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このたびはMFGのSRクッキングヒーターをお買いあ
げいただきまして、
まことにありがとうございました。
■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ
さい。
そのあと大切に保存し、
必要なときお読みください。
■保証書は必ず
「お買い上げ日、お買い求め先名」
など
の記入を確かめて、お買い求め先からお受け取りく
ださい。

安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を
記載しています。
つぎの内容
（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

警告 を負うことが想定されること”を示します。

“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷

※1

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害※2を負うこ

注意 とが想定されるか、または物的損害
定されること”を示します。

の発生が想

※3

※ 1：重傷とは失明、
けが、
やけど
（高
温・ 低 温 ）、 感 電、 骨 折、 中
毒などで後遺症が残るものお
よび治療に入院・長期の通院
を要するものをさします。
※ 2：傷害とは、治療に入院や長期
の 通 院 を 要 さ な い、 け が、

やけど、感電などをさします。
※ 3：物 的損害とは、家屋、家財お
よび家畜、ペット等にかかわ
る拡大損害をさします。

■図記号の説明

は、禁止
（してはいけ
ないこと）
を示します。

●は、指示する行為の
強制
（必ずすること）を
示します。

警告
使用中・使用後
可燃物や引火物を近づけない
禁止

火災のおそれがあります。
※燃えやすいものをトッププレートの上や
そばに絶対に置かないでください。
（ふきん・新聞・スプレー缶など）

取り扱い

分解禁止

禁止

分解・修理・改造は行わない

水をかけない

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修理ご相
談窓口にご相談ください。

ショート・感電するおそれがあります。
水ぬれ
禁止

子供など取り扱いに不慣れな方
だけで使わせたり、乳幼児に触
れさせない

禁止

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

排気口やすき間に、ピンや針金
などの金属類や異物を入れない
排気口に指を入れない
火災・感電・けがの原因になります。
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警告
取り扱い
調理・湯沸かし以外のことに使わ
ない
禁止

暖房や洗濯物などの乾燥や炭火おこしなど
の目的に使わないでください。
火災や故障の原因になります。

禁止

電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の
上では使用しない
禁止

火災の原因になります。また、傾いた状態
で使用すると、なべがすべり落ち、やけど
の原因になります。

禁止

万一ひびが入るなど損傷した場合は、感電
や過熱の原因になります。このような場合
は、電源スイッチを切って使用を中止し、
すぐに修理を依頼してください。

マグネットプラグにピンやごみ
を付着させない
禁止

トッププレートの上にカセット
コンロやボンベを置かない
禁止

ボンベが爆発するおそれがあります。

必ず守る

絶縁劣化による感電･漏電･火災の原因にな
ります。

必ず守る

感電のおそれがあります。

定格15A以上、交流100Vのコ
ンセントを単独で使う
他の器具と併用すると、分岐コンセント部
が異常発熱して発火することがあります。

必ず守る

使用していない時は、ヒーター
の上に物を置かない
禁止

差込みが不完全な場合、感電･発熱による
火災の原因になります。

使用後は電源の
「切」
を確認する
必ず守る

必ず守る

ほこりが付着していると、火災の原因にな
ります。

電源プラグは根元まで確実に差
込む

ぬれた手で電源プラグ・マグネッ
トプラグの抜き差しをしない
禁止

感電･ショート･発火の原因になります。

電源プラグやマグネットプラグ
のほこりを取る

使用時以外は、電源プラグをコ
ンセントから抜く
電源プラグ
を抜く

電源コードや電源プラグが傷ん
だり、外れかかったマグネット
プラグやコンセントの差込みが
ゆるいときは使用しない
感電･ショート･発火の原因になります。

トッププレートに衝撃を加えない
禁止

電源コードを傷つけたり、加工
したり無理に曲げる･束ねる･ひ
っぱる･ねじるなど、また重い物
を載せたりしない

火災のおそれがあります。
長期不在のときは、専用回路のブレーカー
を切ってください。

味噌汁やカレーなど沈殿したり、
粘性のある調理物を加熱すると
きは、火力を弱めにし、ときど
きかき混ぜる
水や調理物を加熱していると突然沸騰して
飛び散ることがあり、やけど、けが、トッ
ププレート破損の原因になります。

