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電子レンジを使用する前に、本書の指示を注意深く読ん
だ上で、本書は厳重に保管してください。
指示にしたがって利用すれば、レンジは長年にわたって
有効に使うことができます。

本書は厳重に保存してく
ださい

日本語



1. 安全上のご注意

マイクロ波エネルギーへの過度の
曝露の可能性を回避するための注
意事項
a) レンジのドアを開けた状態で

操作しないでください。マイ
クロ波エネルギーへの曝露に
より害が発生する可能性があ
ります。安全インターロック
を壊したり改造したりしない
でください。

b) レンジの前面と開閉部の間に
物を置かないでください。ま
た、土やクリーナーの残留物
などが密閉面に付着しないよ
うにしてください。

c) 警告: 開閉部または開閉部の密
閉面が損傷している場合は、
有資格者によって修理される
までレンジを操作しないでく
ださい。

補足
機器が清潔な状態に維持されてい
ないと、その表面が劣化し、機器
の寿命に影響を及ぼし、危険な状
況につながる可能性があります。

安全に関する重要な警告
機器の使用時に、火災、感電、人
身への傷害、または電子レンジの
発するエネルギーへの過度の曝露
のリスクを軽減するために、以下
の項目を含む基本的な予防策を講
じてください:
1. 以下の詳細を読み、指示にし

たがってください。「マイク
ロ波エネルギーへの過度の曝
露の可能性を回避するための
注意事項」。

2. この装置は、8歳以上の方にご
利用いただけます。また身体
的、感覚的、精神的能力が低
下していたり、経験や知識が
不足している人については適
切に監督されている場合、さ
らにデバイスの安全な使用に
関する指示を受けた場合、そ
して関連するリスクが理解さ
れている場合にのみご利用い
ただけます。お子様にこの装
置で遊ばせないでください。
ユーザーによる清掃とメンテ
ナンスは、監督下にない子供
に行わせないでください。

3. 本機器とコードは、8歳未満の
お子様の手が届かないように
してください。

日本語
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4. 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、メーカーやサービスエー
ジェントなどの有資格者が交
換する必要があります。

5. 警告: 有資格者以外の者が、マ
イクロ波エネルギーにさらさ
れないように保護するカバー
の取り外しを含むようなメン
テナンスまたは修理操作を実
行することは危険です。

6. 電子レンジで飲料を加熱する
と、沸騰した液体が後から突
然爆発することがあります。

7. プラスチックや紙の容器で食
品を加熱する場合、発火の可
能性があるため、レンジから
目を離さないでください。

8. 電子レンジでの使用に適した
調理器具のみを使用してくだ
さい。

9. 煙が出た場合は、機器のス
イッチを切るか電源プラグを
抜き、ドアを閉じて炎を抑え 
ます。

10. 飲料をマイクロ波で加熱する
と、後から沸騰して噴出する
可能性があるため、容器の取
り扱いには注意が必要です。

11. 哺乳瓶や離乳食瓶などの内容
物は、火傷を避けるために、
攪拌またはよく振り、温度を
チェックする必要がありま
す。

12. 殻付きの卵や丸ごとの固ゆで
卵は、電子レンジによる加熱
の終了後でも爆発する可能性
があるため、電子レンジで加
熱しないでください。

13. レンジは定期的に清掃し、食
品の残留物を取り除いてくだ
さい。

14. レンジは清潔な状態に維持し
ないと、表面が劣化し、機器
の寿命に悪影響を及ぼし、危
険な状況を引き起こす可能性
があります。

15. 過熱を防ぐため、機器を飾
り戸の後に設置しないでくだ 
さい。

日本語



16. 電子レンジは、キャビネット
の扉を開いた状態で操作する
必要があります。

17. 本機は以下のような用途を含
む、家庭内環境で使用するよ
う設計されています：

 • 飲食店の店員用キッチンエリ
ア、オフィスやその他の職場
環境；

 • ホテル、モーテル、その他の
来客用宿泊施設；

 • 農場内の家屋；
 • 自炊可能な民宿。

18. この電子レンジは、食品や
飲料を加熱するためのもの
です。食品や衣類の乾燥、加
温パッド、スリッパ、スポン
ジ、湿った布などの加熱は、
怪我、発火、火災の危険につ
ながる可能性があります。

