温/再加熱ボタン
保温をする場合や食事をする
直前ご飯を温める時に使用
(28ページ参照)

高圧炊飯/早炊きボタン
高圧炊飯や高圧調理を始める時に使用

予約/自動洗浄ボタン
予約炊飯をする場合使用
(20~23ページ参照)
自動洗浄をする場合

無圧炊飯ボタン
無圧炊飯や無圧調理を始める時に使用

モードボタン
現在時刻(32P)
音声ボリューム(33P)
保温温度(30P)
お好み保温(30P)
お好み炊飯(16〜17P)
夜間保温(31P)
自動節電(34P)
画面照明節電(37P)
炊飯残り時間表示(36P)
夜間音声ボリューム(33P)
センサー機能(35P)
を設定する場合使用

取り消しボタン
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
（内釜の温度が高い場合約２秒間）押してください。
節電機能を設定する時に使用

選択ボタン
右側選択ボタン
左側選択ボタン
スライドタッチ選択ボタン
メニューを選択する時に使用、
時間を変更する時に使用、
モードボタンで選択された機能を
変更する時に使用

セットボタン
選択した機能や作動ロック機能を
設定する場合使用

※ 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、お好み炊飯はお客様の設定によって異なります。)
※ 機能操作の際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

付属品案内

しゃもじ

取扱説明書

レシピブック

蒸し器
計量カップ

掃除用ピン
(本体底面に取り付けら
れています。）
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ツインプレッシャーとは

高圧と無圧を一台に

ツインプレッシャー
高圧/無圧を切り替えられる“ツインプレッシャー”。
ふっくらもちもちに炊き上げる高圧炊飯と、柔らかく旨みを引き上げる無圧炊飯をダイヤル
1つで切り替えられるようになりました。
クック社独自で開発された炊飯技術は、食卓に更なる美味しさをお届けします。

特許出願
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内ぶたをワンタッチ操作

クックだけの
特許技術

クックだけの新技術として誕生し、100％フルステンレスで衛生的。
高温、高圧、高圧スチームにも強い。
なんと言っても、内ぶたをワンタッチで取り外しができるので、
お手入れが簡単です

1 ワンタッチボタンを
押して内ぶたを一回
で取り外し
▶ 回さずボタンを

押すだけで一回で
取り外せて本当に
便利です。

2 取り外した内ぶたを
簡単に洗浄
▶ フルステンレス素材

なので洗浄まで手軽
でいつもきれいです。

3 取り付けし直しも
ワンタッチで簡単に装
着
▶ 位置に合わせて押すと

'カチッ'という音と同
時に簡単に取り付けら
れます。
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ごはんを炊く前に

3
お米は別の容器で研いでから、
内釜に入れます。

1
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。

4

米4合(4カップ)

メニューによって水量を調節します。
▶
▶

2
お米を人数分正しくはかります。

内 は平らな場所に置いて水量を計ってください。
内 に表示された目盛りはお米と水をともに
入れたときの水目盛りを表示します。

① やわらかいごはんがお好みの時は、水を規定量より
多く入れてください。
② お米４合の場合（４カップ）、内釜の「白米」目盛り
「４」の線に合わせます
③ 固いごはんをお好みの時は、水を規定量より
少なく入れてください。
メモ

▶

お米を計量カップの上面を基準にして平らに
合わせると１人前になります。
(例：3人前の場合→３カップ、6人前の場合→6カップ)

メモ

お米は計量カップで！水は内 の目盛りで正確に！
お米の量と水の量が合わないと、
ご飯がぱさぱさしたり、硬く炊けたり、
柔らかく炊けたりすることがあります。
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※ 豆類のように硬い穀類は水でふやかしたりゆでたり
した後、｢雑穀,雑穀早炊き,雑穀高火力｣メニューで調
理してください。 雑穀の種類により生煮えになる
こともあります。
※ メニュー別炊飯量は15 ページの「炊飯コースの使い分
け」をご参照ください。
※ 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。

ごはんを炊く前に

5
電源プラグを差し込み、内釜を本体に
セットしてください。
▶
▶

▶

▶

▶

内ぶたが取り付けられていることを確認してください。
内ぶたが装着されてなければ
表示になり、
ボタン操作ができません。
内 は取っ手を本体上面の溝部によく合わせて
本体の奥まで完全にセットされるようにしてください。
内 の底面に米などの異物が付いていると炊飯が良く
できなかったり故障の原因になります。
内佂が本体に正しく設置されないとふたが
閉まりません。(内佂の取っ手が本体のくぼみに
入るようにしてください。)

ご飯をおいしく炊いていただくために
お米は
保管方法が
重要！

· 開封してから長時間たったお
米を使用する場合は、水加減
を調整してください 。

お米が乾きすぎた場合は正確に計量しても
ご飯が硬めに炊きあがることがあります。

保温時間は
短いほど
良いです！
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· 保温は12時間以内にして
ください。(白米)

長時間保温をすると、ご飯が
変色したり、においがするこ
とがあります。

ふたを閉めた後、圧力ロックハンドルを
「高圧 」又は「 無圧」に回してください。
圧力ロックハンドルのＬＥＤランプがオレンジ色に点灯し、
機能表示部に「 」と表示されれば高圧モード、圧力ロックハ
ンドルのＬＥＤランプが青に点灯し機能表示部に「 」と表示
されれば無圧モードです。
▶ 高圧モードで無圧炊飯ボタンを押したり、無圧モードで
高圧炊飯/早炊きボタンを押すと、報知音及び「
」が表示
され炊飯が始まりません。
▶ 高圧モードで高圧炊飯/早炊きボタンを押す、もしくは無圧モー
ドで無圧炊飯ボタンを押すと、炊飯が始まります。
※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「 無圧」
に回した後に再度「高圧 」に回せば正常に動作します。
(ロック感知装置の動作確認機能)
※高圧モードのまま、以前の炊飯が完了した後1回も「 無圧」に
回していない時のエラー表示。

· お米はなるべく少量で購入
し、風通しがよく直射日光の
当たらない涼しいところでお
米の水分を飛ばさないように保
管します。

▶

製品を
きれいに！

· お手入れをよくしてください。
特に内ぶたに異物が付着しない
ようによく拭いてください。

お手入れをよくしないと細菌が繁殖して保温
時にご飯からにおいがすることがあります。
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高圧モード又は無圧モードの選択方法
高圧モード選択
圧力ロックハンドルを「高圧

」にしてください。

▶圧力ロックハンドルのLEDランプがオレンジ色に点灯し、機能表示部に「
」と表示されたら高圧モードです。
▶高圧モードでは高圧メニューだけを選べます。
▶高圧メニュー：白米、白米早炊き、白米高火力、発芽玄米、玄米、炊き込み、雑穀、雑穀高火力、雑穀早炊き、無洗米、
おかゆ、高圧調理

1 圧力モードを無圧モードから高圧モードに変更したい場合は、圧力ロックハンドル
を「 無圧」から「高圧 」に回してください。
▶圧力モードが無圧モードから高圧モードに変更されたら高圧の全メニュが3秒間点滅された後保存されてある高圧メニューが点灯します。
▶「高圧モードです。高圧メニューを選択してください。」という音声が流れます。
▶圧力ロックハンドルのランプがオレンジ色に変わります。
<待機状態(無圧モード)>

