
鉄板焼き器 オレンジグリル
取扱説明書

TPY-1200 保証書 裏表紙

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

2018.10③

１．保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本
書をご持参の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

２．保証期間中でも次の場合は有料になります。
（イ）使用上の誤りや取扱上の不注意による故障や損傷。
（ロ）不当な修理や改造による故障や損傷。
（ハ）火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障や損傷。
（ニ）お買い上げ後の落下、輸送によって生じた損傷や故障。
（ホ）一般家庭用以外（業務用としての使用、車輌・船舶への搭載など）に使用した場合の故障または損傷。
（ヘ）本書のご提示がない場合。
（ト）本書にお買い上げ年月日、ご芳名、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。
（チ）持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等。

３．本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan. ）
４．本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

■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
よって本書を発行している者（保証責任者）およ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。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様相
談窓口」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「保証とアフターサービス」のページをご覧ください。
■本保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することは

ありません。 
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お手入れ

〒446-0045　愛知県安城市横山町寺田11番地1
0800-300-0520 IP電話 0566-75-5062

お客様へのお願い

オレンジヒート®は耐久性のある石英ガラス
を使用しておりますが、落としたり衝撃を
加えないよう十分注意してください。

● このたびは弊社商品をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。ご使用の
前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み
のうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要
な時にお役立てください。

● 保証書は裏表紙についています。「お買い上
げ日・販売店名」などの記入をお確かめの
うえ、大切に保管してください。

● この商品は日本国内専用です。海外ではご
使用いただけません。
This appliance is designed for domestic use in Japan 
only and cannot be used in any other country.

● 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状
が異なる場合があります。 

日本国内専用

正しく使って
上手に節約

オレンジヒート®は熱源専門メーカーならでは
の赤外線ランプヒーターで、立ち上がりが早く
高効率でハイパワーなヒーターです。

オレンジヒート®を採用

型式



電源プラグは
定期的に掃除する。

電源プラグにほこりや湿気が付着すると、火
災や感電の原因になります。電源プラグを抜
き、乾いた布で拭いてください。 やけど、けがの原因になります。

2 3

安全上のご注意（必ずお守りください）
人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない「禁止」内容を告げるものです。

実行しなければならない「強制」内容を告げるものです。

「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
強制

使用中に本体を
持ち運ばない。

直流や交流200Vを使用すると火災や感電の
原因となります。

たこ足配線などでコンセントの定格を超える
と発熱による火災の原因になります。

交流100V以外では使用しない。 交流100Vの電源、定格15A以上
のコンセントを使う。

故障、火災の原因になります。

使用しないときは電源プラグを
コンセントから抜く。

調理以外に使ったり、調理物以外の
ものを加熱しない。

本体、電源コードに水などを
掛けない。

けがややけど、感電、漏電、火災の原因と
なります。 火災や感電、漏電の原因になります。

禁止 強制

電源プラグ
を抜く

強制

水ぬれ禁止

禁止

本体に異常が発生した場合は、
使用を中止する。

すぐに販売店または故障時の連絡先に点検、
修理を依頼してください。

感電やショート、故障の原因になり
ます。

強制

付属のマグネットプラグを他の
機器に使用しない。

禁止

マグネットプラグを
なめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように注意
してください。感電やけがをするお
それがあります。

感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグやマグ
ネットプラグを抜き差ししない。

禁止

ぬれ手禁止

引火のおそれのある物を近くで
使用したり、近くに置いたりしない。

熱や引火による爆発や火災の原因に
なります。

禁止

やけどや感電、けがをするおそれが
あります。

子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところで使わない。

禁止

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
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4 5