19. 電子レンジ調理には、食品お
よび飲料用の金属製の容器は
使用できません。

20. この機器はスチーム洗浄機で
洗浄しないでください。

21. この機器は、自立状態または
キャビネットに収納した状態
での利用を想定しています。

22. この機器は背面を壁に向け
るように配置する必要があり 
ます。

23. この機器は、家庭および屋内
用限定です。屋外では使用し
ないでください！

24. 感電を防ぐため、製品の主
要部分、コードやプラグを水
などの液体に浸さないでくだ 
さい。

25. 警告: 液体やその他の食品は
爆発することがあるため、
密閉容器で加熱しないでくだ 
さい。

注意深く読み、将来の参照の
ために保管してください。

日本語
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設置作業時の怪我のリスクを軽減するために

危険
感電の危険
内部コンポーネントの一部は、触れると、深刻な人身傷
害または死亡を引き起こす可能性があります。この機器
を分解しないでください。

警告
感電の危険
接地を不適切に行うと、感電する可能性があります。機
器が適切に設置され、正しく接地されるまで、コンセン
トに接続しないでください。
この機器は接地する必要があります。電気回路にショー
トが発生した場合、接地により電流を逃がし、感電のリ
スクが軽減されます。この機器には、接地プラグ付きの
アース線が付いたコードが備わっています。プラグは、
適切に設置および接地されたコンセントに接続する必要
があります。
接地の手順を完全に理解されていない場合、または機器
が適切に接地されているかどうか疑わしい場合は、資
格のある電気技師またはサービスマンに相談してくださ
い。延長コードを使用する必要がある場合は、3線式延長
コードのみを使用してください。

1. 電源コードが絡まったり、長いコードにつまずいた
りすることによるリスクを軽減するために、短い電
源コードが用意されています。

2. 長いコードセットまたは延長コードを使用する 
場合：
a) コードセットまたは延長コードの定格電力

は、少なくとも機器の定格電力と同等以上で
なければなりません。

b) 延長コードは、接地対応の3線コードでなけれ
ばなりません。

c) 長いコードは、子供が引っ張ったり、誤って
つまずいたりする可能性のあるカウンタート
ップやテーブルの上から垂れ下がらないよう
に配置する必要があります。

清掃
必ず電源から機器のプラグを抜い
てください。
1. 使用後は、軽く湿らせた布で

レンジの内部を掃除してくだ
さい。

2. 付属品は通常の方法で洗剤水
で洗浄します。

3. 開閉部のフレーム、密閉面、
および周辺部品が汚れている
場合は、湿らせた布で念入り
に清掃する必要があります。

4. レンジの開閉部のガラスは、
表面に傷がつく可能性がある
ため、強い研磨力を持つクリ
ーナーや鋭利な金属製スクレ
ーパーなどは使用しないでく
ださい。ガラスが割れてしま
うことがあります。

5. 清掃のヒント  調理された 
食品が接触する可能性のあ
る内壁をより簡単に清掃す
るには、次のようにしてく
だ さ い 。 レ モ ン の 半 分 に
切 っ た も の を ボ ウ ル に 入
れ、300ml（1/2パイント）
の水を加え、100%のマイク
ロ波出力で10分間加熱してく
ださい。その後、柔らかく乾
いた布でレンジを拭きます。

日本語



調理器具

注意
怪我の危険
有資格者以外の者が、マイクロ波エネルギーにさらされ
ないように保護するカバーの取り外しを含むようなメン
テナンスまたは修理操作を実行することは危険です。

「電子レンジで使用できる素材と電子レンジでの使用を
避けるべき素材」にある指示をご確認ください。
安全上、電子レンジでの使用に適さない特定の非金属製
調理器具があるかもしれません。疑わしい場合は、以下
の手順にしたがって問題の器具をテストできます。

調理器具のテスト:

1. 電子レンジ対応の安全な容器に、問題の調理器具と
ともに1カップ（250ml）の冷水を入れます。

2. 最大出力で1分間調理します。
3. 調理器具を注意深く確認してください。空の状態の

調理器具が温かくなっている場合は、電子レンジで
の調理には使用しないでください。

4. 1分の調理時間を超えないようにしてください。

日本語
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電子レンジで使用できる素材

調理器具 備考

ブラウニングディッシュ メーカーの指示にしたがってください。ブラウニングディッシュの底は、ターンテーブル
の少なくとも3/16インチ（5mm）以上、上になければなりません。使い方を誤ると、タ
ーンテーブルが破損する場合があります。

食器 電子レンジ対応のもののみ。メーカーの指示にしたがってください。ひび割れた皿や、欠
けた皿は使用しないでください。

ガラス瓶 必ず蓋を外してください。食品が温まるまで加熱するためだけに使用してください。ほと
んどのガラス瓶は耐熱性がなく、破損する可能性があります。

ガラス製品 耐熱オーブン対応ガラス製品のみ。金属の縁などがないことを確認してください。ひび割
れた皿や、欠けた皿は使用しないでください。

オーブンクッキン 
グバッグ

メーカーの指示にしたがってください。金属製の結束具で閉じないでください。水蒸気を
逃がすためのスリットを作るようにしてください。

紙皿と紙コップ 短時間の調理/加温にのみ使用してください。調理中はレンジから離れないようにしてく
ださい。

ペーパータオル 食品を覆って再加熱の際に油分を吸収するために使用します。監督下で、短期間の調理の
みに限定してください。

クッキングシート 飛散防止や蒸れ防止のカバーとしてお使いいただけます。

プラスチック 電子レンジ対応のもののみ。メーカーの指示にしたがってください。「電子レンジ対応」
というラベルが付いているものをご利用ください。プラスチック容器の中には、中の食
品が熱くなると、軟化するものがあります。「ボイリングバッグ」や密封したビニール袋
は、パッケージの指示にしたがって、スリットを入れたり、穴を開けたり、通気口を用意
する必要があります。

