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●この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
●取扱説明書及び、保証書は大切に保管してくだい。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
●本取扱説明書は製品の改善目的の為に、仕様並びに記載内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
●この炊飯器をお米以外の炊飯に使用しないでください。

ソフトスチーム米ミニ炊飯器

保証書付
室内用

● 安全上のご注意
● ご使用上のお願い
● ”ソフトスチーム米（SS米）”とは
● いろいろな炊き方、炊飯量と炊飯時間
● 各部の名称
● ごはんの炊き方
● お手入れについて
● 故障かな？と思ったら
● 保証とアフターサービスについて•仕様
● 保証書
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裏表紙

品番

もくじ

”ソフトスチーム”は株式会社T.M.Lの登録商標です。
”ソフトスチーム米”は株式会社T.M.L、早稲田大学、
埼玉産業技術総合センターの共同研究から生まれた
加工技術／特許技術を応用した加工米です。●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

業務用として使用しないでください。
この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use only in Japan
and can not be used in any other country.

マイコン式



安全上のご注意

異常・故障時には、直ちに使用を
中止し、差込みプラグを抜く。

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、
けがのおそれがあります。
<異常・故障例>
●電源コードや差込みプラグがふくれ
　るなどの変形や、変色、損傷している。 
●電源コードの一部や差込みプラグが
　いつもより熱い。 
●電源コードを動かすと通電したり、
　しなかったりする。
●炊飯器本体がいつもと違って異常に
　熱くなったり、焦げ臭いニオイがする。 
※すぐにお買上げの販売店またはお客
　様相談室にお問合せください。

差込みプラグは清潔にする。
差込みプラグは、刃および刃の取付
面にほこりが付着している場合はよく
拭く。
火災の原因になります。

改造はしない。また、修理技術者
以外の人は、分解したり修理を
しない。

火災・感電・けがの原因になります。
修理は お買上げの販売店または
お客様相談室にお問合せください。

差込みプラグは、コンセントの
奥まで確実に差込む。

差込みが不完全ですと、火災・感電・
ショートの原因になります。

コンセントは単独で使う。
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。

注意
警告

コンセントや配線器具の定格を
超える使いかたや交流100V
　　　以外での使用はしない。

交流200V・船舶などの電源で使うと、
火災・感電の原因になります。

炊飯中は絶対に外ふたを開けたり
　　　移動させない。

やけどをすることがあります。 

蒸気口に手を触れない。
やけどをすることがあります。 
特に乳幼児には、さわらせないよう
注意する。

お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明しています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその
　程度を、次の表示で区分して説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し
　説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

●ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
●以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然
　に防止するためのものです。注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った
　使い方、取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。
　いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

死亡または重傷などを負う可能性
が想定される内容を示します。
傷害を負う可能性または物的損害
のみが発生すると想定される内容
を示します。

この記号は、してはいけない『禁止』内容です。

この記号は、必ず実行していただく『強制』
内容です。
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ぬれた手で差込みプラグの抜き
　　　差しはしない。

電源コードは乱暴に扱わない。

取扱説明書に記載した用途以外
　　　には使わない。

傷んだときは使わない。

異物を入れない。

水につけたり、水をかけたりしない。
感電やけがをすることがあります。

火災・やけど・感電の原因になります。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

感電•ショート•発火の原因になります。

ショート・感電のおそれがあります。

感電や異常動作して、けがをすること
があります。

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

本体内部に水が入った場合は、
お買い上げの販売店またはお客様相談
室にお問合せください。 コードや差込みプラグが傷んだとき、

コードの一部や差込みプラグが熱い
とき、コードを動かすと通電したり、
しなかったりするとき、コンセントの
差込みがゆるいときは使用しない。

電源コードを傷つけたり、破損したり、
加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ
たり、ねじったり、たばねたり、熱器具
に近づけたりしない。また、重い物をの
せたり、挟み込んだりしない。

子供だけで使わせたり幼児の手の
　　　届くところで使わせたり
　　　しない。

すき間にピンや針金などの金属物
など、異物を入れない。

差込みプラグを持って抜く。
差込みプラグを抜くときは、電源コー
ドを持たずに必ず先端の差込みプラ
グを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあり
ます。

