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保証書付（裏表紙）

●このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

　 ご使用前に、この「取扱説明書」と裏表紙の「保証書」をよくお読みのうえ、正しい使い方で長く

　 ご愛用ください。 お読みになった後は、大切に保管してください。　

●このマイコンジャー炊飯器は家庭用です。他の用途でご使用しないでください。　



ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容です。
必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

記号は、「禁止」（しないでくだ
さい）を示します。

記号は、「強制」（必ずしてくだ
さい）を示します。

警　　　告

電源は交流１００Vのコンセントを使
用する。

ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差し
しない。

差し込みプラグの刃及び刃の取付面
にほこりが付着している場合は、よく
拭く。

電源コードを傷つけたり、破損させたり
、加工したり、無理に曲げたり、引っ張
ったり、束ねたり、重いものを載せたり、
挟み込んだりしない。

感電する恐れがあります。

火災の原因になります。
電源コードが破損し、火災・感電の原因
となります。

交流２００V、船舶などの電源を使用
すると火災や感電する恐れがあります。

差し込みプラグはコンセントの根元
まで確実に差し込む。

炊飯中は、絶対に蓋を開けない。

子供だけで使わせたり、幼児の手
が届くところで使わない。

水につけたり、水をかけたりしない。

コードや差し込みプラグが傷んだり、
コンセント部や差し込みプラグが熱い
時は使用しない。

穴や隙間にピンや針金などの金属物
など、異物を入れない。

差し込みが不充分ですと感電・ショー
ト・発火の恐れがあります。

やけどをする恐れがあります。

やけど・感電・けがをする恐れがあり
ます。

修理技術者以外は、絶対に分解し
たり、修理・改造をしない。

発火したり、異常作動してけがをする
原因になります。

感電や異常動作してけがをする恐れが
あります。

発火したり、火災の原因になります。

ショート・感電の恐れがあります。

空焚きしたり、ふきんをかけたりしな
い。

故障や過熱、異常動作、蒸気や熱により、
本体の変形、変色の原因となります。

お願い

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、故障の原因に
なります。

お取り扱いはていねいに 内釜の縁や外側についた水分やごはん粒、米粒
などは取り除く。

たこ足配線はしない。

炊飯中は本体を移動しない。

丸洗いはしない。

ふきんをかけない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水をいれたり
しないでください。ショート・感電の原因になります。

