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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 以外では使わない。
● 火災、感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの根元まで確実に
差し込む。
●感電、ショート、発火の原因になります。

安全上のご注意
ご使用になる前に次の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、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。

絵表示の例

 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が表記されています。

● 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が表記
されています。

※ 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。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

改造しない。また、修理技術者以外の人は
分解しない 。
● 火災、感電、けがの原因になります。
● 異常、故障時には、すぐにコンセントから
　抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店
　 または弊社のサービスセンターにご相談
　  ください。

お手入れの時は本体の電源を切り、電源
プラグを抜いてから行う。

本体を水に浸けたり、水をかけたりしない。
● ショート、感電やけがの原因になります。

電源コードは傷んだまま使用しない 。
● コードを傷つけたり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電させ
たり、高温部に近づけたり、重いものを
のせたり、挟みこんだり、加工したりしない
でください。

コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない。
● 感電、ショート、発火の原因になります。

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。

電源プラグを抜くときはコードを持たずに
先端の電源プラグを持って引き抜く。

お手入れの際はシンナー、クレンザー、
化学雑巾、ナイロンたわしなどは使わない。
● 樹脂や塗装部分が変色、変質する原因に
　 なります。

●電源コードが破損し、ショートによる
　発熱、発火や感電の原因になります。

●コード内部の芯線を傷め、ショートに
　よる発熱発火や感電の原因になります。

●感電、不意な作動によるけがの原因に
　なります。

本体すき間から指を入れたりピンや針金
などの異物を入れない。
● 感電やけがなどの原因になります。

電源プラグの汚れやほこりは定期的に
取り除く。
● 本製品はトラッキング対策の電源プラ
　グを使用しておりますが、付着した
　ほこりが水分を含む事で絶縁不良が
　起こり、火災の原因になります。
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           注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害を負う可能
性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

使用時以外は電源プラグをコンセントから
抜く 。
● 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因に
　 なります。

メーカー純正部品以外使わない。
● 火災、ショート、けが、異常動作の
　原因になります。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

お子様だけで使用させたり、幼児の手の届く
ところで使用しない。設置、保管しない。
● 感電、けがの原因になります。

運転中は持ち運ばない。
● けがの原因になります。

倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い
衝撃を加えたりしない。
● 感電、けが、故障、破損の原因に
　 なります。

本製品は家庭専用です。
● 業務用途としての使用はしないで
　 ください。

包装用ポリ袋はお子様の手の届かない
場所に保管する。
●誤ってかぶったり、身体に巻きついたり
　して窒息、死亡の原因になります。

不安定な場所や、 熱に弱い敷物の上、
または電器製品の上では使用しない。
●けが、やけど、火災の原因になります。

外ふたに付いているパッキンは外さない。
●外ふたのパッキンは取り外せません。
　無理に外そうとすると本体故障の原因に
　なります。

本体を持ち運ぶ時は、 開閉ボタンに
触らない。
●外ふたが開いてやけどやけがをする原因
　になります。

蒸気口に手をふれない。
●やけどの恐れがあります。

ふきんなどをかけて、 炊飯・保温をし
ない。
●外ふた変形の原因になります。

壁や家具の近くでは使用しない。
●蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・
　変形の原因になります。 キッチン用収納
　棚等でお使いの時は、 中に蒸気がこもら
　ないようにご使用ください。

　 
内釜に傷をつけたり変形させない。
●うまく炊けない原因になります。



白米

保温

予約

早炊き
無洗米

玄米
おかゆ

再加熱

炊飯

取　消

各部の名称とはたらき

操作パネル

蒸気口

フックボタン

パッキン

外ふた

内釜

電源プラグ

電源コード

保温
予約

白米
早炊き

無洗米
玄米

おかゆ

再加熱

炊飯

取消

内ふた

NRM-M35A

NRM-M35A

電源コード （コードリール）

つゆ受け
（本体後側）
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・ 使用中、 使用後の本体は大変熱くなっ
　ております。 持ち運びの際は必ず取っ手を　　 
  お持ちになり、 操作パネル、開閉ボタン、
  取っ手以外にお手を触れないでください。