お手入れは冷めてから行う。
高温部に触れて、やけどのおそれがあり
ます。

使わないときは差込みプラグを
抜く。やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏

電火災の原因になります。また、誤って
ボタンに触れるとスイッチが入り、炊飯
ヒーターが発熱して高温になり、やけど
の原因にもなります。

持ち運ぶときはロックつまみに
         触れない。

外ふたが開いて、やけどやけがをする
おそれがあります。

水や火気の近くで使わない。
感電や漏電の原因になります。
故障や製品の変形、変色の原因にも
なります。

使用中や使用後しばらくは内ふ
         た、蒸気口に触れない。

特に内ふたや内釜は高温になっています
ので、やけどの原因になります。

不安定な場所で使わない。
不安定な場所や熱に弱い敷物の上では
使わない。
火災の原因になります。

火災の原因になります。 過熱、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない。
専用釜以外は使わない。キッチン用収納家具等をお使いのとき

は、中に蒸気がこもらないようにする。

取っ手を持って振らない。
　　　・炊飯中は持ち運びをしないでください。
　　　 蒸気でやけどをしたり、取っ手が変形
 　　　することがあります。
　　　・炊飯直後に持ち運ぶときは、外ふたが
ロックされていることを確認してから、蒸気口か
ら出る蒸気に十分に気をつけてください。



しっかりと拭き取って使用してください。

ヒータープレート

側面
20cm
以上 後面

20cm
以上

上面
20cm以上

釜底センサー

本体内部 内釜

ご使用上のお願い

異物

異物
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次のような場所では使わない。

異物がついたまま使わない。

製品は安定のよい場所に設置
してください。

使用中、絶対にふきんをかけない。

釜に傷をつけたり変形させない。

●直射日光のあたる場所
●油等の飛び散る付近
●ガスコンロ近くなど高温になる所
故障や炊飯器本体の変形、変色、劣化の原因に
なります。

故障や誤作動の原因になります。

炊きムラができたり、生煮えになったりして炊飯が
うまくできない原因になります。
内釜の外側やつば部、ヒータープレート、釜底セン
サーに付着した米つぶや水滴は、必ず拭き取って
から使用してください。

故障や外ふたの変形、変色の原因になります。

うまく炊けない原因になります。

連続使用するときは本体を冷ま
してから炊飯してください。
うまく炊けない原因になります。

空炊きはしない。

設置するときは、本体のまわりに
下記のすき間をあけてください。

海外や異なる電圧で使用しない。

故障や過熱、異常動作の原因になります。

転倒するとやけど、けが、故障の原因になります。

近すぎると、棚などの家具が湿気で変形、
変色したり、カビが生えたり、熱がこもって
火災の原因になります。

〈内釜のフッ素皮膜について〉

〈においについて〉

設置時や使用時に、内ふたとの接触部のフッ素皮膜が摩耗することが
ありますが、食品衛生上、または性能上問題ありません。

ご購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない
少なくなっていきますので心配はありません。

故障の原因になります。



いろいろな炊き方

炊飯量と炊飯時間

メニュー
ソフト
スチーム
白米

一般白米、
無洗米

（米は0.5合のみです。）
［全かゆの場合］ 0.5合に対し、水：375mL（水位目盛0.5）
※水をたくさん入れるとふきこぼれます。
※水位線は、全かゆ用です。

ソフト
スチーム
玄米

おかゆ

水位目盛 コース選択 ワンポイントアドバイス

メニュー

炊飯量

炊飯時間

0.09L
（0.5合）

0.09～0.18L
（0.5～1.0合）

0.09～0.27L
（0.5～1.5合）

0.09～0.27L
（0.5～1.5合）

約5分 約7分 約7分

ソフトスチーム白米 一般白米・無洗米 ソフトスチーム玄米 おかゆ
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”ソフトスチーム米(SS米)”とは

0.5合に対し、水：170mL（水位目盛0.5）
　1合に対し、水：290mL（水位目盛1）

0.5合に対し、水：135mL（水位目盛0.5）
　1合に対し、水：230mL（水位目盛1）
1.5合に対し、水：320mL（水位目盛1.5）

0.5合に対し、水：135mL（水位目盛0.5）
   1合に対し、水：230mL（水位目盛1）
1.5合に対し、水：320mL（水位目盛1.5）

早稲田大学
埼玉県
産業技術
総合センター

株式会社
T.M.L

長押し

※この取扱説明書ではソフトスチーム加工をしていない米を「一般白米」と表記しています。
※お好みで水かげんしてください。

※炊飯時間は目安です（電圧100V、室温20℃、水温18℃、標準水位の場合）。 
　炊飯量、お米の種類、室温、水温、水かげんなどにより多少異なります。
※ソフトスチーム白米では、美味しく炊ける普通モードと短時間で炊ける高速モードの選択ができます。