本体や外蓋の変形変色の原因になります。

ごはんがうまく炊けなかったり、蒸気もれ・ふきこぼれ、
故障の原因になります。

火災の恐れがあります。

やけどやふきこぼれの原因になります。

警告

注意

人が死亡又は重傷を負う可能性
が想定される内容。

人が損害を負う可能性及び物的
損害のみの発生が想定される内容。

注　　意
差し込みプラグを抜く時は、電源コード
を持たずに必ず差し込みプラグ部分を
持って引き抜く。

使用時以外は、差し込みプラグをコンセ
ントから抜く。

専用内釜以外は使用しない。
蒸気口に手を触れない。

お手入れは本体が冷えてから行う。

水や火気の近くで使用しない。

不安定な場所や、熱に弱い敷物の上
では使用しない。

使用中や、使用直後は高温部に触
れない。

本体を持ち運ぶ時は、フックボタンに
触らない。

壁や家具の近くでは使用しない。

感電やショートして発火することがあり
ます。

過熱、異常動作の原因になります。

やけどの原因になります。

外蓋が開いてやけどやけがをすること
があります。

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。

蒸気又は熱で壁や家具を傷め、変色、
変形の原因となります。キッチン用収
納棚等でお使いの時は、中に蒸気が
こもらないようにする。

火災の原因になります。

感電や漏電、本体の変形や火災、
故障の原因になります。

高温部に触れて、やけどの恐れが
あります。

やけどすることがあります。
特に乳幼児には触れさせないようご注
意ください。

安全上のご注意 安全上のご注意
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フックボタン

付属品（各１個）

しゃもじ しゃもじ受け 計量カップ
（約１８０m L）

電源コード

差し込みプラグ

電源コード（コードリール）

差し込みプラグを引っぱるとコードが出ます。
（赤色以上は引出さないでください。）

コードをしまうときは、コードを少し引いてもど
すと巻き込まれます。

コードの有効長さは約１.０mです。

しゃもじ受け

つけかた
本体に沿わせるよ
うに凸部を上から
さし込みます。

はずしかた
側面を強くつまん
でから上方に引き
上げます。

凸部

蒸気口

　確実に奥まで差し込みます。
　使用時は、必ず取り付けて
　ください。
　はずして洗えます。
　はずしかた→１５ページ

各部のなまえとはたらき 操作部・表示部
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内釜

放熱板
蓋

保温

切

予約 時 分

メニュー

炊飯

終　了 現　在 時　刻

時間
分後

「予約」ボタン
押すと予約ランプが点灯し、炊飯ボタンを
押すと予約タイマーが作動します。

「予約」ランプ
予約中に点灯します。
（参考８ページ）

「時」・「分」ボタン
現在時刻・予約炊飯の炊き上がり
時刻を合わせます。

「保温」ボタン
押すと「保温ランプ」が点
灯し、保温を開始します。

「保温」ランプ
保温中に点灯します。
（参考９ページ）

「炊飯」ボタン
押すと「炊飯ランプ」が点
灯し、炊飯を開始します。

「炊飯」ランプ
炊飯中に点灯します。
（参考７ページ）

「メニュー」ボタン
冷飯再加熱・雑穀米
も選択できます。
（参考７ページ）

表示部
(説明のためにすべて表示しています。)
時計は24時間表示です。
現在時間の合わせかた（参考５ページ）

キーを押すと「ピッ」と鳴ります。
終了すると「ピー」と鳴ります。
操作が完了していないときは、
「ピッピッピッ…」と鳴ります。

音について

「切」ボタン
設定を取り消したり、すべて
の運転を終了したりします。

ハンドル

蓋パッキン 蒸気口

操作・表示部

お玉じゃくし



現在時刻の合わせかた 炊飯の準備
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現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせてありますが、室温などの影響に
より多少ずれることがありますので、次の手順で合わせ直してください。

リチウム電池の役目
※差し込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。
※予約時刻の設定を記憶します。

電池の寿命は約５年（室温２０度）
電池の消耗及び交換

※電池が消耗してくると、差し込みプラグを抜いたとき、時刻表示が薄くなったり、消えたり、設定した予約時刻の記憶が
なくなるなどの現象が現れます。お買上げの販売店に電池交換をご依頼ください。
電池が消耗しても差し込みプラグを差し込めば、　通常に使えます。　　　　　　

内蔵リチウム電池について

差し込みプラグを差し込む。
24時間表示の時計です。
昼の12時は12：00
夜の12時は0：00を表示します。

時又は分ボタンを１秒以上押し続ける。

時や分ボタンを1秒以上押し続けると「現在」が点滅して、
時刻合わせになります。

時と分ボタンを押し、時刻を合わせる。

時ボタンは押すごとに1時間進み、
分ボタンは押すごとに１分進みます。
（押し続けると早送ります。)
時刻合わせが完了しますと、５秒後に時刻表示の点滅が
止まり、時刻合わせが完了します。

終　了 現　在 時　刻

時間
分後

水加減をして内釜を炊飯器本体に入れる

　メニューに合った水位目盛で水加減をします。

　水加減を間違えるとふきこぼれることがあります。

　お好みにより、水かげんを調整してください。水かげん

は、目盛の1／4以内を目安にしてください。 水を多くし

すぎるとふきこぼれることがあります。

　内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した米粒や水滴

は、必ずふきとってください。水滴がついていると、炊飯

中に異音がでることがあります。

　内釜を軽く左右に回して、お米がかたよらないように水

平にならしてください。

例  「３」                                                                                  カップの場合