火災のおそれがあります。
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警告
油調理中
揚げ物調理中はその場を離れない
禁止

底が変形していない平らななべ
を使う

油温が上がり過ぎ、
発火することがあります。
その場を離れるときは、必ず電源を
「切」に
してなべをプレートからおろしてください。
※いため物、焼き物など、油を使う調理を
するときもそばを離れないで、加熱し過ぎ
ないように火力を調整してください。

底の平らな
天ぷらなべを
使う

温度スイッチをお使いください。

油煙が多く出たら電源を切る
必ず守る

底に凹凸やそりのあるなべを使うと油温調
節機能が働かず、油温が上がり過ぎて火災
の原因になります。

なべは加熱部の中央に置く

油が高温になっているため、続けて加熱す
ると発火し、火災の原因になります。

必ず守る

500ｇ（0.56Ｌ）未満の油では調理しない
禁止

油の温度が上がり過ぎ、発火の原因になります。
その場を離れるときは、必ず電源を「切」
にして、なべをヒーターからおろしてください。

注意
使用中・使用後
使用中・使用後しばらくは、トッ
ププレートやその周囲に触れない
接触禁止

他の器具（ガスコンロなど）であ
らかじめ加熱した油を使わない

高温注意ランプが消灯しても、十分に冷め
るまでは、手を触れないようにしてくださ

禁止

異常加熱し火災の原因になることがあり
ます。

い。やけどするおそれがあります。

空だきしたり、加熱し過ぎない
禁止

揚げ物調理中は油の飛び散りに
注意する

やけどをするおそれがあります。なべを傷
めたり、トッププレートの変色･破損の原
因になります。
※水分が少ない調理は、空だきに近い状態
になるため火力を強くし過ぎないように
してください。

必ず守る

油をなべいっぱいに入れないでください。
油の飛び散りの原因になります。
※水分の多い食材を揚げるときは、油の飛
び散りに注意してください。やけどの原
因になります。

取り扱い
水のかかるところや火気の近く
で使用しない
禁止

本体周囲に物を置かない
火災の原因になります。

感電･漏電の原因になります。

禁止
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注意
取り扱い
なべを不安定な状態で使わない
禁止

本体になべを載せたまま持ち運
ばない

トッププレートからはみ出していると、落
下などにより、けが･やけどの原因になり
ます。

禁止

排気口（フィルター）をふさがない

なべ・なべの取っ手などの高温部
に触れない

フィルターのほこりを取る
禁止

本体内部の温度が上がり、故障･火災の原
因になります。

禁止

必ず守る

調理物が発火して火災の原因になることが
あります。

禁止

電源プラグを抜くときは、コー
ドを持たずに必ず先端の電源プ
ラグを持って引き抜く

必ず守る

トッププレートの上で直接調理
しない

調理くずや油分をふき取ってください。そ
のまま調理すると発煙･発火の原因になり
ます。また、熱いうちはやけどの原因にな
ります。

調味料をこぼしたまま使用しない

トッププレートを傷める原因になります。
油や汁がたれ落ちる焼き網などでの調理も
しないでください。

禁止

なべ底を確認する
必ず守る

故障の原因になります。

使用後は必ず冷めてからお手入
れする

感電･ショート･発火の原因になります。

禁止

やけどの原因になります。

高温のなべを操作部の上に載せ
ない

使用中は本体から離れない
禁止

なべがすべり落ちて、やけどの原因になり
ます。

トッププレートを傷める原因になります。
※トッププレート上に糖分を含んだ煮汁等
が付着した場合、そのまま加熱されます
と、糖分の分子構造がガラスに近いため、
一体化してはくりする場合があります。