ラップフィルム 電子レンジ対応のもののみ。食品を覆って調理中に湿気を保つためにお使いいただけま
す。ラップが食品に触れないようにしてください。

温度計 電子レンジ対応のもののみ（肉およびお菓子の温度計）。

ワックスペーパー 飛散防止や水分保持用のカバーとしてお使いいただけます。

電子レンジでの使用を避けるべき素材

調理器具 備考

アルミトレイ アーク放電を引き起こす可能性があります。電子レンジ対応の皿に食べ物を移し替えてく
ださい。

金属部品付き食品容器 アーク放電を引き起こす可能性があります。電子レンジ対応の皿に食べ物を移し替えてく
ださい。

金属製または金属の縁な
どがついた調理器具

金属は食品をマイクロ波エネルギーから遮断します。金属製の縁などはアーク放電を引き
起こす可能性があります。

金属製結束具 アーク放電を引き起こし、電子レンジ内で発火する可能性があります。 

紙袋 電子レンジ内で発火する可能性があります。

発泡プラスチック 発泡プラスチックは、高温にさらされると溶融したり、内部の液体を汚染したりすること
があります。

木材 電子レンジで使用すると木材は乾燥し、ひびが入ったり割れたりすることがあります。

日本語
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2. 製品説明
電子レンジのセットアップ

電子レンジのパーツとアクセサリーの名前
包装箱から本体とすべての付属品を取り出し、電子レ
ンジ内部にあるものをすべて取り出します。電子レンジ
には次のアクセサリが付属しています。

ガラストレイ 1x
ターンテーブルリング部品 1x
取扱説明書 1x

A. 操作パネル
B. 
C. 

ターンテーブルリング部品

D. 
ガラストレイ

E. 
観察窓

F. 
開閉部部品
安全インターロックシステム

日本語

ターンテーブルの取り付け

a) ガラストレイを上下逆に置かないでください。ガラスト
レイが決して引っかからないようにしてください。

b) 調理中は常に、ガラストレイとターンテーブルリング部
品の両方を使用する必要があります。

c) 食品および食品の容器は、常にすべて調理用のガラスト
レイに置くようにしてください。

d) ガラストレイまたはターンテーブルリング部品に亀裂や
破損がある場合は、最寄りの認定サービスセンターにお
問い合わせください。

ハブ（下面）

ガラスト
レイ

ターンテーブルリン
グ部品

BCD

E

F

11
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3. 操作パネル

操作パネルと機能操作手順

日本語

機能/出力 ワット 適用

 

200W スープシチュー、バターを柔らかくする、または解凍する

500W ご飯、魚、鶏肉、ひき肉

700W 再加熱、牛乳、湯沸かし、野菜、飲料

注意事項： 

電子レンジから食品を取り出すときは、タイマースイッチを0（ゼロ）にして、電子レンジの電源がオフになっている
ことを確認してください。
そうしないと、食品を入れずに電子レンジが動作することになり、過熱によってマグネトロン部が損傷する可能性があ
ります。

1. 電源ノブを任意のレベルまで回して調理用の出力を
設定します。

2. 料理ガイドに従ってタイマーノブを回し、調理時間
を設定します。

3. 電子レンジは、出力レベルと時間が設定されると自
動的に調理を開始します。

4. 調理時間が終了すると、レンジはチャイム音と共に
停止します。

5. レンジを使用していない際は、常に時間を「0」に
設定してください。

500W

700W

200W



4. トラブルシューティング

正常

電子レンジによるテレビ受信への干渉 電子レンジの動作中は、ラジオやテレビの受信が妨害さ
れる可能性があります。これは、ミキサー、掃除機、扇風
機などの小型電化製品の干渉と同様のものです。 

これは異常ではありません。

内部照明が薄暗い 低出力の電子レンジ調理では、内部照明が暗くなる場合
があります。これは異常ではありません。

開閉部に水蒸気がたまり、通気口から熱気が出る 調理中は、食品から蒸気が出てくることがあります。ほと
んどは通気口から出ていきますが、電子レンジの開閉部
のような温度の低い箇所に蓄積することもあります。これ
は異常ではありません。

