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安全上のご注意

機器が正常に安全に作動するように、設置およびご使用の前に
この取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書は常に
当機器と一緒に保管してください。機器を移動もしくは転売す
る場合も同様です。ご使用になる方は、当機器の動作および安
全について十分にご理解ください。

一般的な安全上のご注意
 ● 付属のコードが破損した場合には、危険を防止するために、メ
ーカーや指定サービスセンターなど有資格者が交換することに
なっています。

 ● ナイフ、フォーク、スプーンおよび鍋のふたなどの金属類は、
加熱の恐れがありますので、電磁調理器のトッププレート上に
置かないでください。

 ● この機器の清掃にスチームクリーナーは用いないでください。
 ● 使用後は、フライパン自動検知機能に頼らず、調理器を操作し
てスイッチを切ってください。

 ● この機器は、外部のタイマーや独立したリモートコントロール
システムによる操作を想定していません。

 ● 加熱部に触らないようにご注意ください。
 ● この機器は、作業台あるいは収納台として使用することはでき
ません。

 ● 機器の外部または内部に設置されている換気用の開口部を障害
物でふさがないようにしてください。

 ● 余熱インジケータが点灯している際には、怪我防止のため、ト
ッププレートには触れないでください。

 ● 感電を防ぐために、作動中の電磁調理器にはいかなるものも装
着しないでください。

もくじ
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安全に関する注意事項
設置
 ● 製造者は、以下の要件に従わなかったために
生じた人やペット、建物への損害については
責任を負いません。
注意！設置する際には安全上のご注意をご参
照ください。

警告！設置する際には、使用する国の法律、
条例、指示や規格（電気安全諸規則、規則に
従った適切なリサイクルなど）に従う必要が
あります！

警告！電流で負傷する危険性があります。

a) 主電源端子には電流が流れています。
b) 主電気端子に電圧がかからない状態にし

てください。
c) プラグがコンセントにしっかり適切に差

し込まれていないと、電源端子がオーバ
ーヒートする可能性があります。

d) 適切なクランプ接続をしてください。
警告！本機器の 10㎝以内に何も置かないでく
ださい。

 ● ドアの横や窓の下に当機器を設置しないでく
ださい。ドアや窓が開いた際に、高温の調理
器具に当たってコンロから落ちる可能性があ
ります。

 ● 機器は必ず平らで硬い表面に配置してくださ
い。

 ● 動作中の機器をじゅうたん、布、紙素材のも
のの上に置かないでください。

 ● 水や火の近く、また湿った場所では当機器を
使用しないでください。

 ● 本機器は屋内専用であり、屋外や雨の中での
利用は想定していません。

 ● 機器が、輸送中に損傷していないことをご確
認ください。損傷した機器は接続しないでく
ださい。

 ● 輸送中に破損した場合、機器を設置しないで
ください。

 ● 延長コードでコンロを接続しないでください。
また、作業場の床の上をコンロのコードが通
らないようにしてください。

 ● 壁コンセントのみを使用し、延長コードは使
用しないでください。

 ● 仕様を変更したり、この製品を改造したりし
ないでください。怪我または当機器の損傷の
原因になります。
警告！電気接続の指示に慎重に従ってくだ 
さい。

電気接続
 ● 接続する前に、使用可能な電源電圧が、銘板
に記載されている当機器の定格電圧に一致し
ていることをご確認ください。また、当機器
の電力定格を確認し、その電力定格に適した
コードをご使用ください。 (「技術的なデータ」
の章をご参照ください。）

 ● 銘板はコンロの下部の枠にあります。

ご使用になる前に：
ご使用になる前に以下の指示にご留意ください。

 ● 標準的な主電源コンセントを使用してくださ
い。損傷を防ぐためコンセントは定期的に確
認してください。

 ● 電源コードとプラグを確認してください。電
源コードまたはプラグが損傷している場合、
当機器を使用しないでください。ぬれた手で
プラグを抜かないでください。

 ● 当機器を長い間使用していなかった場合、電
子部品を安定させるために最初 10分間はスイ
ッチを入れたままにしてください。その後、
機器の操作を開始できます。

 ● 全ての梱包材、シール、フィルムを最初に使
用する前に機器から取り除いてください。 

警告！火災の原因になります ! 油脂を加熱し
すぎると非常に短時間で発火する可能性があ
ります。

警告！医療用ペースメーカをお使いの方は、
電源が入っている電磁調理器から、上半身少
なくとも 30 cm 以上離れている必要があり
ます。

警告！ぬれた手で当機器を操作しないでくだ
さい。操作パネルの表面は乾いた状態に保た
なければいけません。操作パネルのキーの上
に水がかかると、動作しなくなります。