約13～23分普通モード
約10～17分高速モード 約26～30分 約37～42分 約50分

SS白米：0.5合/約10分(高速モード) (蒸らしを含むと15分）

”ソフトスチーム米”は株式会社T.M.L、早稲田大学、埼玉産業技術総合
センターの共同研究から生まれた加工技術／特許技術を応用。
米粒内に含まれる酵素を働かせ、元々存在するでんぷんやたんぱく質を
分解してブドウ糖やアミノ酸を生成するため、摂取カロリーは変化せず、
健康的な美味しさを味わうことができます。
ソフトスチーム技術で加工した米と本炊飯器を使用すると、
①洗米せず、②浸漬せず、③短時間で、美味しく炊けます。

SS玄米：0.5合/約37分　　　　　   (蒸らしを含むと44分）

蒸らし時間

白 米

白 米

長押し

玄 米

玄 米

炊飯時間
の目安

0.5 0.5

0.5
1

1
1.5

SS白米
一般白米
無洗米

SS玄米
おかゆ

0.5 0.5

0.5
1

1
1.5

SS白米
一般白米
無洗米

SS玄米
おかゆ

0.5 0.5

0.5
1

1
1.5

SS白米
一般白米
無洗米

SS玄米
おかゆ



玄米スイッチ

内ふたのつけ方、はずし方

玄米ランプ(橙)

内ふた取付軸内ふたパッキン

内ふた 外ふた
　パッキン

外ふた

白米ランプ(橙)
ヒータープレート

釜底センサー

外釜

ロックつまみ

しゃもじ

計量
カップ

カンタン
操作ガイド

内釜（フッ素加工）

内ふた

外ふた

取っ手
蒸気口　

白米スイッチ
電源コード

差込みプラグ

各部の名称

5

※外ふたのみぞとロックつまみの
　ツメのかみ合わせに注意して、
　カチッとなるまで外ふたを
　確実に閉めてください。

みぞ

みぞ

ツメ

〈つけ方〉
 ・下図のように内ふたパッキンを
　内ふた取付軸に合わせて、
　差込みます。

〈はずし方〉
①内ふたの外周を押さえ、反対側を
  持ち上げます。
②隙間に手を入れ、外周を手前に
  引っぱります。

①

②

本体

付属品



内ふた 外ふた

ごはんの炊き方
お米を正しく計って内釜に入れる。
●付属の計量カップの目盛でお米を計ってください。
　計量カップいっぱいで1合=約180ｍL（約150g）です。
　(お米の種類によって目盛が違います。)
※計量カップで水量を計ることもできます。

約5mmスリキリ

SS白米/SS玄米 一般白米 無洗米

水位目盛
水かげんをして内釜を炊飯器本体に入れる。

内釜を本体に入れて、内ふたを外ふたに取り付け、外ふたを閉める。

●メニューにあった水位目盛を選び、炊く量に合わせて水かげんします。
●お好みにより、水かげんを調節してください。
　水かげんは、水位目盛の線の上下1～2mm程度を目安にしてください。
　水をたくさん入れるとふきこぼれることがあります。
●内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した米つぶや水滴は、
　必ず拭き取ってください。水滴がついていると炊飯中に異音が出る
　ことがあります。
●内釜をかるく左右に回して、お米がかたよらないように水平にならしてください。

〈無洗米をさらに美味しく上手に炊くには〉

〈一般白米を炊くには•••〉

例えば、目の細かいざるに米を入れ、たっぷりと水を入れたボールに浸けてから内釜に移し、
水かげんをしてすぐに炊いてください。（うまく炊けない、こげつき、ふきこぼれの原因となる米の
表面のでんぷん質を1～2回すすいで取り除きます。）