1／4

外蓋を確実に閉める

　付属の計量カップでお米を計ります。

１カップで約１８０mL(１合)です。

　たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水がきれいにな

るまで手早く洗います。

　（洗米が不充分ですとにおい・変色・こげの原因

になります。）

　蒸気口を必ず取り付けてください。

　（付け忘れるとふきこぼれることがあります。)

　外蓋は 「カチッ」 と音がするまで確実に閉めてください。

※外蓋パッキンと内釜の間に、米粒など異物をはさま

   ないでください。

　

お米を正しく計って、洗う
良い例 悪い例

（うまく炊けない原因）

時 分

終　了 現　在 時　刻

時間
分後

時 分

カチッ

蒸気口



　時ボタンを押すと１時間単位で、分ボタンを
　押すと１０分単位で変わります。
　時ボタンは、押し続けると早送り出来ます。
　夜の１２時は、　　　　に
　昼の１２時は、　　　　と表示します。
　２４時間までの予約ができますがなるべく１２時間以内にしてください。長時間の予約は、
　長い時間お米を浸すことになり、気温が高い時、においが出ることがあります。
※場合によって、予約炊飯をすると、ご飯がやわらかく炊きあがったり、おこげができること
　があります。

ご飯の炊きかた 予約炊飯
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炊飯ボタンを押す

炊飯がおわったら、ご飯をほぐす

　ごはんが炊き上がると「保温ランプ」が点灯し、
  自動的に保温に切りかわります。
　時間表示部には、保温経過時間を1時間単位で
  １２時間まで表示します。「保温」は９ページです。
　「おかゆ」「冷飯再加熱」は、保温できません。
　炊き上がると  表示部は「現在時間」を表示します     。 
※ほぐす時、鍋つかみなどで内釜を押さえてほぐし
    てください。やけどをするおそれがあります。

　差し込みプラグをコンセントに差し込んでいないとメニ
ューの選択、炊飯ができません。

       「保温ランプ」が点灯しているときはメニューの選択、
   炊飯ができません。
　「切」 ボタンを押して「保温ランプ」を消してください。
　 メニューボタンを押すごとにメニュー表示マーク（三角

マーク)が右のように移動します。
  急いで炊くときは                                           、、「白米高速  」を選んでください。

「白米高速」は、 炊飯時間の短縮を優先させた炊飯
　メニューです。ごはんが少しかために炊きあがります。
※メニュー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。

差し込みプラグを差し込み、メニューボタン
でメニューを選択する

「炊飯」ランプが点灯し、炊飯が開始します。
　表示部には「現在時刻」を表示します。
　内釜が入っていないときは、炊飯ボタンを押さないでくだ
　さい。万一、炊飯ボタンを押しますと、一時的に炊飯ヒー
　ターが発熱して高温になりますのでご注意ください。
　「炊飯ランプ」が点灯しないときは 「 切 」 ボタンを押し、　
　もう一度 メニューボタンで、メニューを選び、炊飯ボタンを
  押してください。
　炊き上がり１４分前から残り時間を表示します。

7 使用後は「切」ボタンを押し、差し込みプラグ
を抜く

点灯

[保温経過時間]

　「切」ボタンを押すと「メニュー」だけ表示しています。
　差し込みプラグを抜かずに続けて炊飯する場合は、「メニ

ュー」ボタンを押し、メニューを選んでから「炊飯」ボタン
を押してください。　

例：白米を午前６時に炊き上げる（夜１０時にタイマーセットして、翌朝６時に炊き上げるとき）

メニュー 現在時刻を確認する（２４時間表示です。)
　現在時刻がずれていると予約炊飯がうまく出来　
　ませんので正しく合わせ直してください。
　保温ランプが点灯しているときは、予約時刻をあ
　わすことが出来ません。
　切ボタンを押して、保温ランプを消してください。

