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●ご使用前に、 「安全上のご注意」 をよくお読みの上、 正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しております。 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、 必ずお守りください。

※誤った使い方による危険や損害の程度を区分してご案内いたします。

●絶対に修理 ・ 分　
　 解・改造をしない。

・ 感電、 ショートによる発火、 異常動作などに

  より、 事故になる恐れがあります。

・ 故障と思われる時は、 販売店、 または　当社

　サービスセンターまでご相談ください。

安全上のご注意

火災を避ける

警告
死亡や重傷を負う

おそれがある内容

・ 調理の際の熱で引火する可能性があるので、

　カーテンや可燃物の近くで使用しないでくださ

　い。

●カーテンなどの可
　 燃物の近くでは使
　 わない。

・ 油に引火して火災の原因になる可能性があり

　ます。
●付属の受け皿に油
　 を入れたり、 汚れ
　 たまま使わない。

・ 子供だけで使用しないでください。

・ 乳幼児の手の届くところで使わないでくださ  

   い。

●子供だけで使用し
　 ない。

・ ショートや感電の恐れがあります。

・ ガラス扉のガラスが急激な温度変化により割

　れる恐れがあります。

●本体を水等で濡　
　 らしたり、 水等に
　 つけない。

　

事故を避ける

マークの意味

●ぬれた手でさわら
　 ない。

・ ぬれた手で本機を操作したり、 電源プラグ　    

　やコードを触らないでください。 感電やショー

　 トの恐れがあります。

P1

この絵柄は「禁止」の内容です。

この絵柄は必ず行う「強制」の内容です。



安全上のご注意

事故を避ける

警告
死亡や重傷を負う

おそれがある内容

・本機は日本国内で１００Ｖ専用です。 延長コー

　ドを使用する際は、 定格１５Ａ以上のものを　

　単独で使用してください。

●定格１５Ａ、 交流    
　 １００Ｖのコンセン
　 トを単独で使用す   
　 る。

●電源コードや電源
　 プラグが破損した
　 場合はすぐに使   
　 用を中止する。

・ 電源コードや電源プラグが破損した場合は

　すぐにご使用を中止して、 販売店、 または　

　当社サービスセンターにご相談、 修理をご依

　頼ください。

・ 電源コードや電源プラグは丁寧に扱ってくださ

　い。

●使用中や使用直　
　 後は火傷に注意。

・ 使用中  及び　使用直後は高温になっている

　場所が多いので、 ミトン等を使い　素手では　

　触れないでください。

●ガラス扉に食品　
　 を触れさせたまま
　 加熱させたり、　　
　 濡れたまま加熱さ
　 せたりしない。

・ ガラス扉は割れにくいガラスを採用しておりま

　すが、 急激な温度変化などにより割れる恐れ

　があります。

・ ガラスが濡れた場合は、 やけどしないように

　拭き取ってください。

●使用時以外は電
　 源プラグをコン　
　 セントから抜く。

・ ご使用時以外は、 安全の為　電源プラグをコ

　ンセントから抜いてください。

●電源プラグは根元
　 までしっかり差し          
　 込み、 ほこり等を
　 定期的に取る。

・ 電源プラグをしっかり差し込まないと、 ほこり

　等がたまってトラッキング現象が発生したり、　

　異物によるショート、 感電、 発火、 発煙の　

　恐れがあります。

・お手入れの際は本体が十分に冷えてから行っ

　てください。 やけどの恐れがあります。
●ご使用後の手入　
　 れは良く冷えてか
　 ら行う。

●プラグを抜く時は
　 必ず電源プラグ    
　 を持つ。

・ 電源プラグを抜く時に、 電源コードを引っ張ら

　ないでください。 電源コードが破損する恐れ　

　があります。

P2



安全上のご注意

発火を避ける

注意