なべ底に突起物がついたままご使用されま
すと、トッププレートが破損することがあ
ります。

缶やアルミ箔など、なべ以外のものやアルミ箔なべ・レトルトパックなどを加
熱しない、なべの下に紙･なべ敷き･加熱用鉄板・汚れ防止カバーなどを敷かない
禁止

破裂したりして、けが･やけどの原因になります。また、故障･火災の原因になります。
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各部のなまえとはたらき
本

体

●電源コードは①、②の順に差し込んでください。
トッププレート

電源コード
②電源プラグ
①マグネットプラグ
※金属片の付着に注意してください。

ヒーター 1350W
フィルター（底面）
排気口（底面）
リセットスイッチ
（裏面）
音声切替えスイッチ
（裏面）

操作部

高温注意ランプ
トッププレートが熱い間
点灯／点滅します。

タイマー時間セットキー
現在時刻・タイマー時間／時刻を
合わせるときに使います。

火力･温度調節キー
火力･温度調節に使います。

タイマーセットキー

電源（温度）
スイッチ

現在時刻・調理／予約タイマーを
設定するときに使います。

「入」
「切」
に使います。

電源(火力)
スイッチ

炊飯スイッチ
「入」
「切」
に使います。

「入」
「切」
に使います。

火力･温度表示

時刻･タイマー表示

ヒーターの火力･温度を
表示します。

現在時刻･タイマー設定時間を
表示します。
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上手にお使いいただくために
市販のなべをご使用になる場合は、下記のことを参考にしてご使用ください。

■使えるなべは？

下図に示す適しているなべをご使用ください。
適さないなべをご使用になると、効率が悪くなるだけでなく、器具の保護のため温度センサーが作動し、湯が沸かなかったり調理がうまくでき
なくなることがあります。トッププレートの温度が上がり過ぎ、ガラスにヒビが入ったり、油調理で温調機能が働かず、油温が上がり過ぎて発煙、
発火の恐れがあります。

適しているなべ
大
き
さ

底
の
形

適さないなべ

なべ底の平らな部分の大きさ
がトッププレートの発光部分
17～22cm

23cm以上

の大きさと同じものが適して
16cm以下
います。

適さない鍋

適さない鍋

材
質
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■お知らせ
火力調節について
火力調節はヒーターをつけたり消したりして行います。火力が小さいほど消えている時間が長くなります。

余熱について
スイッチを
「切」にしても、すぐにヒーターの温度は下がらず、しばらく高い温度を保ちます。この熱を上手に利用
してください。
強火料理のあとなら余熱で、いり卵やハンバーグソースなどが上手に仕上がります。中火･弱火料理のあとは汁も
のの保温などに利用できます。

ヒーター過熱防止機能について
加熱調理中に火力が「強」でも、自動的にヒーターがついたり消えたりする場合、火力が下がる場合がありますが、
故障ではありません。
適さないなべを使用しているときは、その回数が多くなりますので、適したなべをお使いください。
トッププレートの表面温度が高温になり過ぎるとヒーターの通電が切れます。この際、高温注意ランプが早く点滅
してお知らせします。改めてお使いになる場合は、本体が冷めてから、火力、温度設定を再度行ってお使いください。

切忘れ防止機能について
何も操作を行わなかったとき約45分経過すると、音声とブザー音が鳴って、自動的にヒーターの通電が切れます。
この際、操作部中央の表示の明かりが点滅してお知らせします。継続してお使いになる場合は、火力･温度設定を
再度行ってお使いください。
調理タイマー使用中は、切り忘れ防止機能が働きません。

高温注意ランプについて･･･やけどに注意
トッププレートは調理終了後も熱が残っています。高温注意ランプが点灯･点滅している間はトッププレートやそ
の周辺に触れないでください。（高温注意ランプが消灯しても、加熱部分に触り続けますとやけどをします。
）
高温注意ランプは、調理中はトッププレートが熱い間は点灯して、高温であることをお知らせします。
電源スイッチを切ってもトッププレートが熱い間は、高温注意ランプが点滅します。
（電源プラグを抜きますと、高温注意ランプは消えます。
）