使用中・使用後：
発火や事故を防ぐために次の事項に従ってください。

 ● 機器が作動中は、トッププレートに以下のも
のを置かないでください。
a) ステンレス製品
b) 鉄製品
c) 鋳鉄製品
d) アルミニウム製品
e) 蓋とエナメル製品
f) ナイフ、フォークまたはスプーン
g) 鉄、ステンレス、鋳鉄またはアルミニウ

ム製の皿
h) 空の調理器具

 ● 加熱中に調理器具を載せたまま、機器を運ん
だり動かしたりしないでください。
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 ● 加熱中は換気が十分に行なわれるように、周
辺環境を適切な状態に維持してください。

 ● 当機器の吸気口・排気口にワイヤーや金属製
のものを挿入しないでください。

 ● トッププレートのお手入れ方法 
a) トッププレートの上には重いものを落と

さないでください。
b) 水、酸性またはいかなる液体もトッププ

レートにかけないでください。
c) トッププレート上で火を燃やさないでく

ださい。
d) 当機器が使用されていない時には、高温

の調理器具を上に置かないでください。
e) 表面（トッププレート）にひびが入った

場合は、感電を避けるために、ただちに
機器の電源を切って、最寄りのイケアス
トアにご返却ください。

f) 調理器具によっては使用中に音を立てる
場合があります。その場合、調理器具を
少し移動していただくと、音が消えたり、
軽減する可能性があります。それでも音
が鳴りやまない場合は、調理器具を変更
してください。

 ● 熱くなっている機器に触らないでください。
電源を切った後でも、余熱インジケータが消
えるまで、機器の温度は高くなっています。

 ● コードを引っ張ってプラグを抜かないでくだ
さい。

 ● プラグを抜く際には機器の電源を切って本体
が冷えてからにしてください。

 ● 機器を長期間使用しない場合には、電源コー
ドを抜いておいてください。

 ● 使用後は調理器具を機器上に放置しないでく
ださい。

機器の損傷を回避する方法
 ● セラミックガラスは、上に物が落下したり、
調理器具がぶつかったりすると、損傷する可
能性があります。

 ● 鋳鉄製、アルミ鋳造製、もしくは底が壊れた
調理器具は、表面をスライドさせるとセラミ
ックガラスを傷つけることがあります。

 ● また床に落とした場合、セラミックガラスが
破損することがあります。

 ● 調理器具とセラミックガラスの損傷を避ける
ために、鍋またはフライパンを空だきしない
でください。 

 ● 調理器具が空であったり調理器具を置かずに 
IHヒーターを使用しないでください。

 ● アルミ箔で機器のいかなる部分も覆わないで
ください。機器の中やその上には、プラスチ
ックなど、熱で溶ける材質を置かないでくだ
さい。

警告！使用後はファンと熱表示器が消えるま
で、製品を電源コンセントに接続したままに
してください。

アクリルアミドに関する情報

重要！最新の科学研究によると、食品 (特にでん
ぷんを含む食品 ) を、褐色になるまで急激に加熱
調理すると、アクリルアミドが生成し健康リスク
につながる可能性があるとされています。 
そのため、できるだけ低い温度で調理し、食品を
焦がしすぎないことをお勧めします。
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操作パネルのレイアウト

1.  ロック /子供安全装置の設定と解除
2.  タイマー設定。タイマーには「00:00」か

ら「24:00」までの時間と分が表示されます。
3.  で加熱・フライの設定 /タイマーの設定値

が上がり、  で加熱・フライの設定 /タイマ
ーの設定値が下がります。

4.  で加熱またはフライのいずれかの調理機
能を選択します。

5.  コンロの電源オン /オフ。

タッチ コントロール センサーと表示器
センサーに触れると、コンロが作動します。表示
器と音声信号 (短いビープ音 ) で、選択した機能
が確認できます。

日常の使用

プラグの接続
1. プラグを主電源コンセントに差し込むと、チ

ャイルドロックが設定されます。解除するに
は、チャイルドロック キーを 3 秒間押し続け
ます。

ON/OFF
1. ON/OFFキーを押すと、画面に「----」と表

示され、スタンバイモードになります。1分
以内に機能設定が選択されない場合、ON/
OFFキーを押さなくても自動的にコンロのス
イッチが切れます。

2. 作動中に ON/OFF キーを押すと電源が切れ
ます。

加熱とフライ
1. 「加熱 /フライ」を押すと、加熱またはフラ

イの機能が選択され、設定した機能が光りま
す。

2. 1度押すと、加熱機能が有効になります。加
熱は出力レベル 80W から 1400W の間で表
示されます。

3. 2度押すとフライ機能が有効になります。フ
ライ温度は 150-200℃ の間で表示されます。

加熱・フライ /タイマー設定
1. 動作中に  または  を押すと、加熱・フラ

イの火力またはタイマー設定を調整できます。
2.  を押すと加熱・フライの火力が小さくなり

ます。
3.  を押すと加熱・フライの火力が大きくなり

ます。

ロック /子供安全装置（チャイルドロック）
調理エリアを使用中に、操作パネルをロックする
ことができます。これによって、誤って火力設定
が変化することが防止できます。ロックした状態
でも、ON/OFF キーによって電源を切ることがで
きます。