障害を負うことや、 財産に

損害が発生する内容

・ 離れる時は必ず電源を切ってください。

・加熱のし過ぎは事故の元となるので、 タイマー  

　は短めに設定し　焼き加減を見ながら調理し　

　てください。

・ バターやジャム等を塗ったパンを焼かないでく

　ださい。

・ 缶詰や瓶詰などは破裂する可能性があるの　

　で、 直接加熱しないでください。

・ 魚、 肉の加熱や揚げ物の再加熱など、 油が

　出る物は、 ヒーターに付着すると発火、 発煙

　の恐れがありますので、 付属の受け皿を使　

　用してください。

●調理中は本体か    
　 ら離れない。

●タイマーは短めに  
　 設定する。

●受け皿以外の容  
　 器を使用しない。

●庫内で加熱物や
　 食品カス等が発  
　 火した場合は扉　
　 を開けない。

・ 使用中に庫内で食品や食品カス等が発火し　

　た場合は、 タイマー （電源スイッチ） を切り　

　電源プラグを抜いて、 火が消えるまで扉を開

　けないでください。 また、 水をかけるとショー

　トしたりガラスが割れる原因になりますので、　

　おやめください。

●パン屑受けはしっ
　 かり閉める。

・ 本体底面のパン屑受けは必ず取り付けてご　

　使用ください。 設置場所が汚れたり、 発火、

　発煙の原因になる恐れがあります。

●本体の内部や外 
　 部は清潔に保つ。

●本体上部に物を　
　 置かない。

・ 本体の内部や外部は清潔に保ってください。

　汚れや食品カス等による発煙、 発火や本体　

　の着色、 破損の原因になります。

・ 本体上部は使用中高温になりますので、 絶　

　対に物を置かないでください。 発煙、 発火等

　の恐れがあります。

・ 本体設置の際は、 必ず設置に関する注意事

　項の間隔を取ってください。

P3



開閉取っ手 出力切り替えスイッチ

パン屑受け タイマー / 電源スイッチ

電源コード 上部ヒーター２本 焼き網 ( 付属品）

下部ヒーター２本調理目安時間

受け皿

焼き網

左右
5ｃｍ
以上

高さ
２０ｃｍ
以上

奥行き
５ｃｍ
以上

P4

各部の名称 ・付属品
・ 初めてご使用になる際は付属品が全て揃っているかどうかご確認ください。

設置時に必ず距
離を取る

・ 必ず左のイラストのように、

　設置距離を取ってくだい。

・ 熱に弱い物、 家具、 燃え

　やすい物を周辺に絶対に　

　置かないでください。

不安定な場所に
設置しない

・ 不安定な場所には設置しな

　いでください。

・ じゅうたん、 畳、 ビニール

　シート、 樹脂の上で使用し

　ないでください。

※使用中、 使用後は非常に高熱になりますので十分に　 

ご注意ください。

※加熱中、 加熱後に扉ガラスやヒーター部に水がかか     

　 ると急激な温度変化でガラスが割れる恐れがあります。

・ 電源コードを無理に曲げたり、 引っ張ったり、 挟み  

　込んだりする行為は、 電源コードを破損し事故を起

　こす恐れがありますので、 おやめ下さい。

・ 上下ヒーターに油汚れが付いてしまうと故障や発火　

　を起こす恐れがありますので、 そのような食材を調

　理する際は受け皿をご使用ください。

各部の名称

付属品

設置時の注意

パワー

TNM12A-W

きりもち
900Ｗ
6～8

冷凍ピザ
600Ｗ
10～12

トースト
1200Ｗ
4～5

冷凍トースト
1200Ｗ
5～6

バターロール
300Ｗ
5～7

パワー

TNM12A-W

きりもち
900Ｗ
6～8

冷凍ピザ
600Ｗ
10～12

トースト
1200Ｗ
4～5

冷凍トースト
1200Ｗ
5～6

バターロール
300Ｗ
5～7

パワー

TNM12A-W



ご使用方法

① パン屑受けと焼き網を確実にセットし、 焼き網に調理物を置いて扉を閉める。

初めてご使用になる時は、 白い煙やにおいが出る事がありますが、 製品の異常

ではありません。

P5

パン屑受けは下記内容のように使用する

使用前に必ずパン屑受けを奥まで

しっかり取り付けてください。