計量したお米をボールに入れ、研ぎ、洗いをします。（内釜の中で研がないでください。フッ素皮膜
が傷んだり、内釜が変形することがあります。）

●お米の量に対する水の量は必ずお守りください。また、1.5合を超える炊飯は絶対に
　行わないでください。※ふきこぼれをおこし、やけど等の原因になります。

正面から見て左 正面から見て右

かみ合わせに
注意

カチッと
しっかり
はめる。

カチッと
しっかり
はめる。
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約10mm

※外ふたの蒸気口が奥になるようにして取り付けてください。

蒸気口

ロックツマミ

●必ず、内ふたが正しい方向についていることを確認してください。
●内釜の底面と外側や炊飯器本体の内側に付着した
　米つぶや水滴は、必ず拭きとってください。
●外ふたは左右のロックつまみで「カチッ」と音がするまで
　確実に閉めてください。
※ロックつまみのかみ合わせは、下図のように、
　必ず決まった方向で取り付けてください。
●内ふたと内釜、外ふたパッキンと内釜の間に
　米粒などの異物をはさまないでください。
※異物がはさまった状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、
　蒸気がもれたりすることがあります。

かみ合わせに
注意

0.5 0.5

0.5
1

1
1.5

SS白米
一般白米
無洗米

SS玄米
おかゆ



メニュー（運転モード）

白 米 玄 米

白 米 玄 米 白 米 玄 米

白 米 玄 米

白 米 玄 米

ブザー音（各モード共通）

（各モード共通）

運転を取り消すとき

白 米 玄 米 白 米 玄 米白 米 玄 米白 米 玄 米

ソフトスチーム白米
(普通モード) (高速モード)

一般白米
無洗米

ソフトスチーム
玄米 おかゆ

白 米 玄 米

白 米 玄 米

ごはんの炊き方（つづき）

●炊飯が終わると自動で蒸らしに
　移行し、白米ランプ もしくは 玄米
　ランプ が点灯します。
　蒸らしが終わるとブザー音がなり、
　ランプは消灯します。
●蒸らしが終わったら充分によくほぐし、
　余分な蒸気でのべたつきやにおい
　の発生を抑えます。
※内釜が熱くなっているので、ほぐす時
　に手をふれないようにしてください。
※内釜の底にキツネ色のおこげが
　できることがあります。

モード選択時にブザー音で確認できます。
炊飯中の運転モードはランプの点滅パターンで確認できます。

保温について
この炊飯器には保温機能がついていません。余ったごはんは取り出して保存してください。

蒸らしが終わったら
よくほぐす。

差込みプラグを差込み、
     もしくは     を押す。

●水かげんを間違えると、ふきこぼれ
　たり、うまく炊けないことがあります。
●内釜が入っていないときは、スイッチ
　を押さないでください。  一時的に
　ヒータープレートが発熱して高温に
　なりますので、ご注意ください。
●メニューに合わせて 白米 もしくは
　玄米 を押してください。炊飯中は、
　それぞれのメニューのランプが点滅
　します。
※スイッチを押すときは、本体をおさ
　えてください。

●ご使用中はふたの蒸気口から熱い蒸気が出ます。蒸気口に手をかざしたり、触れたりしな
　いでください。
●空炊きしないでください。故障の原因になります。
●内釜の外底面に水気が残っていますと、ヒータープレート面が異常を起こす可能性が
　ありますので十分にご注意ください。
●お米や水の量によって蒸気口から内容物がふき出すことがありますのでご注意ください。
●ふたを開けるときは、熱い水滴が落ちますので、やけどに注意してください。
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白米 玄米

炊き上がり

蒸らし

炊飯

白米ランプ
点灯

玄米ランプ
点灯

白 米 玄 米

白 米 玄 米

1秒 長押し1秒 長押し

ピ•

ピ
ピ
ッ

ピ•
ピ
ピ
ピ
ッ

ピ•

ピ
ピ
ピ
ッ

ピ
ッ

ピ
ッ

2度押し
2秒以内に2度
押してください

ピ-ッ（0.5秒）×5回

ピ-ッ（1秒）×1回

消灯
ブザー音ランプ

約3秒 約3秒約3秒 約3秒 約3秒

●運転を取り消すときは、運転中の
　スイッチをもう一度押すと、ブザーが
　鳴り、ランプが消灯します。

点
滅
パ
タ
ー
ン



お手入れについて

●布巾などに薄めた食器用洗剤を含ませ、よく絞ってから汚れを
　拭きます。その後同じように固く絞った布巾などで水拭きし、
　最後に乾いた布で付着した水を拭きとってください。