<待機状態(高圧モード)>

高圧モード
変更時

3秒間点滅後

無圧モード選択
圧力ロックハンドルを「

無圧」に合わせてください。

▶圧力ロックハンドルのLEDランプが青色に点灯し、機能表示部に「
▶無圧モードでは無圧メニューだけを選べます。
▶無圧メニュー：銀シャリ、パン発酵、パン焼き、無圧調理

」と表示されたら無圧モードです。

1 圧力モードを高圧モードから無圧モードに変更したい場合は、圧力ロックハンドル
を「高圧 」から「 無圧」に回してください。
▶圧力モードが高圧モードから無圧モードに変更されたら、無圧の全メニューだけが3秒間点滅した後、保存されてある無圧メニューが点灯します。
▶「無圧モードです。無圧メニューを選択してください。」という音声が流れます。
▶圧力ロックハンドルのランプが青に変わります。
<待機状態(高圧モード)>

<待機状態(無圧モード)>

無圧モード
変更時

2 圧力ロックハンドルの方向を「 無圧」又は「高圧
メニュー選択及び炊飯がまともに機能しません。

3秒間点滅後

」に正確に回さないと(中立位置)

▶メニュー選択または炊飯ボタン入力時に「圧力ロックハンドルをお好みの圧力位置に合わせて回してください。」という音声が流れます。
▶圧力ロックハンドルを正確に回し高圧モード又は無圧モードを選んでください。
<圧力ロックハンドルが中立位置にある状態>
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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

炊飯時間 圧力 積算電力量

白米を炊く

白米

白米

2~6合

23~31分

2合: 170.8wh
高圧 6合: 247.3wh

白米+早炊き

白米

2~4合

14~20分

2合: 166.3wh
高圧 4合: 205.6wh

白米+高火力

白米

2~6合

26~33分

2合: 183.9wh
高圧 6合: 273.6wh

炊き込みご飯を炊く

炊き込み

白米

2~4合

28~32分

2合: 149.1wh
高圧 4合: 192.0wh

銀シャリを炊く

銀シャリ

銀シャリ

2~4合

42~45分

2合: 146.9wh
無圧 4合: 174.4wh

おかゆを炊く

おかゆ

おかゆ

1~1.5合

83~90分

1合: 209.1wh
高圧 1.5合: 256.1wh

無洗米を炊く

無洗米

無洗米

2~6合

32~40分

2合: 165.8wh
高圧 6合: 289.6wh

玄米ご飯を炊く

玄米

発芽/玄米

2~4合

50~58分

2合: 254.4wh
高圧 4合: 303.8wh

玄米を発芽する(4H)

発芽玄米

発芽/玄米

2~4合

2合: 292.5wh
287~298分 高圧
4合: 341.7wh

玄米を発芽する(6H)

発芽玄米

発芽/玄米

2~4合

406~417分 高圧

雑穀を炊く

雑穀

雑穀

2~4合

40~48分
分

高圧

2合: 201.2wh
4合: 272.6wh

雑穀+早炊き

雑穀

2~4合

30~36分
分

高圧

2合: 200.3wh
4合: 257.5wh

雑穀+高火力

雑穀

2~4合

43~50分
分

高圧

2合: 225.1wh
4合: 297.8wh

白米を早く炊く
(炊飯始めの後、5秒以内に早炊きボタンを押す)

白米を香ばしく炊く

白米

無洗米

玄米

雑穀

(炊飯始めの後、5秒以内に高火力ボタンを押す

雑穀を早く炊く
(炊飯始めの後、5秒以内に早炊きボタンを押す)

雑穀を香ばしく炊く
(炊飯始めの後、5秒以内に高火力ボタンを押す)

2合: 315.1wh
4合: 362.3wh

メモ

※ 早炊きで炊飯する時、米を20分ほどふやかす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、炊飯後には水を捨ててください。

メモ

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、内佂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
お好み炊き分けとは
「もちもちごはん」と「香ばしいごはん」を自分の好みに合わせて炊飯する機能です。

お好み炊き分け機能(製品初期状態はもちもちご飯です。)
もちもちご飯：粘りがあって、もちもちごはん
香ばしいご飯：普通に炊くより香ばしいごはん
※メラノイジング(お焦げ)現象が発生することがあります。

お好み炊き分けの使用方法
お好み炊き分けメニュー(白米、白米高火力、雑穀、雑穀高火力、発芽玄米)を選択した後、モードボタンを押すと「香ばしいご
飯が選択されました」または「もちもちしたご飯が選択されました」という音声が流れます。
※下記の設定方法の例は白米メニュー基準です。

❶ 香ばしいご飯選択時の画面

モードボタンを1回押すと、
香ばしいご飯が選択されます。
▶高圧炊飯/早炊きボタンが点滅し、
モード、取り消しボタンが点灯します。

❷ もちもちご飯選択時の画面

モードボタンを２回押すと、
もちもちご飯が選択されます。
▶高圧炊飯/早炊きボタンが点滅し、
モード、取り消しボタンが点灯します。

香ばしいご飯を選択すると、表示部に「香ばしい」の表示が炊飯、予約中にもずっと表示されます。
▶お好み炊き分け機能は、白米、白米高火力、雑穀、雑穀高火力、発芽玄米、炊き込みメニューに一括して適用されます。
※一度設定されたご飯の味は、変更されるまで記憶されますので、毎回選択する必要はありませんが、新たに設定する場合、
炊飯中、保温中、予約炊飯中は「もちもちご飯」「香ばしいご飯」の調整はできません。

注意事項
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1.お好み炊き分け機能使用時、焦げが発生したり、炊飯状態に影響を与えることがあります。
子供の操作などにより不用意に段階が変更されないようにご注意ください。
※初期設定時はもちもちご飯に設定されます。
2．香ばしいご飯を使用すると焦げが発生したり、炊飯時間が多少長くなることがあります。

お好み炊飯機能
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段階(温度の高低)を調節できる機能で、炊飯の温度調節ができるためのお好みに合わせた炊飯が可能です。
初期モードでは「 」と設定されており、お好みで調節してください。
ー 高い段階：雑穀で炊飯する場合やもちもちご飯がお好きな場合に設定してください。
ー 低い段階：新米で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です。選択ボタンでメニューを選択してセットボタンを押して
ください。」という音声とともにお好み炊飯設定モードに入ります。
お好み炊飯を設定できるすべてのメニューが表示部に表れます。
※下記の設定方法は白米メニュー基準です。

❶ お好み炊飯設定画面

モードボタンを５回押すとお好
み炊飯設定モードに入ります。
初期設定時は画面の通りです。
(モードボタンを長押しすると設
定モードになります。)

❸-1 高い段階調整モード

選択ボタンで火力を調節しセットボタン
を押してください。
▶ボタンを押し「３」段階まで設定でき
ます。

❹ 設定完了画面

❸-2 低い段階調整モード
❷ メニュー選択画面

選択ボタンでお好み炊飯がで
きるメニューを選択しセット
ボタンを押してください。

選択ボタンで火力を調節しセット
ボタンを押してください。
▶ボタンを押し「-３」段階まで設
定できます。

セットボタンを押すと設定値
が保存されます。
(取り消しボタンを押したり、
操作を何もしないで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、無洗米、玄米、 発芽玄米、炊き込み、
銀シャリに一括して適用されます。
2. お好み炊き分け機能使用時、焦げが発生したり、お米の状態や含水率によって炊飯状態には差があります。
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炊飯方法