（手前に引き出されている状態だと

ドアが開かなくなる時があります。）

焼き網の目より細かい物や、

油や汁等が出るような食材は

必ず受け皿を使用してください。

ヒーターやパン屑受けの破損

発煙、 発火の原因になります。

油が飛び散りやすいものは全体

をアルミホイルに包んで受け皿

に載せて調理してください。

受け皿は下記内容のように使用する

受け皿を使用する時、 必ず焼

き網の上に載せてから調理して

ください。

焼き網は図のようにしっかりセットする

付属の焼き網やアルミホイル

などの容器以外を使用しない

でください。

左図の通り、Ｂ焼き網をＡ枠

に動かないようにしっかりと

取り付けでください。

ご使用になる前に焼き網を固定している

ツイストロックを外してください。

ツイストロック

パワー

TNM12A-W

きりもち
900Ｗ
6～8

冷凍ピザ
600Ｗ
10～12

トースト
1200Ｗ
4～5

冷凍トーストー
1200Ｗ
5～6 バターロール

300Ｗ
5～7

パワー

TNM12A-W

パワー

TNM12A-W

パワー

TNM12A-W



ご使用方法

P6

② 電源プラグをしっかり持って、 コンセントに確実に差し込みます。

交流１００Ｖ　１５Ａ以上のコンセントに単独で

使用してください。

タイマーが必ず 「切」 の状態になっている事を

確認してください。 突然動作し、 予想外の動作

をしてしまう可能性が有ります。

③ 出力切り替えスイッチを合わせて、 タイマーをセットする。

出力は１２００Ｗ、 ９００Ｗ、 ６００Ｗ、 ３００Ｗの４段階

切り替えです。

出力切り替えスイッチはしっかり回してください。

使用中に出力切り替えを行わないでください。 出力切り替え

を行う場合は、 必ず一度タイマーを 「切」 にしてから行って

ください。

５分以下で使用する場合は、 必ず５分以上に回してから、

お好みの時間に設定してください。

タイマーはゼンマイで動作しますので、 巻きつけが足りず、

「切」 の位置まで回らない恐れが有ります。

動作中でも過加熱防止装置 （サーモスタット） が作動すると

ヒーターが停止します。 庫内温度が規定値以下になると

再度加熱を始めます。

連続で使用する時は、 サーモスタットが働き、 ヒーターが消

えたり、 ついたりする回数が増えるため、 調理時間が長くな

ることがあります。 様子を見ながら調理時間を調節してくださ

い。

・ 調理する時、 焼き加減を見ながら時間を調節してください。

調理目安時間

・ この調理時間は初回の時間です。 連続で使用する場合は必ず調理の様子を見な

  がら調節してください。

・ 市販の冷凍食品は、 必ず 「オーブントースター用」 と表示してあるものを使用し

  てください。

・ 冷凍食品を調理する時、 調理物の表面の霜を取り除くと、 焼きムラが少なくなり

  ます。

【　　　　  】

出力切替 下ヒーター上ヒーター

１２００Ｗ

９００Ｗ

   ３００Ｗ

６００Ｗ

６００Ｗ

☆３００Ｗ

☆３００Ｗ

６００Ｗ

☆３００Ｗ

☆３００Ｗ

※出力切替に応じてヒーターの明るさ
　 が変わります。
　 左図のように、☆印の時ヒーターは
　 明るくなりません。 　６００Ｗ



ご使用方法

P7

できあがる。

●セットした時間がくると、” チーン” と音が鳴り、 スイッチが切れてできあがります。

⑤ ご使用後、 電源プラグをしっかり持って、 コンセントから抜きます。

お使いのたびに、 本体が十分に冷えてから

庫内についた油、 パンくずなどを取り除いて

ください。

④

本体は熱くなりますので、 本体の周

りに触らないようにご使用ください。

やけどの原因になる。

調理物を取り出す時、 受け皿が熱く

なっていますので、 市販のミトンなど

をご使用ください。トーストを調理する場合
※焼き網フレームにＴ字状の骨組があり、 焼き色が付きにくい
　 箇所があります。 　
※材料の種類、 量、 室温、 配置場所などによって焼き具合
　 が異なることがあります。