・ 外ふたに付いている
パッキンは外さないで
　ください。
無理に外そうとする
と本体故障の原因に
なります。

ご
注
意

・ 差し込みプラグを引っぱるとコードが出ます。

　　（赤色以上は引き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。

ご
注
意

（コードリール）電源コード

ハンドル
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各部の名称とはたらき

内ふた
・ 必ず取り付けて炊飯してくだ

　さい。 ふきこぼれの原因に

　なります。

・ 外して洗えます。
　お手入れの方法はP8をご参照ください。

蒸気口
・ 確実に取り付けてください。

　 炊飯中 ・ 炊飯直後は、 高温

　 になっていますので、 触れ

 ないでください。
・外して洗えます。
　お手入れの方法はＰ８をご参照ください。

操作部

予　約

保　温

白　米 早炊き 無洗米 玄　米 おかゆ

再加熱

炊　飯

保温

取消
予約 メニュー 炊飯

NRM-M35A

保温 / 取消ボタン

●保温をする時使う

●操作設定の取り消しや作動中

　の機能を中止する時に使う

予約ボタン

●炊飯を予約する時に使う

メニューボタン

●メニューを選ぶ時に使う

炊飯ボタン

●炊飯の時に使う

表示部

（蒸気口内側）
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使い方　炊飯の準備

　　お米を正しく計って洗う

　　水加減をして、 内釜を炊飯器本体にセットする

　　背面につゆ受けが付いていることを確認する

×

●メニューに合った水位線目盛で水加減する。

　　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、水加減を調整してください。水加減は

　　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。

2

3

水加減の範囲の目安

つゆ受け

　　外ふたを確実に閉める

「2」 カップの場合

●内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した米粒や水滴

　は、 必ず拭きとってください。 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。

●付属の計量カップで計ります。

　１カップは約１合 （約 180ml) 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。

●蒸気口は必ず取り付けてください。

（付け忘れると吹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。

「２」 カップの 「白米」
を炊く場合

保温

予約

白米
早炊き

無洗米
玄米

炊飯

取消

内釜は回すようにして

しっかりといれる

●
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使い方　ご飯を炊く

●電源プラグを持ってコンセントに差し込んで

　　ください。  

●　押すごとにメニューが順番に変わります。　

    

 　　電源コードを接続する

ボタンを押して、 メニューを選ぶ

電源プラグを持って引き出す
※赤いライン以上は引っ張らないでください

家庭用のコンセントへ接続
ＡＣ100Ｖ　50/60Ｈｚ

予　約

保　温

白　米 早炊き 無洗米 玄　米 おかゆ

再加熱

炊　飯

を押す

●白米と炊飯のランプが同時に点灯し、

　炊飯開始のメロディ―が鳴ります。

炊飯開始されると回転する

炊き上がり１３分前になると、
炊き上がるまでの時間が表示される

　　　炊き上がりメロディーが鳴り 保温に切り替わったら、
　　　すぐにご飯をほぐす

保温について

炊飯

メニュー

予　約

保　温

白　米 早炊き 無洗米 玄　米 おかゆ

再加熱

炊　飯

※上記の炊飯時間は目安であり、 気温 ・ 水温などによって変わることがあります。

炊き上がるまでの目安時間

メニュー 白米 早炊き 玄米 おかゆ

40 ～ 50 分 30 ～ 40 分 50 ～ 65 分80 ～ 100 分

保温１２時間後の表示窓

点滅

白米→早炊き→無洗米→玄米→おかゆ→再加熱

↑

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。
保温ランプが点灯します。

予　約

保　温

白　米 早炊き 無洗米 玄　米 おかゆ

再加熱

炊　飯

点灯

●保温を中止する時は　　 を押します。

●「おかゆ」 はそのまましておきますと、 のり状になりますので、

　　早めにお召し上がりください。

●「玄米」 は においと変質の原因になりますので、 保温しないでください。

●少量のごはんを保温する時は、 ごはんを内釜の中央に寄せて保温してください。

　　また、 できるだけ早くお召し上がりください。

●保温経過時間は１時間単位で１２時間まで表示されます。

　　１２時間を超えると、 図のように、 保温時間が表示されません。

●冷やご飯の保温 ・ 冷やご飯のつぎ足し ・ しゃもじを入れたままの保温はしないでください。

保温

取消

※白米 ・ 玄米炊き上がり１３分前から残り時間を表示します。

（早炊きは１０分前から表示します。 無洗米は 15 分前から表示します。）

予　約

保　温

白　米 早炊き 無洗米 玄　米 おかゆ

再加熱

炊　飯
点灯

点灯

保温経過時間

（1 時間以内は

「0」 表示になります。）

容量カップ

炊飯時間

無洗米

40 ～ 50 分

1 ～ 3.5 1 ～ 3.51 ～ 3.5 1 ～ 2 0.5 ～ 1
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炊飯