1

圧力ロックハンドルでお好みの圧力モードを選択します。
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。
・ 圧力モードを正確に選択しないとメニュー選択ができません。
・ 圧力ロックハンドルが高圧モードになっている場合、高圧メニューのみが選択
され、無圧モードになっている場合は無圧メニューのみが選択されます。
<高圧モード>
・圧力ロックハンドルを“高圧 ” に回します。
・選択ボタンで高圧メニューを選択
<無圧モード>
・圧力ロックハンドルを“ 無圧”に回します。
・選択ボタンで無圧メニューを選択

例）高圧調理を選択する場合
▶ㅤ
「高圧調理」という音声が流れ
ます。

・高圧モードで白米、雑穀、発芽玄米、炊き込みメニューの場合ダイレクトタッチボ
タンを押すとすぐ炊飯がスタートします。
・白米、白米高火力、雑穀、雑穀高火力、発芽玄米、炊き込みメニューは、炊飯が
終わるとメニューが記憶され同一のメニューを連続で使用する場合のメニュー選
択は不要です。

2
3
4
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高圧炊飯/早炊きまたは無圧炊飯ボタンを押し炊飯を始めます。
<高圧モード>
・高圧炊飯/早炊きボタンで炊飯スタート
<無圧モード>
・無圧炊飯ボタンで炊飯スタート
例）高圧モードで白米を
※高圧メニューを選択した後に誤って[無圧炊飯]ボタンを押したり、
炊飯する場合
無圧メニューを選択した後に誤って[高圧炊飯/早炊き] ボタンを押すと、
【E01】が表示され報知音が流れますので、正しく操作し直してください。
・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、お好み機能設定に応じ実際の炊飯時間には多少の差があります。

蒸らし(例：白米)
・蒸らしが始まると「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1～4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」
という音声と共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。

炊飯完了
・炊飯終了時の完了音が鳴り、「ご飯がおいしく炊きあがりました。
ご飯をよくかき混ぜてください」という音声と共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長押しして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。

例)10分残った場合

発芽玄米の使用方法
発芽玄米メニューの操作方法
1

圧力ロックハンドルを
高圧 に回して
選択ボタンで発芽玄米を選
択します。

２

セットボタンを押して
選択ボタンで時間を設定
します。
発芽時間は4時間、6時間で設定
可能です。
▶発芽させずに玄米ご飯を炊く
場合は、玄米メニューを選択
して炊飯してください。

発芽玄米が選択されると
表示部に発芽時間が表示されま
す。

３

高圧炊飯/早炊き
ボタンを押します。

※発芽残り時間が3時間残っている時

▶高圧炊飯/早炊きボタンを押す
かダイレクトタッチボタンで
発芽玄米を選択すると、設定
した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。

発芽玄米炊飯時の注意点
❶ 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。

❷ 発芽玄米メニューで炊飯する場合は最大4合以下にしてください。
❸ お湯、沸騰させた水は発芽がしない場合がありますので使用を避けてください。
❹ 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。
❺ 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。

❻ 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、搗精後の保管期間はなるべく短いものを使ってください。
❼ 発芽玄米メニューの予約炊飯はできません。
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予約設定方法(高圧)
予約炊飯方法(高圧メニューを選択したい場合)
現在時刻が午後9時で、翌日午前7時40分に食事がしたい場合

1
2

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32ページをご参照ください。
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を｢高圧 ｣の方向に回し、
が表示されると予約ボタンを押します。
「予約、選択ボタンで炊飯完了時刻を設定して高圧炊飯若しくは
セットボタンを押してください。」という音声が流れます。
▶ 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。
※ 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。
▶ 高圧モードの場合玄米/発芽（４H~６H）メニューは予約炊飯が設定できません。
※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
取り消した上で設定してください。
▶

3

選択ボタンを押して予約時間を設定した後セットボタンを押します。
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。
ボタンを押し続けると、連続で切り替わります。
（繰り返し機能)
※ 午前/午後の設定間違いにご注意ください。

▶
▶

4
5
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選択ボタンを押して希望のメニューを選択した後、
確認ボタンを押してください。
「選択ボタンで予約メニューを選択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。

▶

高圧炊飯/早炊きボタンを押します。
「白米、炊飯が予約されました。明日のOO、OO時OO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。
(炊飯量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。）
▶ 一度設定されて炊飯が完了された予約時刻は常に記憶されますので、
予約時刻を変更する必要がないときは予約ボタンのみを押します。
※ 予約炊飯時間はメニュー別最大人数分を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。
▶

例）白米を選択したとき

予約設定方法(無圧)
予約炊飯方法(無圧メニューを選択したい場合)
現在時刻が午後9時で、翌日午前7時40分に食事がしたい場合

1
2

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32ページをご参照ください。
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を｢無圧 ｣の方向に回し、
が表示されると予約ボタンを押します。
「予約、選択ボタンで炊飯完了時刻を設定して無圧炊飯若しくは
セットボタンを押してください。」という音声が流れます。

▶

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。
※ 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。
▶

3

選択ボタンを押して予約時間を設定した後セットボタンを押します。
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。
ボタンを押し続けると、連続で切り替わります。
（繰り返し機能)
※ 午前/午後の設定間違いにご注意ください。

▶
▶

4
5

選択ボタンを押して希望のメニューを選択した後、
確認ボタンを押してください
「選択ボタンで予約メニューを選択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。
▶ メニュー選択時には無圧炊飯、セットボタンが点滅し、
取り消しボタンが点灯されます。
▶

無圧炊飯ボタンを押します。
。
「銀シャリ、炊飯が予約されました。明日のOO、OO時OO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。
(炊飯量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。）
▶ 一度設定されて炊飯が完了された予約時刻は常に記憶されますので、
予約時刻を変更する必要がないときは予約ボタンのみを押します。
※ 予約炊飯時間はメニュー別最大人数分を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。
▶

例）銀シャリを選択した場合
例）銀シャリを選択した時
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予約設定方法
予約炊飯のご注意

1
2

予約炊飯をする場合
10時間以上予約炊飯するか乾いている米を予約炊飯する場合はご飯が 硬くなることがあります。
予約炊飯の設定時間または周辺環境条件によりご飯が 硬めに炊かれたり、柔らかめに炊かれたりすることがありますので、
内 の目盛りで水の量を調節してください。
▶ 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、再び開始します。

▶

3

予約設定可能時間を超える場合

4

設定時間が13時間を超過する場合

▶

設定時間が予約設定可能時間より短い場合は、すぐに炊飯が開始されます。

▶

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)
※ 予約時刻が13時間を超える場合、においおよび変色の原因となり、夏季にはご飯が傷みやすいため、
13時間以内に予約設定可能時間を設定しています。
※ 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。
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メニュー別予約設定可能時間
区分