メニューを選び、予約ボタンを押す
　メニューの合わせかたは、７ページをご覧ください。
  予約ボタンを押すと、「予約ランプ」が点灯し、表示　
　　部の「予約時刻」が点滅します。
   既に記憶している時刻
　 のままでよい場合は、
　 予約時刻を確認して
　 から操作　　へ移っ
　 てください。

予約がセットできる時間

メニュー

１時間１０分以上

時　　間

高　　速

お か ゆ １時間３０分以上

２時間００分以上

白　米 １時間１０分以上

時・分ボタンを押し、予約時刻を合わせる

炊飯ボタンを押す
　表示部の予約時刻が点滅から点灯に変わり、予約を完
　了します。
　予約完了後時ボタンもしくは分ボタンを押すと、表示部　
　に現在時刻を表示します。
　炊飯が始まると「予約ランプ」が消え、「炊飯ランプ」が点
　灯します。
　水温・室温・お米の量・水加減によっては、予約時刻通り
　に炊き上がらないことがあります。

メニュー

予約

炊飯

時 分

午前６:００に予約
セットした場合

玄　　米

点灯

点滅

※やけどをするおそ
れがありますので、
気をつけて
ください。

注意



保温 おかゆ
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　保温経過時間が１２時間以上の時は現在時間を表示します。
　おいしくいただくために、保温は１２時間までお勧めです。
　「雑穀米」「玄米」は、ニオイと変質の原因になりますので、
　保温はできますが、長時間保温しないでください。
　「お粥」は保温できません。
　時間がたつとのり状になりますので、早めにお召し上がりく　
　ださい。

　炊飯が終わると自動的に保温になります。
　表示部が保温経過時間を１時間単位で表示します。
　冷たいごはんの保温やごはんのつぎたしはやめて
　ください。においの原因になります。

保温終了

保温

● 炊飯時間は季節（水温・室温）・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。

● 電圧１００Ｖ、室温２０℃、水温１８℃の場合。

炊き上がるまでの目安時間

NM-RA55

メニュー 白米 高速 玄米 おかゆ 雑穀

時　　間 ３５分～５０分 ２５分～４０分 ６５分～８５分 ６５分～７０分 ５０分～７５分

容量(カップ) １～５．５ １～５．５ １～４ ０．５～１．５ １～５．５

メニュー

保温できます

保　　温

白　　　米
白米高速

メニューと保温について

保温できません

お米の知識

●　お米の種類やお好みに合わせて水加減してください。

お米の種類 水加減 メニュー

新　　米 白米の水位目盛より少なめ

胚芽米

古　　米
白米の水位目盛より多め

白米

さらりとした味わいが朝食にピッタリ

「メニュー」ボタンで「おかゆ」を選択する

「炊飯」ボタンを押して開始する
　「炊飯」ランプが点灯し、直ぐに調理を開始します。時間表示部に「現在時間」を表示します。
　調理時間は約６５～７０分間です。

ブザーが鳴り、おかゆの出来上がり
　調理が終わるとブザー音が鳴りますが、保温しません。
　使用後「切」ボタンを押し、差し込みプラグを抜い てください。
　

米と水を内釜に入れて蓋を閉めて電源を入れる

　粥の専用水位目盛に合わせて、水加減してください。
　炊飯容量は、０.５カップ～１.５カップです。

点灯

保温

五分がゆの炊きかた

おかゆ水位線は全がゆ用です。
五分がゆの時は米０.５カップに対し、水位目盛 「１」 
まで水を入れてください。
全がゆの最大炊飯量は１．５カップまで、五分がゆの
最大炊飯量は０.７５カップまでにしてください。

例  おかゆ 「1」                                                                                  カップの場合

例  五分がゆ 「０.５」                                                                                  カップの