電子レンジに食品が入っていない状態で誤って起動してし
まった。

内部に食品がない状態でレンジを動作させることは禁止
されています。
これは非常に危険です。

トラブル 考えられる原因 対応方法

電子レンジを起動できません。 （1） 電源コードがしっかり差し込ま
れていない。

一度、プラグを抜いてください。 
1 0秒後に再びプラグを差し込み 
ます。

（2） ヒューズが飛んだ、またはブレ
ーカーが作動した。

ヒューズを交換するか、ブレーカーを
リセットしてください（当社の専門ス
タッフが対応します）

（3） コンセントのトラブル。 他の電気器具でコンセントをチェック
してください。

電子レンジが加熱しない (4) 開閉部が完全に閉じていない。 開閉部をしっかり閉めてください。

5. 仕様
モデル名：

定格電圧： 100V～50Hz  / 100V～60Hz

定格入力電力(マイクロ波)： 1150W

定格出力電力(マイクロ波)： 700W

電子レンジの内部容量： 20 リットル

ターンテーブルの直径： 255mm

外形寸法： 440.0 x 340.0 x 258.0mm

正味重量： 約10.39kg

日本語

TILLREDA
904.934.32 / 705.046.53
MM720C2CZ-PM0J / MM720C2CZ-PM0P

13



14

6. 接地と接続

カウンタートップへの設置
梱包材とアクセサリをすべて取り
外します。電子レンジにへこみや
開閉部の破損などの損傷がない
か調べます。電子レンジが損傷し
ている場合は取り付けないでくだ 
さい。
キャビネット：電子レンジのキャ
ビネットの表面にある保護フィル
ムをすべて取り除きます。
電子レンジの内部に取り付けられ
ている薄茶色の絶縁カバーはマ
グネトロン部を保護するための
ものですので取り外さないでくだ 
さい。
設置
1. 吸気口および排気口に十分な

オープンスペースを確保できる
ような平らな面に設置してくだ 
さい。

(1) この機器は背面を壁に向け
るように配置する必要があ
ります。電子レンジの上に
は最低11.5cmの隙間を空
けてください。電子レンジ
と隣接する壁との間には最
低8cmの隙間が必要です。

(2) 電子レンジの底部から脚を
取り外さないでください。

(3) 吸気口や排気口の開口部を
ふさぐと、電子レンジが損
傷することがあります。

(4) 電子レンジはラジオやテレ
ビからできるだけ離してく
ださい。電子レンジを操作
すると、ラジオやテレビの
受信が妨害されることがあ
ります。

2. 電子レンジを標準の家庭用コン
セントに差し込みます。電圧と
周波数が定格ラベルの電圧と周
波数と同じであることを確認し
てください。

警告: コンロやその他の熱を発生
する機器の上に電子レンジを設置
しないでください。熱源の近くま
たは上に設置した場合、電子レン
ジが損傷を受けることがあり、保
証が無効になるかもしれません。

日本語
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80mm
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115mm



操作中に触れる可能性のある表面
は、高温になっていることがあり
ます。

7. 環境への配慮

電気電子機器廃棄物（WEEE）指令で
は、WEEEは個別に収集して処理する必
要があると定めています。将来的にこの
製品を廃棄する必要が生じた場合は、こ
の製品は、家庭ごみと一緒に廃棄しない
でください。可能な場合、この製品は
WEEE回収拠点に送付してください。

8. イケアの保証

イケアの保証期間は？
この保証は、機器をイケアで最初に購入した日から2年間
有効です。購入証明書として販売元の領収書原本が必要
です。サービスが保証の下で実施された場合でも、機器
の保証期間は延長されません。

誰がサービスをしてくれるのですか？
最寄りのイケアストアにお問い合わせください。

この保証は何が対象となるのですか？
この保証は、イケアで購入した日付から、製造上の欠
陥や材質不良が原因で起きた機器の故障が対象となりま
す。この保証は、ご家庭での使用のみに適用されます。
「この保証の対象外になるものは？」という見出しの
下に例外が指定されています。保証期間内は、機器が特
別な出費なしに修理できる場所にある場合に限り、修理
代、部品代、人件費、出張費など保証期間内で故障を
修理するための費用がカバーされます。交換された部品
は、イケアの所有物となります。

イケアはどう対処してくれるのですか？
保証期間内であれば、イケアは製品を調べて、独自の裁
量でその解決法を決定します。イケアが、保証の対象で
あるとみなした際には、独自の裁量で、不良商品を修
理、または、同一もしくは類似の商品とお取り換えし 
ます。

この保証で対象外になるものは？
 • 自然の磨耗。
 • 故意または過失による故障。操作時の過失、不適切

な設置による、もしくは規定範囲外の電源電圧に接続
されたことによる故障。化学的もしくは電気化学的反
応、錆、腐食、水の影響（水の過剰な石灰成分による
ものを含むがそれに限定されない）による故障。異常
な環境条件に起因する故障。