メニュー 出力切替 調理時間
　 ( 分）

一回量

　　　　トースト １２００W 約４～５ ４枚

切り餅

３００W

９００W

９００W

バターロール

冷凍おにぎり

約６～８

約１３～１５

約５～７

４個

６個

６個

・ 調理時間は材料の種類、 量、 温度などによって変わります。 「調理目安時間｣を

  参考に調節してください。

・ 焦げやすいもの ・ 厚みがあるものは調理の途中で焼き色がついてきたら、 アルミ

　ホイルをかぶせます。

　焼き網から落ちやすいもの ・ 形がくずれやすいもの （つきたてのもちなど） ・ 具が

　こぼれる恐れがあるものは受け皿を使用してください。

・ 油が飛び散りやすいものは全体をアルミホイルに包んで調理してください。

備考

６枚切の場合　

１個  約５０ｇの場合

１個　約７０g の場合

１個　約４０g の場合

　　　　冷凍トースト １２００W 約５～６ ４枚 ６枚切の場合

６００W冷凍ピザ 約１０～１２ １枚 直径約２０ｃｍの場合

パワー

TNM12A-W



台所用中性洗剤を入れたぬるま湯で洗い、

乾いた布で水気をよく拭き取ります。 洗剤

が残らないようにお手入れしてください。

お手入れ後は、 焼き網 ・ パン屑受けを忘れ

ず確実に取り付けてください。

乾いた柔らかい布で拭く。

お手入れ

電源プラグを抜き、 本体が冷えてから行う。

お手入れ時注意

パワー

TNM12A-W

きりもち
900Ｗ
6～8

冷凍ピザ
600Ｗ
10～12

トースト
1200Ｗ
4～5

冷凍トースト
1200Ｗ
5～6

バターロール
300Ｗ
5～7

パワー

TNM12A-W

きりもち
900Ｗ
6～8

冷凍ピザ
600Ｗ
10～12

トースト
1200Ｗ
4～5

冷凍トースト
1200Ｗ
5～6 バターロール

300Ｗ
5～7

本体 ( 外側と庫内）

受け皿

焼き網

受け皿 ・ 焼き網 ・ パン屑受け

パン屑受け

本体に直接水をかけたり、 丸洗いはしないで

ください。 ( 感電や故障の原因になります）

①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らか

　 い布に含ませ、 固く 絞り拭き取ります。

②洗剤が残らないように良く拭きます。

③乾いた柔らかい布で水気を拭き取ります。

④拭き取る時、 ヒーターに触れないでください。

　 ( ヒーターが割れる原因になります）

P8

コード ・ 差し込みプラグ

ベンジン ・ シンナー ・ 磨き粉 ・ 金属たわし ・ ナイロンたわしなどは使わないでください。

( 表面を傷つける恐れがあります。）

台所用中性洗剤以外の洗剤 ・ 漂白剤は使用しないでください。 また、 化学ぞうきんを使用

場合は、 強く拭いたり長時間ふれさせたりしないでください。

お手入れ後、 焼き網 ・ パン屑受けを確実にセットしてください。

上面



修理に出す前に、 下記の点をご確認ください。

また、 不明な点は弊社サービスセンターにご連絡ください。

症状 考えられる原因

調理物が加熱されない

　( ヒーターが発熱しない）

差し込みプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？

タイマーがセットされていますか？

異常ではありません。
焼き網フレームの骨組などで焼き色が付きにくい箇所があります。

異常ではありません。
材料の種類、 量、 室温、 配置場所などによって焼き具合が異なる
ことがあります。

電源 AＣ100V　50/60Hz

消費電力

外形寸法

仕様

1200W

380(W)×330(D)×202(Ｈ）ｍｍ

出力切替 1200W/900W/600W/300W

庫内寸法

重量

電源コード長さ

270(W)×261(Ｄ)×80(H)ｍｍ

約 3.47kg

約 1.1m
タイマー時間 15 分

P9

故障かなと思ったとき

ヒーターが途中で切れる

異常ではありません。
このオーブントースターには、 サーモスタット ( 温度調節器 ) がつい
ています。 調理の途中に自動的にヒーターが消えたりついたりしな
がら調理を続けます。

※本機の仕様及び取扱説明書、 保証書の記載は予告なく変更する場合があります。

愛情点検愛情点検

点検のお願い ●長年ご使用のオーブントースターの点検を！！

食材の裏面に線の様な

焼きムラがある

配置場所によって

焼きムラがある