メニュー

予約設定
可能時間

区分

メニュー

予約設定
可能時間

区分

白米

白米早炊き

(36分+お好み時間)
〜13時間

予約不可能

雑穀

雑穀早炊き

雑穀高火力

発芽玄米

51分 〜13時間

予約不可能

(53分+お好み時間)
〜13時間

予約不可能

高圧調理

無圧調理

自動洗浄

(設定時間+1分)
〜13時間

(設定時間+1分)
〜13時間

予約不可能

メニュー パン発酵/パン焼き

予約設定
可能時間

(設定時間+1分)
〜13時間

白米高火力

炊き込み

(47分+お好み時間)
38分 〜13時間
〜13時間

銀シャリ

おかゆ

51分 〜13時間

115分 〜13時間

玄米

無洗米

(62分+お好み時間) (36分+お好み時間)
〜13時間
〜13時間

浸す機能設定モード
お米を水に浸す時間を設定できます。
設定した浸し時間の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、銀シ
ャリメニューの開始後、5秒以内に予約ボタンを押すと浸す機能設定モードになりま
す。
2 浸す機能設定モードになると、予約ボタンを押すたびに炊飯前浸す時間が10分→30
分→60分→浸す時間なしで変化されます。
3 浸す時間の選択中、ボタンを入力せず5秒が経過すると現在の時間で適用されます。
ご希望の浸す時間を選択すると選択した時間後に炊飯が始まります。
※浸す機能動作中に圧力ロックハンドルの方向を回す場合、炊飯がキャンセルされます。
※浸す時間が長いと焦げが発生する場合があります。
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高圧調理の使用方法
高圧調理機能
圧力ロックハンドルを「高圧 」の方向に回し、
選択ボタンを押して高圧調理を選択します。

1

▶高圧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。
(「高圧調理、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選択ボタンで調理時間を設定します。

2

▶「選択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。

1.

2.
右側の選択ボタンを押す
と高圧調理の時間が1分
ずつ増加します。
(1時間30分以降は10分ず
つ増加, 4時間以降は30
分ずつ増加)

4.

3.
左側の選択ボタンを押
すと高圧調理の時間が
1分ずつ減少します。
(1時間30分以降は10分
ずつ減少, 4時間以降
は30分ずつ減少)

高圧調理の時間は5
分～9時間まで選定
が可能です。

ご希望の時間を選択
した後セットボタン
を押します。

セットボタンを押して選択ボタンで調理温度を設定します。

3

▶調理時間5分～1時間30分は調理温度が40℃～120℃まで、1時間30分～9時間は
40℃～100℃まで設定可能です。
▶「選択ボタンで温度を調節して高圧炊飯ボタンを押してください。」という
音声が流れます。

4

高圧炊飯/早炊きボタンを押します。
▶高圧炊飯/早炊きボタンを押すと高圧調理が始まります。
高圧調理が始まると炊飯が表示され、残り時間が表示されます。
「高圧調理、美味しい調理を始めます。」という音声が流れます。

5 予約方法
1. 現在時刻が合っ
ていることを確
認します。
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2. 圧力ロックハン
ドルを「高圧
」の方向に回
し、予約ボタン
を押します。

3. 選択ボタンを押
して炊飯完了時
間を設定した後
セットボタンを
押します。

4. 選択ボタンを
押して高圧調
理を選択して
セットボタン
を押します。

5. 選択ボタンで
調理時間およ
び調理温度を
選択し、高圧
炊飯/早炊きボ
タンを押しま
す。

※ 調理後に炊飯すると、においがご飯に染み込む事があります。（パッキンとふた部分を綺麗に拭いた後、お使いください。）

無圧調理の使用方法
無圧調理機能
圧力ロックハンドルを「 無圧」の方向に回し、
選択ボタンを押して無圧調理を選択します。

1

▶無圧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。
(「無圧調理、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選択ボタンで調理時間を設定します。

2

▶「選択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。

1.

3.

2.
右側の選択ボタンを押す
と無圧調理の時間が1分
ずつ増加します。
(1時間30分以降は10分ず
つ増加)

左側の選択ボタンを押
すと無圧調理の時間が
1分ずつ減少します。
(1時間30分以降は10分
ずつ減少)

4.
無圧調理の時間は5
分～2時間で選定が
可能です。

ご希望の時間を選択
した後セットボタン
を押します。

セットボタンを押して選択ボタンで調理温度を設定します。

3

▶ 調理時間5分～1時間30分は調理温度が40℃～105℃まで、1時間30分～2時間
は40℃～100℃まで設定可能です。
▶「選択ボタンで温度を調節して無圧炊飯ボタンを押してください。」という
音声が流れます。

4

無圧炊飯ボタンを押します。
▶無圧炊飯ボタンを押すと無圧調理が始まります。
無圧調理が始まると炊飯が表示され、残り時間が表示されます。
「無圧調理、美味しい調理を始めます。」という音声が流れます。

5 予約方法
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「 無
圧」の方向に回
し、予約ボタン
を押します。

3. 選択ボタンを押
して炊飯完了時
間を設定した後
セットボタンを
押します。

4. 選択ボタンを
押して無圧調
理を選択して
セットボタン
を押します。

5. 選択ボタンで
調理時間およ
び調理温度を
選択し、無圧
炊飯ボタンを
押します。

※ 調理後に炊飯すると、においがご飯に染み込む事があります。（パッキンとふた部分を綺麗に拭いた後、お使いください。）
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パン発酵／焼き
・人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

パン発酵

1

圧力ロックハンドルを｢
無圧 ｣に回し、
選択ボタンを押して【パン発酵】メニューを選択します。

2

セットボタンを押して、選択ボタンで
ご希望の発酵時間を設定してください。

「パン発酵セットボタンを押してください。」という音声が流れます。

▶

「選択ボタンでパン発酵時間を選んで無圧炊飯ボタンを押してください。」
という音声が流れます。

▶

発酵時間は約40分程度ですが状況に応じて時間を調節してください。（発酵
時間は5分〜120分まで設定可能です。発酵時間は5分単位で増加または減少します。
90分以降は10分単位で増加または減少します。）

▶

3

［無圧炊飯］ボタンを押して下さい

4

[1次発酵]が完了したら 、生地全体を軽く押して空気を抜いて、
2、3を繰り返して[2次発酵]してください。

※ 初期設定の時は40分

スタートボタンを押すと、パン発酵が始まります。
「パン発酵、 パン発酵を始めます。」という音声が流れます。
発酵が始まると「炊飯」が表示され、残りの時間が表示されます。

▶

2次発酵が完了後、ふたを開け、生地が1次発酵対比1.5〜2倍程度膨張している
ことを確認してください。

▶

パン焼き

1

圧力ロックハンドルを｢
無圧 ｣に回し、
選択ボタンで【パン焼き】メニューを選択します。

2

セットボタンを押して、選択ボタンでご希望の焼き時
間を設定してください。

3

［無圧炊飯］ボタンを押して下さい

「パン焼きセットボタンを押してください。」という音声が流れます。

▶

「選択ボタンでパン焼き時間を選んで無圧炊飯ボタンを押してください。」
。
という音声が流れます。
▶ 生地の発酵状態及び材料の容量によって焼き時間を設定してください
▶
焼き時間は1分〜80分まで設定が可能です。
(20分以降は5分単位で増加または減少します。)
▶

スタートボタンを押すとパン焼きが始まります。
「パン焼き、パン焼きを始めます。」という音声が流れます。
パン焼きが始まると「炊飯」が表示され、残りの時間が表示されます。

▶

メモ

※ 焼けたらすぐにパンを取り出します。そのままおくと内 にくっつく恐れがありますのでご注意ください。
※ 完了後、パンを直接手で触らないでください。火傷の恐れがあります。
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パン発酵/焼きの異常について
発酵させた生地や焼けたパンが異常な時には下の事項を確認してください。
状態
発
酵
さ
せ
た
生
地

発酵させた生地が膨
張しなかったり、膨
らみすぎる時

生地が内釜にへばりつ
く時

パンが小さく硬い時

パンが荒く、ぱさ
ぱさする時

確認事項

措置事項

・材料の分量は正確にしましたか？
発酵時間が長かったり、
短かったりしていませんか？

・材料の分量および時間設定を
正確にしてください。

・材料をよく練りましたか?