安全上のご注意（必ずお守りください）

使用中や使用後しばらくは、鋳鉄
プレートおよび鋳鉄プレート付
近に触れないでください。

電源コードを束ねたまま
通電しない。

発熱し、火災や感電の原因になります。
火災や感電、けがの原因になります。修理は
お買い上げの販売店にご相談ください。

やけどの原因になります。
付属のマグネットプラグ以外を使用すると、
感電やショート、火災の原因になります。

分解や修理、改造をしない。

禁止

鋳鉄プレートを外して調理しない。

ヒーターは高温になりますので、火災ややけど
の原因となります。 感電やショート、発火の原因になります。

強制

マグネットプラグにピンやごみ
を接触させない。

禁止

禁止

電源コードは付属のマグネット
プラグを使用する。

禁止

電源プラグは根元まで差し込む。

差し込みが不完全ですと、ほこりや湿気など
が付着し火災や感電の原因になります。変形
変色したプラグや緩んだコンセントは使用し
ないでください。

熱により、火災の原因になります。壁や家具
を傷め、変色・変形の原因になります。

壁や家具の近くで使わない。

禁止

分解禁止

傷んだ電源プラグや電源コード
の部品は、絶対に交換、分解、
修理、改造をしない。火災や感
電の原因になります。

電源プラグや電源コードが破損したときは直
ちに使用を中止し、すぐに販売店または故障
時の連絡先に連絡をしてください。 やけどや感電のおそれがあります。

お手入れは電源プラグを抜いて
から行う。

禁止

不安定な場所では使用しない。

落下し、けがや火災の原因となります。 加熱しすぎると、調理物が発火したり
することがあります。

火災、感電の原因になります。

使用中は本体から離れない。

鋳鉄プレートが高温のときは、
取り外さない。

やけどをするおそれがあります。

付属の鋳鉄プレート、トレイ、
および遮熱反射板以外を使用し
ない。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。

破裂したり赤熱して、やけどやけがの原因に
なります。 変形や変色のおそれがあります。

熱に弱いものの上では使用しない。

禁止 禁止

禁止

強制

禁止 強制

禁止 強制

15cm以上
15cm以上

50cm以上

開放する 開放する

15cm以上
50cm以上

15cm以上
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ご使用前の準備と確認

本体を安定したところに置く。
●本体を持ち運ぶときは、本体下部の溝を持って運んでください。

鋳鉄プレートをセットする。
●同梱されている鋳鉄プレートを本体上部の枠に合わせて置いてください。

トレイを本体にセットする。
●同梱されているトレイを本体の中段に置いてください。（トレイに水をはる必要はありません。）

各部の名称

トレイ

鋳鉄プレート（テフロン加工）

オレンジヒート®

遮熱反射板

温度センサー

電源ランプ

プラグ受け
本体

マグネットプラグ
プラグ受けに磁石で接続します。

電源コード

電源プラグ温度調節つまみ

オレンジヒート®について
立ち上がりが早く高効率でハイパワーな赤外線ランプヒーターです。高純度カーボン薄板を
独自技術で加工したフィラメントと不活性ガスを高度な管球製造技術により高純度石英ガラ
スに封入したカーボンランプヒーターです。また、点灯中に水を掛けても破損しません。

電源ランプについて
電源ランプは電源プラグをコンセントに差し込んだ時に点灯します。
（ヒーターが点灯していない状態でも、コンセントに電源プラグが差してある状態の場合は
点灯します。）

（注）電源コードは本製品専用です。他の製品に使用しないでください。

●使用中や使用後の熱いときは、絶対に本体を持ち運んだり、鋳鉄プレート
やトレイを取り外したりしないでください。
●電源プラグをコンセントから抜いてください。
●壁や家具の近くで使わないでください。

溝に手を添える。

鋳鉄プレート

枠

本体

トレイ

●遮熱反射板、鋳鉄プレート、トレイを正しい位置に取り付けてください。
　（付属の遮熱反射板、鋳鉄プレート、トレイ以外は使用しないでください。）
●遮熱反射板は必ず装着してご使用ください。
●初めてご使用になるときは塗料等の臭いや煙が発生する場合があります。ご使用ととも
に次第に消えます。
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調理をする
温度調節つまみが「切」になっている
ことを確認する。
●つまみを左方向に止まるまで回し、右図の印部分に合わ
せてください。