 • 電池とランプを含む消耗品。
 • 通常の機器の使用に影響しない非機能的で装飾的な部

分。傷、変色なども含む。
 • 異物、もしくはフィルターや排水システムや洗剤ド

ロワーの洗浄や目詰まり除去が原因で起きた偶発的 
損傷。

 • セラミック ガラス、付属品、食器・ナイフ・フォー
ク・スプーン用バスケット、給水・排水管、シール、
ランプ、ランプ カバー、スクリーン、つまみ、筐体、
筐体部品の損傷。その損害が、製品不良によって引き
起こされたと証明できる場合を除く。

 • 当社指定のサービス業者および／または当社認定の
サービス契約パートナーによって修理されなかった場
合。純正部品以外を使用した修理。

 • 不適切な設置や仕様書に従わずに設置されたために生
じた故障の修理。

 • 家庭内環境外すなわち業務用で機器が使用された 
場合。

 • 輸送中の損害。お客様がご自宅もしくはその他の場所
に当商品を運搬した場合、輸送中に発生したいかなる
損害についてもイケアは責任を負いません。ただし、
イケアがお客様の配送先住所に商品をお届けした場
合、この運搬中に発生した製品の損害はイケアの保証
の対象に含まれます。

 • イケア製品の初期設置を実施するための費用。ただ
し、この保証の下で、イケア指定のサービスプロバイ
ダーまたはその認定サービスパートナーが保証の下
で機器の修理または代替を行った場合、指定のサービ
スプロバイダーまたはその認定サービスパートナーは
必要に応じて、修理された商品を再度設置しなおした
り、代替品を設置する。

国の法律への適応
イケアの保証によってお客様は、地元の法律が対象とす
るもしくはそれ以上の特別な法的権利を有します。これ
らの条件は、現地の法律に定められている消費者権利に
限定されません。

日本語
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効力がある地域
EU加盟国で購入された製品を別の EU加盟国に機器を持
っていく場合、その新しい国での通常保証条件の枠組の
中でのサービスが行われます。製品が以下の条件を満た
し、以下に従って設置された場合のみ、当社にこの保証
の枠組内でサービスを実施する義務が生じます：
 • 保証請求が行われる国での技術仕様書；
 • 組立説明書、ユーザー マニュアルの安全性について

の情報。

イケア家電アフターサービス
以下の場合、ご遠慮なくイケアにご連絡ください：
 • この保証の下でサービスを請求する場合；
 • イケア家電の機能について説明が聞きたい場合。
最善のサービスが提供できるように、当社にご連絡いた
だく前に、組み立て説明書や取扱説明書をよくお読みく
ださい。

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。

日本語
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Read these instructions carefully before using your 
microwave oven, and keep it carefully.
If you follow the instructions, your oven will provide 
you with many years of good service.

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS 
CAREFULLY

ENGLISH



1. SAFETY INFORMATION

PRECAUTIONS TO AVOID 
POSSIBLE EXPOSURE TO 
EXCESSIVE MICROWAVE 
ENERGY
a) Do not attempt to operate 

this oven with the door 
open since this can result 
in harmful exposure to 
microwave energy. It is 
important not to break 
or tamper with the safety 
interlocks.

b) Do not place any object 
between the oven front face 
and the door or allow soil or 
cleaner residue to accumulate 
on sealing surfaces.

c) WARNING: If the door or 
door seals are damaged, the 
oven must not be operated 
until it has been repaired by a 
competent person.

ADDENDUM
If the apparatus is not 
maintained in a good state of 
cleanliness, its surface could 
be degraded and affect the 
lifespan of the apparatus and 
lead to a dangerous situation.

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS WARNING
To reduce the risk of fire, 
electric shock, injury to persons 
or exposure to excessive 
microwave oven energy when 
using your appliance, follow 
basic precautions, including the 
following:
1. Read and follow the specific: 

”PRECAUTIONS TO AVOID 
POSSIBLE EXPOSURE TO 
EXCESSIVE MICROWAVE 
ENERGY”.

2. This device can be used by 
children of at least 8 years 
old and by people with 
reduced physical, sensory or 
mental capacities or lacking 
experience or knowledge, if 
they are properly supervised 
or if they were given 
instructions relating to the 
safe use of the device and if 
the risks involved have been 
understood. Children must 
not play with the device. 
Cleaning and maintenance by 
the user must not be carried 
out by unsupervised children.

3. Keep the appliance and its 
cord out of reach of children 
less than 8 years.

ENGLISH
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4. If the supply cord is damaged, 
it must be replaced by the 
manufacturer, its service 
agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a 
hazard.

5. WARNING: It is hazardous 
for anyone other than a 
competent person to carry 
out any service or repair 
operation that involves the 
removal of a cover which 
gives protection against 
exposure to microwave 
energy.