・材料の分量を確認後、練ってください。

・生地の材料、発酵時間などを正確に
しましたか?

・発酵時間、練りを正確にしましたか?

・材料の分量および時間設定を
正確にしてください。

焼
け
た
パ
ン

パンがねばねばする時
（パンが焼き上がって
いない時）

・発酵または焼き時間が不足していま
せんか？

パンが焦げる時

・焼き時間が長くありませんか?

パンの下面が焼けた
色が出ない時

・生地を内釜中央に置きましたか?
パン焼き時間が不足していませんか？

パン表面にしわがで
・焼けたパンをすぐに取り出しましたか?
きたりねばねばする時

・2次発酵が完了した生地を内釜の中央に
おいてください。パン焼き時間を延ばし
てください。

・パン焼きが完了したら、すぐにパンを取り
出してください。
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保温/再加熱
食事をする時
▶

保温中にほかほかのご飯が食べたい場合は、
［保温/再加熱］ボタンを押すと再加熱が
開始され、9分後に、炊き立てのようなほかほかのご飯を味わえます。

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｢高圧 ｣ 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時間であることを表わします。

表示部の｢
｣表示がくるくる回り、
残りの時間を表示して再加熱をします。

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
保温を進行し保温経過時間を表示
します。

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、ご飯を炊飯器に入れた後、［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。(このように冷えた炊飯器に温かいご飯を入れて保温する場合はにおいがしたり
変色することがあります。）
▶ 保温24時間経過すると、保温経過時間を点滅で表示して保温が長時間経過したことを知らせます
。
▶ 保温中に圧力ロックハンドルが｢
｣の
無圧 ｣ の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｢高圧
位置に合わせた後、保温/再加熱ボタンを押してください。
▶ 再加熱の進行中に圧力ロックハンドルを｢
｣が表示されます。
無圧｣ に回すと表示部に｢
このとき、再加熱がキャンセルされて保温になります。
▶
▶

メモ

炊飯直後や保温中にふたを開けるとき、圧力によりふたが開かない場合があります。
ふたを開けるときは圧力重りを傾けて圧力を完全に除去してから開けてください。
保温または再加熱時には必ず圧力ロックハンドルを｢高圧 ｣にしてください 。
(フックボタンの破損および保温性能に影響を与えます。）
▶ 炊飯完了後、ご飯をよくほぐしてから保温するとご飯の状態が良くなります。
(ご飯の量が少ない場合は、中央にふっくらと集めて保温してください。）
▶ 保温中に内 の縁部や蒸気排出口の下端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。
この場合はご飯をほぐしてください。
▶

保温時のご注意
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再加熱の予約
再加熱の予約
▶ご希望の時刻にほかほかご飯を召し上がりたい時、再加熱を予約設定してください。
▶予約再加熱は100分間進行されますのでご飯を召し上がりたい時刻から最低100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、翌日午前7時40分に食事がしたい場合

1 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32ページをご参考ください。
▶現在時刻が合っていないと予約再加熱時刻に完了しませんので、
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。

2 圧力ロックハンドルを｢高圧 ｣の方向に回し、表示部に「

」

が表示されると予約ボタンを押します。
▶圧力ロックハンドルを「高圧 」の方向に回さず、予約ボタンを
押すと予約再加熱ができません。

3 保温/再加熱ボタンを押すと予約再加熱設定モードに進入します。
▶
「 予約再加熱、選択ボタンで再加熱完了時刻をあわせて保温ボタンを
押してください 」という音声が流れます。
▶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をしたい方は予約時間を設定する必要がありません。

4 選択ボタンを押して予約再加熱完了時刻を設定します。
▶
右側選択ボタンを押すごとに10分ずつ増加します。
▶
左側選択ボタンを押すごとに10分ずつ減少します。
▶ボタンを押し続けると連続で切り替わります。(繰り返し機能)
※午前/午後の設定間違いにご注意ください。

5 セットボタンを押します。
▶「保温ボタンを押して下さい。」という音声が流れます。

6 保温/再加熱ボタンを押します。
▶予約された時刻に予約再加熱が完了します。
▶予約時刻を設定すると、次に設定するまで記憶されます。
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ご飯をおいしく保温するには
保温温度の調節方法
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、
保温温度があっていない場合がありますので温度を調節してください。

❷-1

温度を上げる時

❷-1

選択ボタンを押すと表示部が図
のように替わります。(高め）

❶ 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
「保温温度設定モードです、保温温度
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。これ
は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。)

❸ 希望する温度を設定した後、セットボタンを
押すと温度が設定されます。
（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。）

❷-2 温度を下げる時

❷-2

選択ボタンを押すと表示部が図
のように替わります。（低め）

※ 製品出荷時に設定された基準温度が取扱説明書と一致しないことがあります。

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2〜3℃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2〜3℃ほど下げます。

お好み保温機能の調節方法
保温中ふたを開けた時に水が多く垂れて、ご飯が水っぽくなる場合に使用します。

❷-1

❷-1 選択ボタンを押すと表示部が図
のように替わります。（高め）

❶ 待機状態でモードボタンを4回押しま
す。表示部に図のように表示され、
「お好み保温設定モードです。選択ボ
タンで温度を調節後、セットボタンを
押してください。」という音声が流れ
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。)

❸ 希望する温度を設定した後、セットボタ
❷-2

ンを押すと温度が設定されます。
（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。）

❷-2 選択ボタンを押すと表示部が図
のように替わります。（低め）

１.ふたを開けるときに、かなりの水が流れる場合：選択ボタンを押し設定モードを高くします。
2 .内釜の縁部に水っぽくなったご飯がくっつく場合：選択ボタンを押し設定モードを下げます。
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夜間保温モードの設定方法
夜間保温モードの設定方法
長時間保温するとき

ご飯の品質(変色、乾き、においなど)の低下予防のために就寝時間
(ＰＭ10：00〜ＡＭ04：00)の間に保温温度を低温状態に維持する機
能です。必要により設定してください。

設定/解除方法
▶ 設定方法

▶ 解除方法

1
2
3
4
▶

▶

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変わります。
(モードボタンを長押しすると設定モードになります。)
夜間保温設定モードになると、｢夜間保温設定モードです。選択ボタンで夜間保温を選択又は解除し
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。
選択ボタンを押すと｢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。
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すと｢機能設定がキャンセルされました。」という音声が流れます。
また、何のボタンも入力しないで７秒が経つと｢時間が超過し機能設定がキャンセルされました。」
という音声とともに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。

よくお手入れをしてください。特に、ふた部分のお手入れの状態が悪いと細菌が繁殖して
保温時ににおいがすることがあります。
▶ 見かけ上きれいでもいたるところに細菌が生息して保温時、
においを発生させることがありま
すので、においが酷い場合は、水を内 の白米目盛２に合わせ酢を大さじ1入れた後
、
ふたを閉め、自動洗浄をしてください。
自動洗浄完了後、 内 を必ずきれいに洗い流します。
▶ スープや煮物などの料理をした後、きれいに洗わないで保温をするとご飯ににおいが染み
込むことがあります。
▶