　　　場合の水加減

◆操作手順はおかゆの炊きかたと同じですが、水加減と炊飯量を下記の通りにしてください。

雑　穀　米
玄　　　米

お　か　ゆ
冷飯再加熱
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雑穀米・玄米・無洗米を作る

雑穀米・玄米・無洗米冷飯再加熱

準備

　冷たいご飯を内釜の中に入れます。
　ご飯の量は、茶碗１杯～４杯を目安にし、あまり多く入れないでください。
　　

「炊飯」ボタンを押して開始します

メニュー「冷飯再加熱」を選択します

ご飯に適量な水を加えます

　約１/４～１/２カップの水を加えます。
（ご飯の乾燥を防止します。）

　コンセントに電源プラグを差し込んでください。
　しゃもじですくうように底からほぐしてください。

完了まで約２０分間かかりますが、出来上がりましたら、

保温はできませんので、すぐに召し上がってください。

　２時間以上の停電の時は、再び通電されると「待機状態」に入ります。

使用中に停電になったとき

玄米の炊きかた

玄米は最初軽く洗い、ゴミやもみがらを
取り除きます。
それから水を加えて、すすぎます。
水加減を「玄米」に合せ、内釜を炊飯器
本体に入れます。
メニューを「玄米」に合せ、炊飯ボタン
を押します。

雑穀米の炊きかた

水加減を「白米」に合わせてください。
洗ったお米に雑穀を入れて炊いてください。
（お米１合に対して小さじ１杯より適量）
炊飯メニューを「雑穀米」に合わせて、炊飯
してください。

よいお米を選び、しっかり保管する

お米を正しく洗米する

水位目盛をしっかり見て、水加減する

　精米したてのお米を選びます。
　よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
　保管は、風通しのよい冷暗所に置きます。2週間ぐらいで使い切りましょう。

炊きあがった後は、しっかりほぐす
　しゃもじですくうように底からほぐし、ご飯粒の表面の水分を飛ばします。
　ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

　容器などにお米を溜めておき、水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨て
　ます。
　お米を手で揉むようにしてこすります。
　水を加えてすすぎ、そして捨てます。
　水がきれいになるまで続けます。

　お米の種類、産地、季節、またお好みで水加減を変えてください。
　たくさん水を入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。　

おいしく炊くために

予約中

炊飯中

保温中

　２時間以内の停電の時は、再び通電されると停電前の状態に戻ります。
　詳しくは下記の表を参考してください。

タイマーが作動します。
炊飯開始時刻をすぎている場合はすぐに炊き始めます。

炊飯を続けます。

保温を続けます。

停電前の状態 再び通電されると

無洗米の炊きかた

炊飯メニューを「白米」に合せます。
水加減を「白米」に合わせます。

※無洗米は、ヌカがあらかじめ取り除
　かれているので洗米しません。です
　から水加減はすこし多めになります。
炊飯ボタンを押します。



お手入れのしかた お手入れのしかた
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●差し込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから
　 お手入れをしてください。
●シンナー、クレンザー、化学雑巾、ナイロンたわしなど
　　は使わないでください。

本体・外蓋
●固く絞ったふきんで
　拭いてください。

計量カップ・しゃもじ・しゃもじ受け・お玉じゃくし
●スポンジなどの柔らかいもので洗います。

本体内側
●本体内側もふきんで汚れを拭き取ります。

●薄めた台所中性洗剤とスポンジなどで洗い、ふきんで拭き取る。　

●内釜で洗米しないでください。
●泡たて器などで洗米しないでください。
●たたいたりしないでください。

内釜は使っているうちに色む
らができますが、水分・蒸気
によるもので使用上、衛生上
問題はありません。安心して
お使いください。

水を流して洗わない
でください。

内釜について

●米粒や汚れがこびりついた時は、固く絞ったふきんで拭き取ってください。

本体内側
電源コード・差し込みプラグ
●乾いた布で、ほこりやゴミを拭き取ってください。
●プラグはいつも、ほこりやゴミがついていない
　ようお手入れをしてください。
●本体を動かす時電源コードは必ず抜いてください。