6. Heating beverages by 
microwaves can cause a 
sudden, delayed burst of 
boiling liquid.

7. When heating food in plastic 
or paper containers, keep an 
eye on the oven due to the 
possibility of ignition.

8. Only use utensils that are 
suitable for use in microwave 
ovens.

9. If smoke is emitted, switch 
off or unplug the appliance 
and keep the door closed in 
order to stifle any flames.

10. Microwave heating of 
beverages can result in 
delayed eruptive boiling, 
therefore care must be 
taken when handling the 
container.

11. The contents of feeding 
bottles and baby food 
jars shall be stirred 
or shaken and the 
temperature checked before 
consumption, in order to 
avoid burns.

12. Eggs in their shell and 
whole hard-boiled eggs 
should not be heated in 
microwave ovens since they 
may explode, even after 
microwave heating has 
ended.

13. The oven should be cleaned 
regularly and any food 
deposits removed.

14. Failure to maintain the oven 
in a clean condition could 
lead to deterioration of the 
surface that could adversely 
affect the life of the 
appliance and possibly result 
in a hazardous situation.

15. The appliance must not be 
installed behind a decorative 
door in order to avoid 
overheating. 

16. The microwave oven must 
be operated with any cabinet 
door open.

17. This appliance is intended 
to be used in household and 
similar applications such as:
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 • staff kitchen areas in 
shops, offices and other 
working environments;

 • by clients in hotels, motels 
and other residential type 
environments;

 • farm houses;
 • bed and breakfast type 

environments.
18. The microwave oven is 

intended for heating food 
and beverages. Drying of 
food or clothing and heating 
of warming pads, slippers, 
sponges, damp cloth and 
similar may lead to risk of 
injury, ignition or fire.

19. Metallic containers for food 
and beverages are not 
allowed during microwave 
cooking.

20. The appliance shall not be 
cleaned with a steam cleaner.

21. The appliance is intended to 
be used freestanding or in a 
cabinet.

22. The rear surface of 
appliances shall be placed 
against a wall.

23. This appliance is for 
household and indoor use 
only. Don’t use it outdoors!

24. To protect against electric 
shock, do not immerse main 
parts of the product, cord 
or plug in water or other 
liquids.

25. WARNING: Liquids and other 
foods must not be heated in 
sealed containers since they 
are liable to explode.

READ CAREFULLY AND KEEP 
FOR FUTURE REFERENCE.

ENGLISH
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TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS 
GROUNDING INSTALLATION

DANGER
Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause 
serious personal injury or death. Do not disassemble 
this appliance.

WARNING
Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric 
shock. Do not plug into an outlet until appliance is 
properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an 
electrical short circuit, grounding reduces the risk 
of electric shock by providing an escape wire for the 
electric current. This appliance is equipped with a cord 
having a grounding wire with a grounding plug. The 
plug must be plugged into an outlet that is properly 
installed and grounded.
Consult a qualified electrician or serviceman if the 
grounding instructions are not completely understood 
or if doubt exists as to whether the appliance is 
properly grounded. If it is necessary to use an 
extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce 
the risks resulting from becoming entangled in or 
tripping over a longer cord.

2. If a long cord set or extension cord is used:
a) The marked electrical rating of the cord set or 

extension cord should be at least as great as 
the electrical rating of the appliance.

b) The extension cord must be a grounding-type 
3-wire cord.

c) The long cord should be arranged so that it 
will not drape over the counter top or tabletop 
where it can be pulled on by children or tripped 
over unintentionally.

CLEANING
Be sure to unplug the appliance 
from the power supply.
1. Clean the cavity of the oven 

after using with a slightly 
damp cloth.

2. Clean the accessories in the 
usual way in soapy water.

3. The door frame and seal and 

neighbouring parts must be 
cleaned carefully with a damp 
cloth when they are dirty.

4. Do not use harsh abrasive 
cleaners or sharp metal 
scrapers to clean the oven 
door glass since they can 
scratch the surface, which 
may result in shattering of the 
glass.

5. Cleaning Tip  For easier 
cleaning of the cavity walls 
that the food cooked can 
touch: Place half a lemon in a 
bowl, add 300ml (1/2 pint) wa-
ter and heat on 100% micro-
wave power for 10 minutes. 
Wipe the oven clean using a 
soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone other than a competent 
person to carry out any service or repair operation 
that involves the removal of a cover which gives 
protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on “MATERIALS YOU CAN 
USE IN MICROWAVE OVEN OR TO BE AVOIDED IN 
MICROWAVE OVEN.”
There may be certain non-metallic utensils that are not 
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test 
the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold 

water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is 

warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

ENGLISH



MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

Utensils Remarks

Browning dish Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 
3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to 
break.