保温時に
においがするとき
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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。

1
2

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。
▶
▶

待機状態の時は、モードボタンを1回長押ししてから、機能設定に進んでください。
｢現在時刻設定モードです。選択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。

選択ボタンを押して時を｢
に合わせます。

｣に合わせ、分を｢

<待機状態>

｣

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分ずつ連続で切り変わります。
(繰り返し機能)
※ 午前/午後の設定間違いにご注意ください。
▶
▶

3

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、「時間が超過し機能設定が
キャンセルされました。」という音声とともに時刻設定がキャンセルされます。

メモ

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。
▶

リチウムイオンバッテリー
について

▶

停電補償機能について

▶

▶

▶

保温中の
現在時刻の合わせ方
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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、
正常に動作します。
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、
調理の状態に多少の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。

音声案内機能の設定と解除

(モードボタンを長押しすると設定モードになります。)

になると、表示部に「

｣ が表示されます。

選択ボタン

選択ボタン

モードボタンを10回押してください。
（待機状態の時は、モードボタンを1回長押ししてから、機能設定に進んでください。）

音声機能OFF
昼間音量の20%
昼間音量の40%

選択ボタン

昼間音量の60%
昼間音量の80%
昼間音量と同じ

33

節電機能
待機モード 節電機能
電源コードを抜かないと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
削除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）ボタン操作を開始すると「節電モードが終了しました。お好みの機能を選択してください。」という音声とともに節電
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、「節電モードが終了しました。お好みの機能を選択してください。」
という音声とともに 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
自動節電機能の設定モードで、待機時間を “0FF”以外に設定すると、 設定された
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。）
▶設定方法
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1
2
3
4

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。)

自動節電機能の設定モードになると、
「自動節電機能 設定モードです。選択ボタンで
待機時間を選択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。

選択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。
自動節電機能設定モードで、何のボタンも押さずに7秒が経過すると、
「 時間が 超過し機能設定がキャンセルされました。」
という音声とともに機能が設定されず、取り消され、待機状態に戻ります。

センサー設定機能
センサー設定機能
保温、予約中照度センサーが自動的に周囲の明るさを認識して炊飯器のエネルギー消費を最小化する機能です。
（製品出荷時の設定値は2です。）

（ センサー機能選択時）

（ センサー機能解除時）

1

待機状態で、モードボタンを11回押すと、センサー機能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

選択ボタンでセンサー機能を選択もしくは解除をして、セットボタンを押してください。

3

選択ボタンを押すたびに、センサー機能が3段階→OFF→1段階→2段階→3段階から 選択することができ、OFFが表示
されたら、「センサー機能が解除されました。」という音声が流れます。

4

希望の段階を選択した後、セットボタンを押すと、「センサー設定が完了しました。」
という音声とともに設定されます。

5

センサー機能設定モードで、取り消しボタンを押すか、何のボタンも押さずに 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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作動ロック機能/残り時間表示機能
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作動ロック（ボタンのロック）を設定することができる機能です。

1
2

設定方法

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、作動ロックが選択/解除できます。

設定
作動ロックが選択された時、
「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

解除
作動ロックが解除された時、「作動ロックが解除されまし
た。」という音声が流れます。
メモ

※ 作動ロックが設定された状態でセットボタン以外のボタンを押すと、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まま電源をOFFにすると作動ロック機能は解除されます。

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の表示を選択/解除できます。
（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
2
3
36

4

待機状態で、モードボタンを9回押すと、炊飯の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。)

炊飯残り時間表示設定モードになると、「炊飯残り時間表示設定モードです。
メニューボタンで炊飯残り時間表示モードを選択または解除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。

※ 炊飯残り時間表示を選択

選択ボタンを押すたびに炊飯残り時間表示の選択または解除が設定できます。
「炊飯残り時間表示モードが選択されました。 セットボタンを押してください。」
または「炊飯残り時間表示モードが解除されました。セットボタンを押してください。」
という音声が流れます。
※ 炊飯残り時間表示を解除

炊飯残り時間表示設定モードで、取り消しボタンを押すか、何のボタンも押さずに
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。

画面の照明節電機能
画面の照明節電機能
待機、炊飯、保温、予約炊飯中に画面の明るさを調節する機能です。
(画面の照明節電機能On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On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

画面の照明節電機能になると、
「画面照明節電機能設定モードです。選択ボタンで画面照明節電機能を選択または
解除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

選択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。

4

セットボタンを押すと、
「画面の照明の節電機能の設定が完了しました。」という音声とともに記憶されます。

5

画面の照明節電機能の設定モードで、取り消しボタンを押すか、何のボタンも押さずに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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製品のお手入れ
※ お手入れをしないと保温中においが発生する原因となります。特にふた部分はよくお手入れをしてください。
(電源プラグを抜いて本体の熱が冷めた後にお手入れしてください)。
※ 本体・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。
※ 内ぶたなどのステンレス素材部分は塩素成分の添加された洗剤で洗浄したり拭かないでください。
※ 使用中、内ぶたや、ふたの内側、内釜内部に煮汁が溢れ、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。
※ 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。

内ぶた、パッキン
内ぶたは洗浄後必ず外ぶたに取り付けてください。
取り付けないと、炊飯・予約操作ができません。(保温時警告音発生)
ホルダー外す

ホルダー取り付ける

内ぶた接触面

① 内ぶたのワンタッチボタンを押し、内ぶたのつまみを
矢印の方向（手前）に引っ張ると、炊飯器から
取り外し出来ます。
※ 内ぶたの装着時、 落ちないように内ぶたつまみを握
ってください。
※ 取っ手 ボタンの中央を押して使用してください。

② 台所用中性洗剤とスポン ③ 内ぶたを取り付ける時は、
ジで洗い、固く絞ったふ
きんで拭いてください。
※ パッキンに付いたご飯粒
なども固く絞ったふきん
で拭いてください。

内ぶたのつまみを握って外ぶたに取り付け、
内ぶたの下部を“カチッ”と音がするまで
押して完全に結合させてください。

※ハンドルが熱い場合があ
りますので冷めてから分
離し、手入れをしてください。

パッキンは洗浄や交換で分離後 、再組み立て時には完全に装着して、使用してください。
パッキンを取り付ける時は
6箇所のパッキン突起と
内ぶたに付いている目印を
合わせるようにします。

パッキンを外す時
は図の様に握り引っ張っ
てください。
パッキン合わせ突起

6箇所をはめ込んだら、
図のようにパッキンを押して
完全に取り付けてください。

自動洗浄のしかた
内釜に水を白米の目盛り2まで入れ、ふたを閉めて圧力ロックハンドルを
｢高圧 ｣または「
無圧」に回してください。
手順１
圧力ロックハンドルで高圧モード又は無圧モードを選択してください。
手順２
待機状態で予約ボタンを2回押し自動洗浄を選択した高圧モードでは高圧
炊飯/早炊きボタンを、無圧モードでは無圧炊飯ボタンを押してください。
※ 自動洗浄を定期的に行うと2重モーションバルブを清潔に維持できます。
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4

カバー目印

図の様に完全にはめ込ん
であることを確認してくだ
さい。パッキンが 完
全にはめ込んでないと蒸
気が漏れる恐れがありま
す。

製品のお手入れ
ソフトスチームキャップのお手入れ
炊飯や調理の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。
火傷の恐れがありますので注意してください。
パッキン