■便利な機能
なべ底温度コントロール（10ページご覧ください）
温度センサーがなべ底の温度を検知し、「発酵」
「保温」
及び5段階の温度調節ができます。
音声による確認
「火力／温度」設定の状態、「入／切」タイマー設定の状態、ヒーター「切」
などを音声で知らせます。
本体裏面の音声切替えスイッチで音量の調整「大／中／切」
ができます。

予約タイマー（12ページをご覧ください）
炊飯の炊きあがり時刻を設定できます。炊きあがり時刻に合わせて自動的にヒーターを通電して炊飯を開始します。
炊飯開始を音声とブザー音でお知らせします。
炊飯完了後は、自動的にヒーターの通電を切り、音声とブザー音でお知らせします。

調理タイマー（13ページをご覧ください）
タイマー終了後は、自動的にヒーターの通電を切り、音声とブザー音でお知らせします。
19時間59分まで設定できます。
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現在時刻を設定する
お買い上げ後、初めてご使用になるときは、現在時刻は設定されていません。時刻を設定するには、電源コー
ドを接続してください。

1

タイマー時間セットキーで現在時刻を合わせる
電源を入れると時刻表示が点滅します。
キーをそれぞれ押して現在時刻に合わせる。
キー･･･ 1時間刻みで増えます。
キー･･･ 1分刻みで増えます。
キーを押し続けると早送りできます。

2

タイマーセットキーを押して時刻を設定する
時刻調整
時刻設定した後、時間を調整する場合
タイマー時間セットキー

キーを同時に1秒以

上押す。時刻表示が点滅します。

❶、❷操作を繰り返して時刻を設定します。

ご注意
現在時刻を設定しないと、調理はできますがタイマーが使用できません。必ず現在時刻を設定し
てください。時計は24時間表示です。
（昼の12時「12：00」，夜の12時「0：00」で表示）調理中
は現在時刻の設定はできません。時計は室温の変化等により、多少ずれることがあります。

火力スイッチで調理する
火力調節の目安は、11ページをご覧ください。

1

電源（火力）スイッチを1秒以上押す

2

火力・温度調節キー

火力表示が点滅します。

を押す

キーどちらかを押すと“強”設定で加
熱を開始します。
高温注意ランプが点灯します。
9

火力スイッチで調理する（つづき）

3

火力・温度調節キーで火力を
設定する
  キー･･･押すごとに強の方向へ
  キー･･･押すごとに弱の方向へ  

4

調理が終わったら電源（火力）
スイッチを押して電源を切る
ヒーターの通電が切れます。
高温注意ランプは、トッププレートが熱い
間は点滅し続けます。

温度スイッチで調理する
温度調節の目安は、11 ページをご覧ください。

1

電源（温度）スイッチを1秒以上押す

2

火力・温度調節キー
押す

温度表示が点滅します。

を

キーどちらかを押すと“85℃”設定
で加熱を開始します。
高温注意ランプが点灯します。

3

火力・温度調節キーで温度を設定
する
  キー･･･押すごとに220℃の方向へ
  キー･･･押すごとに保温の方向へ
設定温度に達したら、ブザー音と音声で
お知らせします。

4

調理が終わったら電源（温度）
スイッチを押して電源を切る
ヒーターの通電が切れます。
高温注意ランプは、トッププレートが熱い
間は点滅し続けます。
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火力・温度調節について
火力設定の目安
表
示
火力の目安
炒

め

る

ゆ

で

る

焼

く

煮

る

弱
とろ火

1
弱

2
火

3
中

4

火

強
強

やや強火

火

火力調節のポイント
「強」
で手早く炒めます。

お湯を
わかす
中まで 焼く

焼き色を つける

煮 る

煮こむ

お湯を
わかす

「強」
でお湯を沸かし吹き
こぼれる前に火 力を落と
します。
「強」
で 焼 き 色 を つ け、
火
力を落として中まで火を
通します。
「強」
で お 湯 を 沸 かし、
火
力を落として煮込みます。