Dinnerware Microwave-safe only. Follow manufacturer’s instructions. Do not use cracked or 
chipped dishes.

Glass jars Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat 
resistant and may break.

Glassware Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use 
cracked or chipped dishes.

Oven cooking bags Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow 
steam to escape.

Paper plates and cups Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while 
cooking.

Paper towels Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-
term cooking only.

Parchment paper Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Plastic Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled 
“Microwave Safe”. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. “Boiling 
bags” and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by 
package.

Plastic wrap Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not 
allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

Utensils Remarks

Aluminum tray May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

Food carton with metal 
handle

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

Metal or metal- 
trimmed utensils

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.

Metal twist ties May cause arcing and could cause a fire in the oven. 

Paper bags May cause a fire in the oven.

Plastic foam Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high 
temperature.

Wood Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

ENGLISH
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2. PRODUCT DESCRIPTION

SETTING UP YOUR OVEN

Name of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton 
and oven cavity. Your oven comes with the following 
accessories:

Glass tray 1x
Turntable ring assembly 1x
Instruction Manual 1x

A. Control panel
B. 
C. 

Turntable ring assembly

D. 
Glass tray

E. 
Observation window

F. 
Door assembly
Safety interlock system

ENGLISH

Turntable Installation

a) Never place the glass tray upside down. The glass tray 
should never be restricted.

b) Both glass tray and turntable ring assembly must 
always be used during cooking.

c) All food and containers of food are always placed on 
the glass tray for cooking.

d) If glass tray or turntable ring assembly cracks or 
breaks, contact your nearest authorized service center.

Hub (underside)

Glass tray

Turnable ring assembly

A

BCD

E

F



3. CONTROL PANEL

Control Panel and Features Operation lnstructions

ENGLISH

Function/Power Watts Application
 200 W Soup stew, soften butter or defrost

500 W Rice, fish, chicken, ground meat
700 W Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: 
When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer 
switch to 0 (zero).
Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to 
the magnetron.

1. To set cooking power by turning the power knob to 
desired level.

2. To set the time of cooking by turning the timer 
knob to desired time per your food cooking guide.

3. The microwave oven will automatically start 
cooking after power level and time are set.

4. After the cooking time is up, the unit will “Dong” 
to stop.

5. lf the unit is not in use, always set time to “0”.

500 W
700 W

200W
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4. TROUBLE SHOOTING

Normal
Microwave oven interfering TV reception Radio and TV reception may be interfered when 

microwave oven operating. It is similar to the 
interference of small electrical appliances, like mixer, 
vacuum cleaner, electric fan. 
It is normal.

Dim oven light In low power microwave cooking, oven light may 
become dim. It is normal.

Steam accumulating on door, hot air out of vents. In cooking, steam may come out of food. Most will get 
out from vents, but some may accumulate on cool place 
like oven door. It is normal.

Oven started accidentally with no food in. It is forbidden to run the unit without any food inside.
It is very dangerous.

Trouble Possible cause Remedy
Oven can not be started. (1) Power cord not plugged tightly. Unplug. Then unplug again after 10 

seconds.
(2) Fuse blowing or circuit breaker 
works.

Replace fuse or reset curcuit breaker
(repaired by professional personnel
of our company)

(3) Trouble with outlet. Test outlet with other electrical
appliances.

Oven does not heat (4) Door not closed well. Close door well.

5. SPECIFICATIONS

Model:

Rated Voltage: 100V～50Hz  / 100V～60Hz

Rated Input
Power(Microwave):

1150W

Rated Output 
Power(Microwave):

700 W

Oven Capacity: 20 L

Turntable Diameter: 255 mm

External Dimensions: 440.0x340.0x258.0mm

Net Weight: Approx. 10.39 kg

ENGLISH
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6. INSTALLATION AND 
CONNECTION

Countertop Installation
Remove all packing material and 
accessories. Examine the oven 
for any damage such as dents 
or broken door. Do not install if 
oven is damaged.
Cabinet: Remove any protective 
film found on the microwave 
oven cabinet surface.
Do not remove the light brown 
Mica cover that is attached to 
the oven cavity to protect the 
magnetron.
Installation
1. Select a level surface that 

provide enough open space 
for the intake and/or outlet 
vents.

(1) The rear surface of 
appliance shall be placed 
against a wall. Leave a 
minimum clearance of 
11.5 cm above the oven, 
a minimum clearance of 
8 cm is required between 
the oven and any adjacent 
walls.

(2) Do not remove the legs 
from the bottom of the 
oven.

(3) Blocking the intake and/ 
or outlet openings can 
damage the oven.

(4) Place the oven as far 
away from radios and TV 
as possible. Operation of 
microwave oven may cause 
interference to your radio 
or TV reception.

2. Plug your oven into a standard 
household outlet. Be sure the 
voltage and the frequency is 
the same as the voltage and 
the frequency on the rating 
label.