マグネットプラグを本体のプラグ受け
に接続する。
●マグネットプラグはプラグ受けに磁石で接続します。
●カチッと音がなれば、正しく接続されています。

電源プラグをコンセントに差し込む。
●電源ランプが点灯します。

温度調節つまみを右に回し、お好みの目盛りに合わせる。
●ヒーターの通電を開始し、ヒーターが点灯します。

調理物を鋳鉄プレートに置く。
（注）油の多いものを焼くと炎が上がることがあります。
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●使用中や使用直後は鋳鉄プレートや鋳鉄プレート付近が高温となって
いるので、触らないでください。
●使用中は本体から離れないでください。
●鋳鉄プレートにアルミホイルを巻いて使用しないでください。
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ヒーターOFF

ヒーターON

●温度調節つまみを右に回すとヒーターが点灯します。
●調理物に応じて80～ 320℃の目盛りに合わせてください。
　※焼肉の場合200～230℃が目安です。80℃以下の場合、正しく作動しないことがあります。
●温度調節つまみを左に戻し、下図の印部分に合わせると、通電が停止しヒーター
が消灯します。

温度調節つまみについて

●ご使用中にヒーターが点灯・消灯を繰り返します。これは自動温度調節機能に
よるもので異常ではありません。

ヒーターの消灯について

●ご使用中に遮熱反射板が熱により変色しますが、調理には影響ありません。
　故障や異常ではないため、そのままお使いください。
●必ず遮熱反射板を取付けて使用してください。取り付けずに使用した場合、
トレイおよび本体側面などの温度が上昇します。

遮熱反射板について
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マグネットの接続
音が「カチッ」と鳴
ることを確認する。
マグネットプラグ
はどちらの向きで
も使用可能です。

根元まで
確実に
差し込む。
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調理の目安温度

11

●焼き上がりは調理物の種類・保存状態・分量や、室温により異なります。
●「調理の目安温度」は、あくまで取扱説明書の補足的情報としてご利用ください。

ご使用後のお手入れ方法

温度調節つまみを左いっぱいに回す。
●温度調節つまみを左に回し印を合わせ、ヒーターが消灯していることを確認してください。

コンセントから電源プラグを抜く。
●電源プラグの根元を持ち、コンセントから抜いてください。

マグネットプラグを本体から取り外す。
●マグネットプラグの根元を持ち、本体から取り外してください。

鋳鉄プレートを洗浄する。
①鋳鉄プレートを十分に冷ましてから、台所用中性洗剤を使ってスポンジなどで洗浄し
てください。
②洗浄後、すぐに水分を確実に拭き取り、乾燥させてください。
③最後に刷毛やスプレーで食用油を塗布してください。油が錆び防止の役割をします。

●初めてご使用になる際は、水洗いしてからご使用ください。食用油を塗布して調理す
ることで焦げつきにくくなります。
●急激な温度変化は割れや反りの原因になることがあります。お手入れの際は、十分に
冷ましてからお取り扱いください。
●高温のときは取り外さないようにしてください。やけどのおそれがあります。
●シンナー、ベンジン、みがき粉は使用しないでください。変色するおそれがあります。
●金属製のたわしを使用すると傷がつき、錆びが発生したり変色するおそれがあります
ので、表面を擦らないようにしてください。
●洗剤をご使用後は表面の油が落ち、錆びの原因となりますので保管前に食用油を塗布
してください。
●錆びや焦げつきが気になる場合は、スポンジ製のたわしで軽く落としてからお手入れ
をしてください。
●製品の上で金属製トングなどを使用すると表面塗装が剥がれ、錆びの原因になります。

●各部を十分に冷ましてから作業を行ってください。やけどのおそれが
あります。
●お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