溝

パッキン溝

突起

❶ ソフトスチームキャッ
❷ つまみ部分を矢印方向に押して分離してください。
プを図の様に溝部分を
台所用中性洗剤及びスポンジで洗浄してください。
指で掴み上にそ っと上げ
洗浄後順番通りに組み立ててください。
ながらはずします。
※ パッキンを装着する時は方向に注意し溝をよく合わせて
入れてください。

❸ ソフトスチームキャップを組み立てる時には矢印方向
❸ ソフトスチームキャップを組立てはめ込む ❹ 製品にソフトスチームキ
が一致するように合わせた後、
時計回りに回し、
確実に
ャップを装着する場合に
時にはスチームキャップホール部分に合わ
組み立ててください。
は図の様にソフトスチー
せ、下側の溝と突起部分を合わせた後、矢
ムキャップを押して強く
印の方向に押して前の方のフックを確実に
固定してください。

はめてください。

水受け 水溜まり防止排水路のお手入れ

❶ 水受けを取り外しま
す。

❷ 水溜まり防止排水路キャッ ❸ 水溜まり防止排水路キャップ ❹ お手入れの後、図のように ❺ 水受けを矢印の方向に
プのレバーを持って下方向に
や水受けを固く絞ったふきん
水溜まり防止排水路キャッ
押して正しく差し込ん
スライドして取り外します。
で拭くか、台所用中性洗剤と
プを上方にスライドして取
でください。
スポンジで洗ってください。
り付けてください。

圧力弁のお手入れ

圧力重り/２重モーションバルブ

ソフトスチームキャップ

異物等で自動蒸気排出口と2重モーションバルブが詰まっているとまともに機能しないため、使用前後には下の自動
蒸気排出口/2重モーションバルブ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。2重モ
ーションバルブの異物を除去するために定期的に自動洗浄を実施してください
(p38参照)。蒸気排出口の穴が詰まっていないの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 >
❸ 掃除の後に圧力重りを取り付ける時には分離した
時とは反対の方向(時計方向)に回して装着します。
❹ 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。

❶ 圧力ロックハンドルを「高圧 」に回し圧
力重りを上に引き上げ矢印の方向(時計反対
側)に回して外します。
❷ 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。

内釜/付属品

台所用中性洗剤やスポンジで洗ってください。

※ 掃除用ピンでは圧力弁蒸気排出口のみ掃除し、別の穴の部分
は安全装置であるので決して入れないでください。
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製品のお手入れ
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方向に
回してふたを閉めます。

圧力ロックハンドルの使い方について
て

1
2
3

炊飯や調理時にはふたを閉めて圧力ロックハンドルを｢高圧 ｣
又は｢ 無圧｣方向に確実に回してください。機能表示部に
“
”又は“
” と表示されます。
炊飯や調理後圧力ロックハンドルを｢高圧 ｣から｢ 無圧｣に
回して、フックボタンを押してふたを開けてください。
本体の内部の蒸気を完全に排出しないと圧力ロックハンドルを
｢高圧 ｣から｢ 無圧｣に軽く回りません。この時に圧力ロックハ
ンドルを強く回さないでください。圧力重りを横にして、内部の蒸気
を完全に排出した後、再び操作してください。
ふたを開閉する際には常に圧力ロックハンドル の位置を｢ 無圧｣
に確実に回してください。

▶圧力ロックハンドルを高圧モードに回すと、
高圧炊飯や高圧調理選択が出来ます。
この時機能表示部に｢ ｣が表示され、
圧力ロックハンドルのLEDランプが
オレンジ色に点灯します。
この機能は、ふたが確実にロックされて、
高圧モードを選択できるように表示してくれる
安全装置機能です。
▶圧力ロックハンドルを無圧モードに回すと、
無圧炊飯や無圧調理選択が出来ます。
この時機能表示部に｢ ｣が表示され、
圧力ロックハンドルのLEDランプが
青色に点灯します。
▶機能表示部に｢ ｣または｢ ｣と表示されないと、
炊飯や予約ボタンが機能しません。

本体のお手入れ
安全パッキン

使用前・後、蒸気の排出口がつまら
ない様にきれい にやさしく拭いてく
ださい。

内釜
圧力パッキ
ン接続面

内 の外側面や底面の異物及び水気
をきれいに拭いてください。粗いたわし、
ブラシ、研磨剤などはコーティング
が剥がれる恐れがありますので台所
用中性 洗剤とやわらかい布、スポン
ジなどで拭いてください。
※ 内釜は消耗品ですので、2～3年に一度内釜
を買い替えて頂くと、より長くおいしいご
飯を頂けます。

本体水たまり部

炊飯時発生する水は蒸気排出口を通
り 溝 に た ま るように設計されている
ので炊飯後、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
鋭い食器類(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。
- お客様の過失によって内釜の変形が発生した場合には
保証期間内であっても有償修理となります。
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本体内部

温度感知器に異物がへばりついてい
る場合金属板に傷をつけない様に除
去してください。

こんな表示のとき
使用方法が正しくなかったり、製品に異常が発生したときは下記のようなエラーが表示されます。
サービスセンターにお問い合わせになる前に下記の事項をご確認ください 。
エラー表示

確認事項
内釜が本体にセットされていますか？

圧力ロックハンドルを「高圧 」又は
「 無圧」にしっかりと回しました
か。
「 」又は「 」が表示されましたか?

措置事項
内釜が入ってない状態ではボタンの操作ができ
ません。内釜を正しくセットしてください。
圧力ロックハンドルを「高圧 」又は
「 無圧」にしっかりと回します。
圧力ロックハンドルを完全に回さないと炊飯、
予約/自動洗浄ボタンが作動しません。
無圧メニュー選択時に高圧炊飯/早炊きボタン、
高圧メニュー選択時に無圧炊飯ボタンを押した
場合にも同じ現象が発生します。

１００Vを使用していますか？

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。
・電源を遮断した上、弊社の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。

内ぶたが装着されていますか？

内ぶたを装着してください。（38ページ）
・内ぶたが装着された状態で、
“
”表示が点滅を続け
た場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

予約設定時間が13時間を超えていま
せんか。

13時間以内で設定してください。

&

マイコンの電源に異常があるときに
表示されます。

電源を切った後、サービスセンターにお問い合
わせください。

&

機能センサーに異常があるときに表
示されます。

電源を切った後、サービスセンターにお問い合
わせください。

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。

電源を切った後、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です。

持続的に表示される場合、サービスセンターに
お問い合わせください。

温度感知器に異常がある場合に表示
されます。

電源を切った後、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。

電源を切った後、サービスセンターにお問い合
わせください。

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「 無圧」
に回さず保温が取り消しされた状態
（待機状態）で高圧炊飯/早炊きボタ
ンを押してはいませんか？

圧力ロックハンドルを「 無圧」に回した後、
再度「高圧 」に回してください。

“ ”“
”
表示と
“ オープン ”
の表示が点滅
するとき

ふたが開いてはいませんか？

高圧/無圧炊飯、保温/再加熱、予約の際は、
ふたを閉めた上で行ってください。
炊飯中にふたを開けると蒸気によりやけどを負う恐
れがあります。
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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お問い合わせください。