ロック機能を有効にする：
1. 希望する火力を設定します。
2. ロックキーを押すとロック機能が有効になり

ます。ロックキーが有効になると、表示が点
灯して、音でお知らせします。タイマーキー
が有効になっている場合、点灯し続けます。

ロック機能を無効にする：
1. 3 秒間ロックキーを押すとロック機能が無効

になります。ロックキーが無効になると、表
示が消えて、音でお知らせします。

2. 火力は、以前の設定に戻ります。
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コンロが動作していない時にも、操作パネルのロ
ック機能を保つことができます。この機能で、機
器の誤作動を防ぐことができます。

子供安全機構（チャイルドロック）の有効化
1. 機器の ON/OFF キーで電源を入れます。火力

は設定しないでください。
2. ロックキーを押すと、安全機構が有効になり

ます。ロックキーが有効になると、表示が点
灯して、音でお知らせします。

3. 機器の ON/OFF キーで電源を切ります。

子供安全装置（チャイルドロック）を無効にする 
1. 3 秒間ロックキーを押すと安全装置機能が無

効になります。ロックキーが無効になると、
表示が消えて、音でお知らせします。

タイマー
1. タイマー機能を使用すると、調理時間を最大

時間 24 時間まで設定することができます。
タイマーを有効にするタイマーキーを押すと、
画面に「00:00」と表示されます。

2.  か  を押してタイマーを設定します。  
を押して分を指定し、  を押して時間を設定
します。

3. 5 秒以内に時間設定がされない場合、タイマ
ーがキャンセルされます。

4. タイマー設定状態の間は、火力レベルと時間
は、画面で交互に表示されます。タイマーは、
タイマーキーを押すか ON/OFF を押すと無効
になります。

5. タイマーの時間が来ると、コンロで電子音が 
5 回鳴り、スイッチが自動的に切れます。

電源スイッチ自動OFF
この機能で、以下の場合に、自動的に電源が OFF
になります：
 ● すべての調理エリアが OFFになった場合。
 ● 電源を入れてから 1 分以内に、火力設定をし
なかった場合。

 ● 2時間たっても、調理エリアを OFFにしない、
もしくは火力設定変更しなかった場合、また
はオーバーヒート (鍋が空だきされた時など )
した場合。

役に立つアドバイス

製造元に指定されている場合のみ、調理器具
は IHクッキングヒーターに適します。

調理エリアがオンになっている時、軽いうな
り音がする場合があります。これはどのセラ
ミックガラスの調理エリアにも特徴的なこと
で、これによって機器の機能や寿命が損なわ
れることはありません。

調理器具の大きさ
IH調理エリアは、調理器具の底面サイズに自動的
に適応します。
ただし調理エリアのサイズによっては最小直径以
上でなければなりません。

調理エリア 調理器具の底の最小直径 [mm]

中央後部の 
調理エリア 120

省エネのために
 ● 可能な限り、鍋に蓋をするようにしてくだ 
さい。

 ● 電源を入れる前に、調理器具をヒーターに置
いてください。

 ● 調理器具の底は、できるだけ厚く、平らなも
のにしてください。
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警告！プラグを抜く時は、機器の電源を切っ
て、本体が冷えてからにしてください。

警告！清掃の前には機器を電源ソケットから
抜いてください。

警告！安全上の理由から、スチームクリーナ
ーや高圧洗浄機で当機器を洗浄しないでくだ
さい。

警告！先の尖った物や研磨性が入った洗剤は、
機器を損傷する恐れがあります。使用する度
に当機器をきれいにし、水と食器洗い洗剤で
残留物を取り除いてください。
洗浄剤の残留物もきれいに取り除いてくださ
い！ 

セラミックガラスについた傷または取れない
黒い汚れは、機器の機能に影響しません。

残留物と頑固な汚れを取り除く：
 ● 砂糖を含む食品、プラスチック、アルミ箔の
残留物はただちに取り除く必要があります。
ガラス表面の洗浄に最適な道具はスクレーパ
ーです (当商品には含まれていません )。セラ
ミックガラスの表面に角度をつけてスクレー
パーをあて、表面で刃をスライドさせて残留
物を取り除きます。湿った布と少量の食器洗
浄剤で機器を拭いてください。
最後に、乾いたきれいな布で機器をぬぐって
水気を拭き取ってください。