温度設定の目安
設定温度

発酵
発酵

料 理 例

甘酒
醤油麹など

85℃

保温

130℃

こげめがつかない

保温
おでん
炊飯保温

160℃

カレーなどの
保温

ホットケーキ
ケーキなど

たまご焼き

190℃
きつね色の

220℃
ふつうの

こげめかげん こげめかげん
ピザ

うす焼き玉子 魚介類てんぷら
野菜てんぷら からあげ

焼肉
焼き物料理
蒸し焼き料理
オーブン料理

温度設定
「220℃」で揚げ物調理をしないでください。油の量が少ないと油の温度が上がり過ぎ、
火災の原因になります。

「発酵」
設定での甘酒の作り方
材

料

ご飯
（もち米）１：麹（米麹）１：水３

の割合です。

例）ご飯：200ｇ／麹：200ｇ／水：600cc

調理手順
① ボウルに麹を入れ、手でよくほぐしておく。
② 鍋にご飯と水を入れ、電源（温度）スイッチを１秒以上押す。
温度表示が点滅。

③ 火力・温度調節キー（

）を押して「発酵」に設定する。

④ 麹を入れて良く混ぜる。
⑤ 4～5時間タイマーをセットする。（調理タイマーの使い方は、13ページご覧ください）
⑥ 完成。
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炊飯スイッチで調理する
1

炊飯（3合）スイッチを1秒以上
押す
火力表示が点滅します。

2

火力・温度調節キー
を
押すと炊飯を開始します
キーどちらかを押すと炊飯を開始し
ます。火力は自動的に設定されます。
高温注意ランプが点灯します。

3

炊飯が完了すると自動的にヒーターの通電が切れます
高温注意ランプはトッププレートが熱い間は
点滅し続けます。
炊飯が完了したら、ブザー音と音声でお知らせ
します。

お知らせ
炊飯中の火力調節はできません。火力は、設定「強」→「2」→「弱」と自動で調節します。炊飯時間は
約18分です。炊飯の火力自動調節は、専用なべを使用して炊飯量3合にあわせて設定しています。
他のなべを使用したり、炊飯量が多い・少ない場合は、うまく炊けないことがあります。

予約タイマーの使いかた（炊飯時のみ設定できます）
1

炊飯（3合）スイッチを1秒以上押します

2

タイマーセットキーを押す
予約タイマー時刻
「6：00」
が表示され、   時計マークが
点滅します。
タイマー時刻は、一度設定した時刻が記憶され、次から
記憶された時刻が表示されます。

3

タイマー時間セットキーで予約タイマー
時刻を設定します
炊飯を完了したい時刻に合わせます。
タイマーを取り消す場合は、炊飯スイッチまたはタイ
マーセットキーを押して、一度電源を切ってください。
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予約タイマーの使いかた（炊飯時のみ設定できます）（つづき）

4
5

炊飯完了時刻に合わせて、自動
で炊飯を開始します
炊飯が完了すると、ブザー音が
鳴って自動的にヒーターの通電
が切れます
高温注意ランプは、トッププレートが熱い
間は点滅し続けます。

お知らせ
炊飯をする場合は、専用のなべを使用してください。
炊飯には約18分かかります。予約タイマーを18
分以内に設定しますと、すぐに炊飯を開始します。
調理タイマーと予約タイマーは同時に使用できま
せん。
予約タイマーを設定した場合、火力・温度スイッ
チは使用できません。