WARNING: Do not install oven 
over a range cooktop or other 
heat-producing appliance. If 
installed near or over a heat 
source, the oven could be 
damaged and the warranty 
would be void.

The accessible surface may be 
hot during operation.

7. ENVIRONMENTAL 
CONCERNS

According to Waste of Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) directive, 
WEEE should be separately collected 
and treated. If at any time in future 
you need to dispose of this product 
please do NOT dispose of this product 
with household waste. Please send 
this product to WEEE collecting points 
where available.

ENGLISH
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8. IKEA GUARANTEE

How long is the IKEA guarantee valid?
This guarantee is valid for two (2) years from the 
original date of purchase of your appliance at IKEA. 
The original sales receipt, is required as proof 
of purchase. If service work is carried out under 
guarantee, this will not extend the guarantee period 
for the appliance.

Who will execute the service?
Contact nearest IKEA store.

What does this guarantee cover?
The guarantee covers faults of the appliance, 
which have been caused by faulty construction or 
material faults from the date of purchase from IKEA. 
This guarantee applies to domestic use only. The 
exceptions are specified under the headline “What 
is not covered under this guarantee?” Within the 
guarantee period, the costs to remedy the fault e.g. 
repairs, parts, labour and travel will be covered, 
provided that the appliance is accessible for repair 
without special expenditure. Replaced parts become 
the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?
IKEA will examine the product and decide, at its 
sole discretion, if it is covered under this guarantee. 
If considered covered, IKEA will then, at its sole 
discretion, either repair the defective product or 
replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?
 • Normal wear and tear.
 • Deliberate or negligent damage, damage caused 

by failure to observe operating instructions, 
incorrect installation or by connection to the 
wrong voltage, damage caused by chemical or 
electrochemical reaction, rust, corrosion or water 
damage including but not limited to damage 
caused by excessive lime in the water supply, 
damage caused by abnormal environmental 
conditions.

 • Consumable parts including batteries and lamps.
 • Non-functional and decorative parts which do not 

affect normal use of the appliance, including any 
scratches and possible colour differences.

 • Accidental damage caused by foreign objects or 
substances and cleaning or unblocking of filters, 
drainage systems or soap drawers.

 • Damage to the following parts: ceramic glass, 
accessories, crockery and cutlery baskets, feed 
and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, 

screens, knobs, casings and parts of casings. 
Unless such damages can be proved to have been 
caused by production faults.

 • Repairs not carried out by our appointed service 
providers and/or an authorized service contractual 
partner or where non-original parts have been 
used.

 • Repairs caused by installation which is faulty or not 
according to specification.

 • The use of the appliance in a non-domestic 
environment i.e. professional use.

 • Transportation damages. If a customer transports 
the product to his home or another address, IKEA 
is not liable for any damage that may occur during 
transport. However, if IKEA delivers the product to 
the customer’s delivery address, then damage to 
the product that occurs during this delivery will be 
covered by IKEA.

 • Cost for carrying out the initial installation of the 
IKEA appliance. However, if an IKEA appointed 
Service Provider or its authorized service partner 
repairs or replaces the appliance under the terms 
of this guarantee, the appointed Service Provider 
or its authorized service partner will reinstall the 
repaired appliance or install the replacement, if 
necessary.

How country law applies
The IKEA guarantee gives you specific legal rights, 
which cover or exceed all the local legal demands. 
However these conditions do not limit in any way 
consumer rights described in the local legislation.

Area of validity
For appliances which are purchased in one EU country 
and taken to another EU country, the services will 
be provided in the framework of the guarantee 
conditions normal in the new country. An obligation to 
carry out services in the framework of the guarantee 
exists only if the appliance complies and is installed in 
accordance with:
 • the technical specifications of the country in which 

the guarantee claim is made;
 • the Assembly Instructions and User Manual Safety 

Information.

AFTER SALES for IKEA appliances
Please don’t hesitate to contact IKEA to:
 • make a service request under this guarantee.
 • ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best 
assistance, please read carefully the Assembly 
Instructions and/or the User Manual before contacting 
us.

ENGLISH



How to reach us if you need our service

The IKEA after sales customer service centre will assist 
you on the phone with basic trouble shooting for your 
appliance at the time of service call request. Please see 
the IKEA catalogue or visit www.ikea.com to find your 
local store phone number and opening time.

In order to provide you a quicker service, 
please also always refer to the IKEA article 
number (8 digit code) placed on the rating 
plate of your appliance.
 

SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the 
guarantee to apply. The sales receipt also reports the 
IKEA name and article number (8 digit code) for each 
of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?
For any additional questions not related to After 
Sales of your appliances please contact your nearest 
IKEA store call centre. We recommend you read the 
appliance documentation carefully before contacting 
us.

ENGLISH
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