1

2

3

4
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●設定温度　約230℃
●使用材料　牛肉（肩ロース焼肉用）
●ポイント　肉は焼く前に常温に戻しておきましょう。

冷たいと、表面は焼けても中まで火が通りに
くくなります。

●設定温度　約150～ 200℃
●使用材料　粗びきソーセージ
●ポイント　熱が一か所に偏ると皮がはじける原因になり

ます。じっくりと調理して香ばしい焼き目を
つけましょう。

ソーセージ
を焼く

●設定温度　約250℃
●使用材料　ねぎま串
●ポイント　焦げないように何度も返しながらしっかり焼

きましょう。鶏肉から出た油が音を立てるく
らいがほどよい焼き加減です。

●設定温度　約150℃
●使用材料　たまねぎ・椎茸
●ポイント　たまねぎはじっくり焼くことで甘みが引き出

されます。椎茸はひだの部分にうっすら水分
が出てきて、焼き色がついたら食べごろです。

焼き鳥
を焼く

●設定温度　約200～ 230℃
●使用材料　秋刀魚
●ポイント　市販の魚焼き用ホイル（シリコン樹脂加工ホ

イル）を使用すると鋳鉄プレートに魚の皮が
くっつくのを防ぐことができます。

魚
を焼く

野 菜
を焼く

●設定温度　約280～ 300℃
●使用材料　あさり（大）
●ポイント　焼く前に汚れを落とし、しっかりと砂を吐か

せましょう。加熱しすぎて身がかたくならな
いように注意しましょう。

貝
を焼く

肉
を焼く



調理の目安温度
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トレイを洗浄する。
●十分に冷めた状態を確かめてから取り外

してください。
●台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水分

を十分に拭き取り、乾燥してください。
●金属製のたわしを使用すると傷がついた

り、変色するおそれがあります。

本体のお手入れ
●十分に冷めた状態を確かめてから取り外してください。
●乾いた布、きつく絞った布、紙などで汚れを拭き取ってください。
●本体は絶対に水洗いしないでください。
●脚部のウレタンに汚れが付着した場合は、乾いた布にアルコールか水を染みこませて

から汚れを拭き取ってください。

ヒーターのお手入れ
●十分に冷めた状態を確かめてから清掃を行ってください。
●ヒーターの石英ガラス管に汚れが付着した場合は、乾いた布にアルコールか水を染み

こませてから汚れを拭き取ってください。

12 13

ご使用後のお手入れ方法 故障かな？と思ったら

電源プラグがコンセントから抜けてい
ませんか？

電源ランプが点灯しない。
ヒーターが点灯しない。

ヒーターや鋳鉄プレートから
煙が出たり臭いがする。

温度調節つまみが左にいっぱい回って
いませんか？

温度調節の目盛りが80℃以下になっ
ていませんか？

初めてのご使用ですか？

電源プラグをコンセントに差し込んで
ください。

温度調節つまみを右に回してください。

温度調節の目盛りを80℃以上に設定
してください。

鋳鉄プレートの温度を調節するための
機能のため、異常ありません。

マグネットプラグを正しく接続してく
ださい。

ご自宅のブレーカーを「入」にしてく
ださい。

ヒーターが定期的に点灯、消灯を繰り
返していませんか？

マグネットプラグは正しく接続されて
いますか？

ご自宅のブレーカーが「切」になって
いませんか？

初めてご使用されるときは、煙や臭い
が出ることがありますが、ご使用にと
もない出なくなります。

症 状 確 認 処 置

●修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

仕様

※　電気代は新電力料金目安単価 1kWhあたり27円（税込）で計算しています。
　　実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。