調理タイマーの使いかた（炊飯時は設定できません）
1

火力・温度を設定して運転します
電源
（火力）スイッチまたは
（温度）スイッチを1秒以上
押す。
火力･温度調節キーを押して、火力･温度を設定して
加熱します。

2

タイマーセットキーを押す
タイマー時間
「0：01」
が表示され、
  時計マークが点滅して、調理タイマーが作動します。

3

タイマー時間セットキーで時間を設定し
ます
最大１９時間５９分まで設定できます。
タイマーを取り消す場合は、タイマーセットキーを押
します。

4

設定時間に達すると、ブザー音が鳴って自動的にヒーターの通電が
切れます
高温注意ランプは、トッププレートが熱い間は点滅し続けます。

ご注意

お知らせ

調理タイマーを取り消してもヒーターの通電

調理タイマーと予約タイマーは同時には使

は切れません。調理を止める場合は、電源（火

用できません。調理タイマー使用中は、切

力 / 温度）スイッチを押して、電源を切って

り忘れ防止機能は作動しません。

ください。
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お手入れ
■お手入れする時は
●高温注意ランプが消えて、トッププレートが十分に冷めてから行ってください。
●必ず電源プラグを抜いて、電源を切ってから行ってください。
●水洗いしない、水を直接かけないでください。
●ご使用のたびに
汚れたまま使うと、変色･こびりつきの原因になります。なべの汚れも取り除いてください。
●台所用中性洗剤を薄めて使う
たわし･ベンジン･シンナー･アルコールを使わないでください。酸性･アルカリ性の強い洗剤
（漂白
剤や住宅用合成洗剤など）
を使わないでください。変色や破損の原因になります。
トッププレート磨きは、トッププレート以外のところに使わないでください。
トッププレート

操作部
乾いたやわらかい布でふき取る。

固 く 絞 っ た ふ き ん で ふ き 取 る。
取りにくい汚れは、トッププレー

本体

ト磨きを使ってこすり取る。

食器用洗剤をふくませたふきん
でふき取る。
ナイロンたわしの固い面でこす

フィルター

らないでください。
固く絞ったふきんでふき取る。
水を直接かけたり、水分を多く含んだふきんでふき取りますと本体内部
に水が入り内部機器が故障します。フィルターを外してフィルターを水
洗いする場合は、フィルターの網目に水分が残りますので、完全にふき
取ってから本体に装着してください。

修理を依頼される前に
故障かな？と思われるときは、修理を依頼される前に取扱説明書をお読みの上、次の点をお調べください。
製品を分解して、ご自分で修理されることは、危険ですから絶対にしないでください。
お調べになってもなお異常がある場合は、使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡
してください。

■内蔵電池について
本製品の時計は、電源プラグを抜いても内蔵電池で動いています。（電源プラグを抜くと表示は消えますが、
時計は動いています。
）
●電池の寿命は7～8年です。
（使用条件によって異なります）
●電池が消耗してくると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻の設定や予約タイマーの記憶が消えます。
●電池の交換は、電気部品に電池が固定されていますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。
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停電したとき（電源プラグを抜いたときも同じです）
●調理中や予約タイマー使用中に停電した場合、全ての運転が停止します。停電復帰後も運転は停止していま
すので、再度電源スイッチを入れてご使用ください。