 ● 水垢、水の跡、飛び散った脂肪、金属光沢の
変色は、機器が冷えた後にガラス・陶磁器用
の洗剤と柔らかい布を使って、除去するよう
にしてください。清掃にはスクレーパーなど
の鋭い工具は利用しないでください。

お手入れ方法



13日本語

以下の場合の対処法

問題 考えられる原因 対処方法

機器が作動しない。

電力不足またはご自宅の電源ブレー
カーが切れた。

電源コンセントに正しく接続されて
いない。

電源が正しく接続されているかを確
認する。

機器に電源を入れてから 10 秒以上
経過した。 機器の電源を再度入れる。

子供安全装置が有効になっている。 子供安全装置を無効にする。 
(「子供安全装置」の章を参照 )。

タッチセンサーの複数の部分に同時
に触れた。 センサーの1つのキーのみに触れる。

機器の動作が停止した。
エラー表示 : 調理器具が IH調理器に適さない。 IH調理器に適した調理器具に変更 

する。

調理エリアに調理器具が載ってい 
ない。 調理エリアに調理器具を置く。

機器の動作が停止した。
エラー表示 : 

調理器具が空 (空だき状態 )である、
もしくは調理温度が高すぎる。 機器の電源を切り、5 分後に再起動

する。E2が 表示されたままの場合、
最寄りのイケアストアまでご連絡く
ださい。

空気の出入口がブロックされている。

周辺温度が高すぎる。

機器の動作が停止した。
エラー表示 : 主電源が、AC 270V を超える。 製品に適切な電源に変更する。

機器の動作が停止した。
エラー表示 : 主電源が AC 100 V より低い。 製品に適切な電源に変更する。

機器の動作が停止した。
エラー表示 : 

装置の温度センサーが動作してい 
ない。

最寄りのイケアの店舗にお問い合わ
せください。

機器の動作が停止した。
エラー表示 : 

調理器具が空 (空だき状態 )である、
もしくは調理温度が高すぎる。

コンロの電源を切り、その上に置か
れた調理器具を取り除き、機器が冷
えるのを待ってから再使用してくだ
さい。

機器の動作が停止した。
エラー表示 : 内部の異常。

機器の電源を切り、5 分後に再起動
する。E0 が表示されたままの場合、
最寄りのイケアストアまでご連絡く
ださい。

なんらかの異常がある場合、まずはご自身で対処
方法をお調べください。ご自分で解決策が見つか
らない場合は、最寄りのイケアストアにお問い合
わせください。

ご自分で誤って機器を操作した場合、保証期
間中であっても、無料修理の対象とならない
可能性があります。
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技術データ
定格電力 1400 W

定格電圧 100 V

定格周波数 50/60 Hz

奥行き 385 mm

幅 300 mm

高さ 54 mm

正味重量 3 kg

この  マークが製品または梱包材についている場
合、この製品は家庭廃棄物として取り扱われませ
ん。代わりに、適切な電気・電子機器リサイクル
回収場所にお持ちください。本製品を適切に廃棄
することによって、本製品の不適切な廃棄処理に
よって生じうる環境や人間の健康に対する悪影響
を未然に防止することができます。この製品のリ
サイクルの詳細については、お客様がお住まいの
自治体、もしくは家庭用廃棄物処理サービス、ま
たは製品を購入した店舗にお問い合わせください。

梱包材
この  マークが付いている素材はリサイクル可
能です。この梱包材はリサイクル回収場所に廃棄
してください。

製品を処分する前に
警告！当機器を処分するためには以下の手順
を行ってください：

 ● 電源プラグを主電源コンセントから抜きます。
 ● 電源ケーブルを切断し、それを破棄します。

技術情報

環境への配慮
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当社のサービスが必要な場合の連絡方法
イケアのアフターサービスカスタマーセンターで
は、お客様がサービス請求のためにお電話された
場合、電話口で基本的なトラブルシューティング
方法をお教え致します。『 IKEA カタログ 』 も
しくはウェブサイト　www.ikea.com　をご覧
いただき、お近くの店舗の電話番号と営業時間を
ご確認ください。

迅速なサービスを提供するために、お客様の電
気機器の銘板にあるイケアの商品番号 (8 桁のコ 
ード ) をお伝えください。

購入時の領収書を保存しておいてください !
それが購入証明書となり、保証を適用するために
必要となります。その領収書で、ご購入いただい
たイケア店舗名と商品番号 (8 桁のコード ) をご
確認いただけます。

それ以外の問い合わせがしたい場合は？
購入した家電のアフターサービス以外のご質問が
ある場合は、最寄りのイケア店コール センターま
でご連絡ください。
お問い合わせの前によくその機器に関する資料を
お読みください。





This appliance is not intended for use by persons 
(including children) by persons (including children) 
who are required assistance, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of 
the appliance by a person responsible for their 
safety.
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