計量カップ しゃもじ しゃもじ受け お玉じゃくし

フッ素樹脂加工をいためないために
●付属のしゃもじを使ってください。
●スプーンや茶わんなどを入れて洗わないでください。
●酢は使わないでください。



お手入れのしかた 故障かな？と思ったら

‐１５‐ ‐１６‐

外
蓋
の
ま
わ
り
か
ら

多
量
の
蒸
気
が
も
れ
る

蒸気口は、ついていますか

差し込みプラグをコンセントから抜いたり、
停電がありませんでしたか

予約炊飯の方法を間違えていませんか

◆　故障かな？とおもったら修理を依頼される前に、
　　次のことをお確かめください。

こんなとき

表示部に「Ｃ１」表示

表示部に「Ｃ２」表示

表示部に「Ｃ３」表示

表示部に「Ｃ４」表示

確認してください 処置

表示部に「Ｃ０」表示

電池が切れていることが考えられます。
お買い上げの販売店又は、お客様ご相談
窓口にお問い合わせください。
差し込みプラグを差し込み、「切」ボタン押す
と、表示が消え、通常に使えます。

差し込みプラグを抜くと時
計表示が消えていませんか。

こんなとき

保温時間を表示しない

予約時刻どおりに
炊き上がらない

保温12時間経過してい
ませんか。

確認してください 処置

すべてのランプが
点滅していませんか。

センサーが故障で炊飯ができません。
お買い上げの販売店又は、お客様ご相談
窓口にお問い合わせください。

ブザーが「ピッピッピッ…」
となる。

操作は完了して
いますか。

操作を完了まで続けてください。

炊飯中に「カチカチ」音がする マイコンが電力を調整している音で、故障ではありません。

12時間以上経過すると、保温時間を表示
しません。故障ではありません。

現在時刻が正しくセット
されていますか。

現在時刻を正しく合わせてください。

内釜の裏面や炊飯ヒーター・温度センサー
に、異物(ごはんつぶ)がついていませんか

外蓋パッキンと内ナベの間に米粒などの
異物が、はさまっていませんか

６ページ

２ページ

７ページ

７ページ

７・８・９ページ

６・１２ページ

７・１１ページ

７・９ページ

３・６ページ

９ページ

６ページ

８ページ

◆　蒸気口の洗い方は下記の図面の順序で行ってください。

Ａ.蒸気口を外蓋より外します
Ｂ.内側を矢印の方向に回し、
　　分解してください
Ｃ.水で洗い流してください
Ｄ.内側を矢印の方向に回し、
  　組み立ててください
Ｅ.蒸気口を外蓋に取り付けて
　　ください

◆　修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

A

DE

B

C
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約２．８Ｋｇ

計量カップ　、しゃもじ　、しゃもじ受け、お玉じゃくし　各１個

仕様

電源コードや差し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し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、しなかったリする。

炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、

こげくさい臭いがする。

通電中に異常な音や振動がする。

差し込みプラグを抜いてご使用

を中止してください。

故障や事故防止のため、使用

しないでお買上げの販売店に

ご連絡ください。

AC１００V ５０Hz/６０Hz

保証とアフターサービス点検のお願い

年間消費電力量

１回当たりの炊飯時消費電力量

１時間当たりの保温時消費電力量

１時間当たりのタイマー予約時消費電力量

１時間当たりの待機時消費電力量

区分名NM-RA５５品　　番

参考
データ

保証期間

保証期間はお買上げ日から1年間です。
保証期間中の修理
　保証書(裏表紙)の記載内容により、お買上げの販売店にご相談してください。
　詳しくは、保証書をご覧ください。
保証期間が過ぎた後の修理
　修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。
　詳しくは、お買上げの販売店にご相談してください。

保証とアフターサービス

蒸発水量 約５２．３g

約９８ＫＷｈ

約１５７．９Ｗｈ

約２６．８Ｗｈ

約０．８８Ｗｈ

約０．６８Ｗｈ

１．０Ｌ（５．５合）

炊飯時：６４５Ｗ

幅２５１×奥行３５２×高さ２１４mm

最大炊飯容量

Ｆ