型　　式

電　　圧

消費電力

発 熱 体

寸　　法

重　　量

コ ー ド

１時間あたりの電気代※

TPY-1200

交流100V　50-60Hz 

1200Ｗ（50V　600W×２灯）

オレンジヒートⓇ　（カーボンランプヒーター）

幅403㎜×奥行き230㎜×高さ135㎜

約5.0kg（鋳鉄プレート2.1kg、コード0.2kgを含む）

平形コード　約3.0m　着脱可（マグネット式）

100℃／約　7.3円（約270Wh）
200℃／約16.7円（約620Wh）
300℃／約25.6円（約950Wh）

5

6

7

●ヒーターの汚れは焼き具合に影響ありません。

ヒーターの汚れについて

●遮熱反射板は薄い材料を使用していますので、取り外す場合は端面に注意してください。
　端面を触ったり、無理に取り外そうとするとけがをするおそれがあります。

遮熱反射板について

トレイ 本体
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100℃／約　7.3円（約270Wh）
200℃／約16.7円（約620Wh）
300℃／約25.6円（約950Wh）

5

6

7

●ヒーターの汚れは焼き具合に影響ありません。

ヒーターの汚れについて

●遮熱反射板は薄い材料を使用していますので、取り外す場合は端面に注意してください。
　端面を触ったり、無理に取り外そうとするとけがをするおそれがあります。

遮熱反射板について

トレイ 本体



保証とアフターサービス

●お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対
応や確認などのために利用いたします。またそ
の記録を残すことがあります。

●その際に得た個人情報や相談内容は適切に管理
いたします。

●修理等を委託する場合や正当な理由がある場合
を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取り扱いについて

保証について

●使用中に異常が生じた場合は直ちに電源プラグ
を抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼して
ください。

●アフターサービスについてご不明な場合、その
他お困りの場合は、お買い上げの販売店または
お客様相談窓口にご相談ください。

●転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でア
フターサービスが受けられない場合は、お客様
相談窓口にご相談ください。

アフターサービスについて

この製品には保証書がついています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名」と「お
買い上げ日」を記入してお渡しします。所定事項
の記入および記載事項をご確認のうえ、大切に保
管してください。

保証期間は
お買い上げ日から1年間です。
保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修
理いたします。なお保証期間中でも有料になるこ
とがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理は
販売店にご相談ください。
修理によって機能が回復、維持できる場合は、お
客様のご要望により有料にて修理いたします。費
用など詳しいことはお買い上げの販売店にご相談
ください。

オレンジグリルの
補修用性能部品の保有期間は、
製造打ち切り後6年間です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために
必要な部品です。

〈電話受付時間〉9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00（平日）

消費者サービス係
〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田11番地1

お客様相談窓口

オレンジグリルに関するご相談は

■音声案内に従って操作してください。　■サービス向上のため、音声を録音させていただくことがございます。
■フリーコールがお使いになれない場合は、0566で始まる番号をお使いください。　■土・日・祝祭日・年末年始・お盆は、お休みさせて頂きます。
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鉄板焼き器 オレンジグリル
取扱説明書

TPY-1200 保証書 裏表紙

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

2018.10③

１．保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本
書をご持参の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

２．保証期間中でも次の場合は有料になります。
（イ）使用上の誤りや取扱上の不注意による故障や損傷。
（ロ）不当な修理や改造による故障や損傷。
（ハ）火災、風水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障や損傷。
（ニ）お買い上げ後の落下、輸送によって生じた損傷や故障。
（ホ）一般家庭用以外（業務用としての使用、車輌・船舶への搭載など）に使用した場合の故障または損傷。
（ヘ）本書のご提示がない場合。
（ト）本書にお買い上げ年月日、ご芳名、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。
（チ）持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等。

３．本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan. ）
４．本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

■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
よって本書を発行している者（保証責任者）およ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。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様相
談窓口」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「保証とアフターサービス」のページをご覧ください。
■本保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することは