本体、ヒータープレートのお手入れ

ご使用後は必ず差込みプラグをコンセントから抜いて次のお手入れをしてくだい。
お手入れは本体が冷めてから行ってください。
※使用してからすぐにお手入れをすると、やけどをする恐れがあります。

外ふた、内ふたのお手入れ

内釜、しゃもじ、計量カップのお手入れ

電源コード、差込みプラグのお手入れ

●内釜のフッ素加工皮膜を傷つけないような柔らかいスポンジに
　食器用洗剤を付け、こびりつきを落としてください。
●水ですすぎ、洗剤を流したあと、必ず水分をしっかり拭き取って
　ください。
●シンク等で洗う際、内鍋の上に重いものを置かないでください。
　また、強く握らないでください。変形する恐れがあります。
●たわし類では絶対に洗わないでください。
　傷がついたり変形する恐れがあります。

●必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体、ヒータープレート等が冷めてからおこなってください。
●本体の丸洗いは絶対にしないでください。
●洗剤は必ず台所用合成洗剤（食器用、調理器具用）を使用してください。
●磨き粉、金属たわし、漂白剤、シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類で拭かないでください。
　傷がついたり変色、変形等の原因になります。
●本体、ふたは食器洗い機や食器乾燥機を使用しないでください。部品の変形の原因になります。
●熱湯を使用しないでください。変形や割れの原因になります。

●乾いた布で汚れやホコリを拭き取ってください。
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内ふたパッキン

内ふた

外ふた

つけたまま洗います。
※はずさないでください。

●内ふたは、使用のたびに外ふたから取り外してスポンジなどの
　柔らかいもので洗ってください。
●外ふたも丸洗いが出来ます。
　外ふたと内ふたの間に洗剤等が
　残らないように、内ふたを取り外してすすいでください。
●水分は乾いた布等で拭き取ってください。
※お手入れ後は、内ふたを正しく取り付けてください。
※変形させないよう注意してください。
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故障かな？と思ったら

ご飯が、かたい、または
やわらかい。

確認してください状 態

エラー表示 確認してください 処 置

ご飯が、ひどく焦げる。

ふきこぼれる。

炊飯できない
スイッチの操作が出来ない。

炊飯中に音がする。

外ふたと本体の間から
蒸気が漏れる。

炊飯中に停電があった場合は運転を停止して初期状態に戻ります。
再度炊飯をスタートしても美味しく炊けないことがあります。

・米の量、水かげんは正確ですか？(4ページ)
・内釜が変形していませんか？
・内釜の裏面やヒータープレート・釜底センサーに異物（ごはんつぶ）が
　ついていませんか？(3ページ)

・内釜が変形していませんか？
・内釜の裏面やヒータープレート・釜底センサーに異物（ごはんつぶ）が
　ついていませんか？(3ページ)
・内釜が変形していませんか？
・メニューや水かげんは合っていますか？(4ページ)
・水かげんは、水位目盛の1～2mm程度の目安を超えていませんか？
・内ふたはついていますか？（5、6ページ）
・内ふたと内釜、外ふたパッキンと内釜の間に米粒などの異物がはさまって
  いませんか？
・米の表面にでんぷん質が残っていませんか？(6ページ)

・差込みプラグはコンセントに確実に差込まれていますか？
・エラー表示が出ていませんか？（9ページ下）

・内釜の外側や炊飯器本体内側に水滴がついていると、
「パチパチ」と音がすることがありますが、故障ではありません。

・内ふたが正しく取りつけられていますか？
・外ふたが正しく閉まっていますか？（5、6ページ）
・内釜が変形していませんか？

※内釜が変形した場合は、使用を中止し、弊社のお客様相談室にお問合せください。

「白米」と「玄米」のランプが
同時に点滅する。

「白米」と「玄米」のランプが
交互に点滅する。

故障の可能性があります。 差込みプラグを抜いて、弊社のお客様
相談室にお問合せください。

製品が高温になっています。

・内釜が炊飯器本体に入って
 いますか？
・内釜の裏面やヒータープレー
 ト、釜底センサーに異物（ごは
 んつぶ）がついていませんか？
・内釜が変形していませんか？
・空炊きをしていませんか？
・水かげんは正確ですか？