炊飯

使い方　つづき

再加熱について

保温

取消

を押す

      　再加熱を開始します。

タイマー予約について

予約 を押す

      予約のランプを点灯します。

     ※押すたびに 30 分ずつ切り替わります。

　　　　　　　　　　　を押す

      白米と予約のランプが同時に点灯し、

      炊飯開始メロディーが鳴ります。

炊き上がりメロディーが鳴り、 保温に切り替わったら、

すぐにごはんをほぐす
      

再加熱が終わると、 メロディーが鳴り、 保温に切り替わる

メニュー を押して、 再加熱 を選ぶ

保温中のごはんをほぐす

を押す

保温機能を一旦取消してから、 次の操作へ移します。

予　約

保　温

白　米 早炊き 無洗米 玄　米 おかゆ

再加熱

炊　飯

点灯

炊飯開始されると回転する

予　約

保　温

白　米 早炊き 無洗米 玄　米 おかゆ

再加熱

炊　飯

点灯

点滅

予　約

保　温

白　米 早炊き 無洗米 玄　米 おかゆ

再加熱

炊　飯

点灯

点灯

メニュー

予約がセットできる時間 （３０分単位）

白米 ・ 早炊き ・ 無洗米 玄米 ・ おかゆ

１～２４時間時　　間 ２～２４時間

※次の場合は再加熱しないでください。

●白米以外の場合

●再加熱の繰り返し

●ご飯の最小炊飯量 （1 合） 以下のとき

●ご飯が冷たいとき、 冷凍ごはん、 または内釜の温度が低いとき

1 時間後に炊き上がるように
設定したとき

※バサつきを抑え、 ふっくらと仕上げるために、 おおさじ１～２杯の打ち水を均一に行ってください。

再加熱時間の目安

●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、 気温が高いとき、 においが出ることがあります。

※予約炊飯をすると、 ご飯が柔らかく炊き上がったり、 おこげができることがあります。

約 1０分
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お手入れの方法

●必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、 本体が冷えてから行ってください。

●シンナー ・ ベンジン ・磨き粉 ・研磨材入り洗剤 ・漂白材 ・ たわし類などを使わないでください。

●お使いになった後に、 その都度早めにお手入れし、 清潔を保ってください。

※本体の丸洗いは決してしないでください。 感電や故障の原因になります。
※外蓋についているパッキンは外さないでください。

内釜 ・計量カップ ・ しゃもじ

●スポンジなどの柔らかいもので洗ってください。

●食器用洗剤で洗ってください。

内ふた

●食器用洗剤で洗ってください。

手前に引いてはずす

つゆ受け

●つゆ受けに水が溜まりますので、
　ご使用の度に水を捨てて、 食器用
　洗剤で洗ってください。

蒸気口キャップ

●食器用洗剤で洗ってください。

本体 ・外ふた

●固く絞った柔らかい布で拭いてください。

※蒸気口は上下はずし、 中も洗ってください。

はずし方 ：

時計方向に回し外す

取り付け方 ：

反時計方向に回して固定する

つゆ受けは手前に
引いてはずす

蒸気口はここに指
をかけてはずす

　　背面のつゆ受けを取り付ける

つゆ受け
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故障かな？と思ったら修理依頼される前に、 次のことをお確かめ下さい。

故障かな？と思った時

ご
飯
が
炊
け
な
い

水加減、 お米の量を正確ですか

炊飯後、 ご飯をよくほぐしましたか

冷えたご飯の保温や、 ご飯のつぎたしをし
ていませんか

外ふたと内釜の間に米粒などの異物が、
はさまっていませんか

炊き上がったご飯が 保温中の
ご飯が

点検のお願い
安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を行ってください。

こんな症状がありませんか？ 　　ご使用中止

●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、

　 こげくさい臭いがする。

事故を防止するため、

ご使用を中止し、 弊社

サービスセンターに

ご連絡ください。
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型　　　番 区　　分　　名 E

電　　　源   最大炊飯容量

質　　　量 消　費　電　力

蒸発水量 大　　き　　さ

付属品

参考
データー

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

しゃもじ、計量カップ、取扱説明書

NRM-M35A

0.63L(3.5 合）AC100V 50/60Hz

( 約） 2.3ｋｇ

（約） 31.2ｇ

（約） 51.16KWh

（約） 109.90Wh

（約） 19.05Wh

（約） 0.65Wh

（約） 0.46Wh

幅 268× 奥行 224× 高さ 227ｍｍ（約）

製品仕様

部品のお買い求めについて

部　品　名

お買い上げの販売店、 または弊社アフターサービスにご相談ください。

部 品 番 号

内　　　 釜 

計量カップ

し　ゃ  も  じ

蒸　気 　口

内　 ふ   た

つ ゆ 受 け

0980201300001

0980201300002

0980201300003

0980201300005

0980201300006

0980201300007

　　　　　 

炊飯時 ： 430W