ありません。 

修理メモ

保 証 書

保証対象 鉄板焼き器 オレンジグリル 保証期間 お買い上げ日から１年間

お買い上げ日 年　　　　　　月　　　　　　日

お 客 様 販 売 店
〈ご芳名〉

〈ご住所〉　〒　　　-　

〈電話〉
　　　　（　　　　　　）　　　　　-

〈店名・住所〉

〈電話〉
　　　　（　　　　　　）　　　　　-

持込修理

●安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ～ 5
（警告・注意）

●各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
●ご使用前の準備と確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

ご使用前に

●調理をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ～ 9
●調理の目安温度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

使い方

●ご使用後のお手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・11 ～ 12
●故障かな？と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
●仕　様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
●保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
●保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙

お手入れ

〒446-0045　愛知県安城市横山町寺田11番地1
0800-300-0520 IP電話 0566-75-5062

お客様へのお願い

オレンジヒート®は耐久性のある石英ガラス
を使用しておりますが、落としたり衝撃を
加えないよう十分注意してください。

● このたびは弊社商品をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。ご使用の
前にこの取扱説明書と保証書をよくお読み
のうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要
な時にお役立てください。

● 保証書は裏表紙についています。「お買い上
げ日・販売店名」などの記入をお確かめの
うえ、大切に保管してください。

● この商品は日本国内専用です。海外ではご
使用いただけません。
This appliance is designed for domestic use in Japan 
only and cannot be used in any other country.

● 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状
が異なる場合があります。 

日本国内専用

正しく使って
上手に節約

オレンジヒート®は熱源専門メーカーならでは
の赤外線ランプヒーターで、立ち上がりが早く
高効率でハイパワーなヒーターです。

オレンジヒート®を採用

型式
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鋳鉄プレート

〒446-0045　愛知県安城市横山町寺田11番地1
0800-300-0520 IP電話 0566-75-5062

末永くご愛用いただくために

ちゅうてつ

鋳鉄プレートは、手間をかけてお手入れしていただくほど油がしっかりと馴染み、格別の
美味しさを引き出します。どうぞ末永くご愛用ください。

このたびはオレンジグリルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、赤外線の放射効率
向上のため鋳鉄プレートを採用しております。末永くご愛用いただくためには、使用後のお手入れがポイントです。
お手入れ方法をよくお読みいただき、説明書を大切に保管してください。

取り扱いのご注意

●初めてご使用になる際は、水洗いしてからご使用ください。食用油を塗布して調理することで
焦げつきにくくなります。

●急激な温度変化は割れや反りの原因になることがあります。お手入れの際は、十分に冷ましてから
お取り扱いください。

●高温のときは取り外さないようにしてください。やけどのおそれがあります。
●シンナー、ベンジン、みがき粉は使用しないでください。変色するおそれがあります。
●金属製のたわしを使用すると傷がつき、錆びが発生したり変色するおそれがありますので、表面

を擦らないようにしてください。
●洗剤をご使用後は表面の油が落ち、錆びの原因となりますので保管前に食用油を塗布してください。
●錆びや焦げつきが気になる場合は、スポンジ製のたわしで軽く落としてからお手入れをしてください。
●製品の上で金属製トングなどを使用すると表面塗装が剥がれ、錆びの原因になります。

鋳鉄プレートを十分に冷ま
してから、台所用中性洗剤
を使ってスポンジなどで洗
浄してください。

洗浄後、すぐに水分を確実
に拭き取り、乾燥させてく
ださい。

最後に刷毛やスプレーで食用
油を塗布してください。油が
錆び防止の役割をします。

ご使用後のお手入れ方法

表面の炭素粒が油分を浸透
させるため油馴染みが良く、
食材が油と均等に触れるの
でカリッと焼けます。

油がよく馴染みカリッ じっくり加熱で柔らか
蓄熱性と放熱性の均衡がと
れているため食材に安定し
た熱を伝え、お肉もふっくら
ジューシーに仕上がります。

鋳鉄プレート
おすすめ
する理由

一旦温まればプレート全体
が均一な温度になるため焼
きムラになりにくく、分厚
い食材も美味しく焼けます。

ムラなく均一に焼ける
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