差込みプラグを抜いて、本体を冷まして
ください。
やけどに注意してください。

※内釜が変形した場合は、使用を中止し、
　弊社のお客様相談室にお問合せくだ
　さい。

「故障かな？」と思ったときは、次の内容をお調べください。
お確かめいただいてもわからないときは、弊社のお客様相談室にお問合せください。

・連続して使用していませんか？（3ページ）うまく炊けない。



電 　 　 源

外 形 寸 法

仕様

●この商品は日本国内向けに設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。
　海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となりますので、ご了承ください。

約1.33kg
約1.0m

約0.09L～0.27L(0.5～1.5合)
ソフトスチーム白米、一般白米、無洗米

おかゆ
約0.09L(0.5合)
本体：耐熱PP
内釜：アルミニウム合金（フッ素加工）

計量カップ、しゃもじ、カンタン操作ガイド

800W
幅171×奥行き151×高さ238mm
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SS-RC01品 　 　 番

本 体 質 量
コード長さ

炊 飯 量

付 属 品

材     質

品 　 　 名

消 費 電 力

ソフトスチーム米ミニ炊飯器
交流100V 50Hz/60Hz

保証とアフターサービスについて
①保証書
 ●この製品には、保証書がついています。
　保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよく
　お読みの後、大切に保管してください。　保証期間は、お買上げ日より１年間です。
②修理を依頼されるとき
 ●保証期間中はお買上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。
　保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
 ●保証期間が過ぎているときは、お買上げの販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。
　修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
③補修用性能部品の保有期間
　このソフトスチーム米ミニ炊飯器の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の
　保有期間は、製造打切後6年です。
④ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に
　点検・修理をご依頼ください。
 ●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
⑤修理サービスについてご不明な場合、修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店
　または弊社お客様相談室にお問合せください。

ご使用中止

長年ご使用のマイコン式炊飯器の点検を!!

● 電源コードや差込みプラグがふくれるなどの変形や変色、
　 損傷している。
● 電源コードの一部や差込みプラグがいつもより熱い。
● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
● 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、
　 こげ臭いにおいがする。

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

廃棄について

このような症状はありませんか？
事故の防止のため、
使用を停止し、
コンセントから差込み
プラグを抜いて
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

ソフトスチーム玄米
約0.09L～0.18L(0.5～1.0合)



SS-RC01

●取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご
使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせ
ていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製
品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
②お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に
は、株式会社青葉にご連絡ください。

●ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店また
は株式会社青葉にご相談ください。
●ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けに
なれない場合には、株式会社青葉へご連絡ください。
●保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただ
きます。

①ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び
損傷。

②お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、
　ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源
　(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
⑤本書のご提示のない場合。
⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない
場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

●本書は日本国内においてのみ有効です。
　This  warranty  is  valid  only  in  Japan.
●本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、
再発行いたしませんので大切に保管してください。

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、
保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではあ
りませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社青葉にお問い合わせ
ください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
●保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動の
ために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

●修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保
護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守しますので、ご了承ください。

品 番

保 証 期 間

お買 上 げ日 年 　 　 　 　 　 月 　 　 　 　 　 日 　

株式会社 青葉 【お客様相談室】

0120-545-777
〒639-1124　奈良県大和郡山市馬司町648番地の1

〈無料修理規定〉

ソフトスチーム米ミニ炊飯器 保証書

修理メモ

様

印

お名前

電話

販
売
店

ご住所（〒　　　　　　　　　）

販売店名・住所

電話

お
客
様

対象部分お買い上げ年月日より1年間 保証の条件 持ち込み修理本体

14L0

販売元

輸入元

〒556-0017　大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号

受付時間 ： 午前9時～午後5時/月～金曜日
　　　　　（祝祭日・弊社休日を除く）
受付時間 ： 午前9時～午後5時/月～金曜日
　　　　　（祝祭日・弊社休日を除く）

お問い合わせの前に「故障かな？と思ったら」（9ページ）を
ご確認ください。
お問い合わせの前に「故障かな？と思ったら」（9ページ）を
ご確認ください。