■お調べいただく内容
こんなとき

見直すところ

なおしかた

電源が入らない

●電源プラグ・マグネットプラグは確実に差
し込まれていますか。
●スイッチを1秒以上押しましたか。

●電源プラグ・マグネットプラグを確実
に差し込んでください。
●スイッチを1秒以上押してください。

調理に時間がかかる

●なべ底の変形や異物の付着はありませんか。 ●適したなべを使用してください。
●適したなべを使いましたか。
（7ページをご覧ください）

ヒーターが周期的に切れた
りついたりする

●火力調整のため、ヒーターを「入･切」して
います。
●トッププレートの温度の上がり過ぎを防ぐ
ため、ヒーターを「入･切」して火力を調整
しています。

●異常ではありません。
そのままお使いください。

調 理 中 ブ ザ ー が鳴りヒー
ターが切れ、表示部の明か
りが点滅している

●45分以上連続で通電していませんか。

●異常ではありません。
もう一度火力･温度を設定してお使い
ください。

調 理 中 ブ ザ ー が鳴りヒー
ターが切れ、Ｅ３が表示さ
れ高温注意ランプが早い点
滅をしている

●トッププレートの温度が290℃を超えると
安全のため、ヒーターが切れます。

●本体が冷めてから、もう一度火力･温
度を設定してお使いください。

ヒーターを使ったとき煙や
においが出る

●部品には油が付着している場合がありま
す。初めて使用するときに、その油が焼け
て出る場合があります。

●異常ではありません。
そのままお使いください。

予 約 タ イ マ ー が使用でき
ない

●現在時刻は設定されていますか。

予 約 時 間 に 炊 飯が完了し
ない

●現在時刻は合っていますか。
●時刻調整をしてください。
24時間表示の時計です。時刻を確認して （9ページをご覧ください）
ください。

ご飯が上手く炊けない

●専用のなべを使用していますか。
●適切な炊飯量で炊いていますか。

●時刻設定をしてからお使いください。
（9ページをご覧ください）

●専用なべを使用してください。
●炊飯量を3合に合わせてください。

時刻設定しても時刻が
「0：00」点滅に戻ってタイ
マーが使えない

内蔵のリチウム電池が切れています。
電源プラグを差し込み時刻設定し直すと通常どおりに使えます。プラグを抜くと時刻設
定は解除されますので、ご使用時に時刻設定を行ってください。
電池を交換する場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
（有料）

表 示 部 にE１、E２が 表 示
され使用できない

●故障です。
火力･温度･炊飯スイッチを押して電源を切り、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修理をご依頼ください。

操 作 部 の ス イ ッチが効か
ない
表示内容がおかしい
電源が勝手に入り切りする

●器具裏面のリセットスイッチを1秒以上押してから、もう一度操作してください。
それでも異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売
店に修理をご依頼ください。
リセットスイッチを押すと時刻設定が解除されます。改めて時刻設定をしてください。
（9ページをご覧ください）
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保証とアフターサービス
アフターサービスについて
ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、お買上げの販売店または当社にご相談ください。
このとき、クッキングヒーターの形名とお買上げ時期をお知らせください。
その他ご不明な点は当社にご相談ください。
●ク ッキングヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。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品です。
●一般家庭用以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料
修理になります。
●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持される場合は、
お客様のご要望により有料修理いたします。

保証
（保証書）
について
このMFGクッキングヒーターには
「保証書」がついています。必ず
「販売店名・お買上げ日」などの記入を
お確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保存してください。
●万一、故障したときは保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたします。
●保証期間…お買上げの日から1年です。

仕

様

形

名

FG-800

電

源

100V
（50／60Hz）

力

1350W

消

費

大

き

電

質

さ

（約）

幅295mm×奥行き410mm×高さ75mm

量

（約）

約3.3kg

電

源

コ

ー

ド

電

源

プ

ラ

グ

2.0mm2 2芯

ゴム平形コード

2極

長さ1.8m

15A・125V

！

●長年ご使用のクッキングヒーターの点検をぜひ

愛情点検

このような
症状は
ありませんか。

●

本体が異常に熱い。

●

電源コードやプラグが異常
に熱い。

●

こげくさいにおいがする。

●

その他の異常・故障がある。

エムエフジー株式会社

〒812-0897 福岡市博多区半道橋1丁目18-39 MFGビル
TEL.092-413-2222

お客様相談室
Ｒ

修理サービスや製品のご相談は
フリーダイヤルにてお問い合わせください。

0120-641770

●受付時間

平日AM9：00～PM6：00（土日・祝日は除く）

ご使用
中 止

ご購入年月日

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、販売店にご
連絡を…。

年

月

日

ご 購 入 店 名
TEL
お客様へ…おぼえのために、ご購入年月日、ご購入店名を記入され
ると便利です。
1904Ⅰ047601.Y