状態

確認事項

・炊飯ボタンを押しましたか？
炊飯/
調理ができない ・調理中、停電になりましたか？

ご飯がパサパサ
したり、
ばらつきご飯が
炊ける時

炊 豆(雑穀)

・計量カップで計量しましたか？
・水加減は正確にしましたか？
・お米はきれいに洗いましたか？
・お米が古くなって、あまりにも乾いていませんか？
・お米を長時間ふやかしていませんか？
・豆（雑穀)が乾き過ぎになっていませんか？

が生煮えた時

飯

・ご希望の圧力モードを選択の上、［高圧炊飯］又は
［無圧炊飯］ボタンを1回押して表示部に
と
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32ページをご参照ください。

・正しく計量してください。
・水を多めに入れて炊飯してください。

・豆(雑穀）をふやかしたり煮たりしてから雑穀
メニューで、炊飯をしてください。雑穀の種類に
よって生煮えることがあります。

ご飯が硬い/
やわらかい

・メニューの選択は正しかったですか？
・水加減は正確にしましたか？
・ご飯を蒸らすときに外ぶたを開けてい
ませんか？

・メニューを正しく選択してください。
・水加減を正確にしてください。(15ページ)
・炊飯完了音が鳴り圧力を完全に抜いてから
外ぶたを開けて、ご飯をよくほぐしてください。

ご飯が
ひどく焦げる

・温度感知器、内 の外側にご飯粒がかたく
くっついていたり、異物がついていませ
んか？
・｢お好み炊き分け」または「お好み炊飯」
機能を設定していませんか？

・温度感知器、内 の外側の異物を取り除いて
ください。(40ページ)
・必要により｢お好み炊き分け｣または｢お好み炊飯｣機
能を解除又は設定した後、調理して ください。
(16,17ページ)

炊飯中に
ふきこぼれる

・計量カップで計量しましたか？
・水加減は正確にしましたか？
・メニューの選択は正しかったですか？

・15ページを参照して正しく計量してください。

・内 の内部が熱くないですか？
・作動ロックが設定されていませんか？

・炊飯や調理中にやむを得ず取り消す場合、安全のために取
り消しボタンを2秒間押すと炊飯や調理が取り消されます。
・炊飯または調理がキャンセルされると、自動蒸気排出
装置で蒸気を排出しながら内容物が飛散することが
ありますので顔や手などをやけどしないようにご注意
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
解除します。

・調理時、｢ブーン｣という音がしません
か？
・調理および保温中、｢チー｣という
音がしませんか？

・内部部品の熱を冷やすために送風モーターが動作
する音です。正常です。
・·調理や保温中に｢チー｣という音はＩＨ圧力炊飯器
が動作するときに出る音です。正常です。

炊飯直後や
保温中ににおい
がする

・調理などをした後、十分にお手入れ
をしましたか？

・38ページを参照して内ぶたのパッキンを
きれいに拭いてからご使用ください。

玄米がうまく
発芽されない時

・定量以上の玄米を入れて発芽させては
いませんか？
・古い玄米を使用していませんか？

・定量の玄米を入れてください。
・古い玄米を使用した時、
発芽率が下がることがあります。

炊飯または調
理中、取り消
しボタンが押
せない

炊
飯
・ 調理や保温時、
調 音がする
理
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措置事項

故障かな？と思ったとき
状態

確認事項

措置事項

保温中、
においがする時

・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いませんか?

・ふたは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。
・保温時間はなるべく12時間以内にしてください。
・白米以外のメニューや冷めたご飯は保温し
ないでください。

・保温後、24時間が経過していませんか？

・保温24時間経過以降から保温経過時間を点滅して
表示され、保温が長時間経過したことをお知らせします。

保温中、ご飯が
冷める場合

・保温を夜間保温モードに設定して い
ませんか？

・必要により夜間保温モードを解除又は設定
した後、保温してください。

保温中、警告音が
鳴るか、再加熱が
できない時

・内ぶたが装着されていますか？

・内ぶたを装着してください。

予約調理時間が
合わない時

・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？

・現在時刻が正しくないと予約時刻に炊飯完了しま
せん。現在時刻を合わせてください。
(32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。(22ページ）

・圧力ロックハンドルを「高圧
の方向に完全に回しましたが？

・圧力ロックハンドルを完全に「高圧
の方向に回してください。

保
温 保温中、保温経
中 過時間の表示が
点滅している時

予
約 予約炊飯中、
報知音と共に
「
無圧」
表示が点滅する時

」

・圧力ロックハンドルが「 無圧」
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?

・圧力ロックハンドルを「
無圧」に
完全に回し閉めてください。
・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左右に回し
本体に完全に設置させます。

圧力ロック
ハンドルが
「 無圧」に
動かない時

・ 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?

・炊飯又は調理中にはふたを開けないでください。
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長押しして、
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。

圧力ロック
ハンドルが
「 無圧」に
動かない時

・圧力重りを完全に傾けていますか？

・圧力のためです。
・圧力重りを傾け、蒸気を完全に抜いてから
ふたを開けてください。

・パッキンに異物(ご飯粒など)が付着し
ていませんか？
・パッキンが古くなっていませんか？

・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
ンを約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の
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。

外ぶたが
閉まらない

そ
の
他

」

ふたの間から
蒸気が漏れたり
｢ピー｣という
音がする時
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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いたしますので、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下さい。
保証期間後、修理によって機能が維持できる場合はご要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。

炊飯器の処分について
※ 小型家電リサイクル法で定められています。お住まいの地域指定業者(廃棄物処理業者)で処分して下さい 。

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 。

警告

● 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。
● 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
5年間です。

ご自分での修理はしないでください。大変危険です。

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 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
〒105-0013
東京都港区浜松町2丁目1-13 7階 B

仕様
区分

6合炊き(1.08L)製品

炊飯容量（白米）

０.36Ｌ(2合)〜1.08L(6合)

定格消費電力

1090W

定格電圧及び電流

交流 100V 50/60Hz、10.9A

調整装置の使用圧力

98 kPa (1.0 Kgf/㎠)

安全装置の圧力

147.0 kPa (1.5 Kgf / ㎠)

製品の大きさ

39.2cm(奥行き)X26.9cm(幅)X26.8cm(高さ)

重量

6.8kg

温度ヒューズ

169℃

最大炊飯量

1.08L

区分名

B

蒸発水量

15.4 g

年間消費電力量

99.3kWh/年

1回当たりの
炊飯時消費電力量

153.3Wh

1時間当たりの
保温時消費電力量

28Wh

1時間当たりのタイマ
ー予約時消費電力量

1.7Wh

１時間当たりの
待機時消費電力量

0.7Wh
コース

白米

白米
高火力

白米
早炊き

雑穀

雑穀
高火力

雑穀
発芽玄米
早炊き

玄米

容量

0.36L
~
1.08L

0.36L
~
1.08L

0.36L
~
0.72L

0.36L
~
0.72L

0.36L
~
0.72L

0.36L
~
0.72L

0.36L
~
0.72L

容量
付属品

0.36L
~
0.72L

炊き込み 無洗米
0.36L
~
0.72L

0.36L
~
1.08L

おかゆ

銀シャリ

0.18L
~
0.27L

0.36L
~
0.72L

取扱説明書、レシピブック、しゃもじ、計量カップ、蒸し器、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力量は白米ふつうコース、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。

45

MEMO
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MEMO
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輸入総販売元
10:00～12:00 / 13:00～17:00

383-573M Rev.0

