保証書

〈無料修理 規 定 〉
１.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。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い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付けく
ださい。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
ハイアールジャパンセールス株式会社にご連
絡ください。
２.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、
ハイアールジャパンセールス株式会社にご相
談ください。
３.ご贈答等で本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、
ハイアールジャパンセールス株式会社
へご連絡ください。
４.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。
（イ）
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
（ロ）
お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
（ハ）お買い上げ後の落下、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、煙害、
ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧
や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
（ニ）
車両、
船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）
一般家庭以外
（例えば業務用など）
に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）
本書のご提示のない場合
（ト）
本書にお買い上げ年月日、
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換えられた場合

オーブントースター 取扱説明書

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

保証書付（裏表紙）
このたびは、お買上げいただき、
まことにあ
りがとうございます。

ハイアール
オーブントースター 家庭用

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよ
くお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、
「保証書」とともに大
切に保管していただき、取扱いが不明な場合
や、不具合が生じたときにお役立てください。

JOT-12B

初めてお使いになるときは、ご使用の
前に必ず受け棚を固定しているバンド
（2カ所）
を取り外してください。
（P.4参照）

５.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
６.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。

修理メモ

※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、
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、
お買い上げの販売店または、
ハイアールジャパンセールス株式会社にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修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。
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この製品は日本国内用に設計されていますので、
日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意
※ご使用になる前に、
この
『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。
※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、無
理に曲げたり、ねじったり、重いものを載
せたり、加熱したり、加工したりしない

お 手 入れの 際は、必ず電 源プラグをコ
ンセントから抜く
感電やケガをするおそれがあります。

電源コードが破損し、感電・ショート・火災の
原因になります。

表示について
ここに表示している『 安全上のご注意 』は、
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のものです。
『警告』
『 注意』の2つに大別してお知らせし
ています。いずれも安全に関する重要な内
容ですので、必ず守ってください。

プラグを抜く
禁止

表示の例

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。下記はその一例です。
記号は、
「警告や注意を促す」内容のものです。
図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合
は感電注意）
を示します。

取り扱いを誤ると死亡、または重
傷などを負う可能性が想定される
内容を表示。

記号は、
してはいけない「禁止」内容のもので
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）
を示します。

取り扱いを誤ると傷害を負う可能
性、または物的損害のみが発生す
ると想定される内容を表示。

記号は、必ず実行していただく
「強制」内容のも
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）
を示し
ます。

電源プラグの刃および刃の取付面にホ
コリが付着している場合はよく拭く
火災の原因になります。

異常時（煙・においなど）は、使用を中止し
て電源プラグを抜き、お買い上げの販売店
またはお客さま相談窓口にご相談ください
異常のまま運転を続けると、故障・感電・火
災の原因になります。

ホコリを取り除く

バターやジャムを塗ったパンを焼かない
パンが発火することがあります。

指示

必要以上に加熱しない
過熱により発火することがあります。
禁止

禁止

燃 えや す い も の を 本 体 の 上 に載 せ た
り、本体の下に入れて使わない

生の魚や肉を直接焼かない
改造はしない。また、修理技術者以外の
人は、分解・修理をしない
火災・感電・ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、お客さま
修理ご相談窓口にご相談ください。

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
やけど・感電・ケガをするおそれがあります。
禁止

分解禁止

カーテンなどの可燃物の近くで使用しない
火災のおそれがあります。

禁止

定格15A以上、交流100Vのコンセン
トを単独で使用する
他の器具と併用した場合、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。

コンセントを単独で

感電・ショートのおそれがあります
水かけ禁止

1

必ず、パンくずトレイをセットする

高温になり破裂したりして、
やけどやケガを
することがあります。
禁止

高温ですので、やけどをするおそれがあり
ます。

電源コードやプラグが傷んだり、コンセン
トの差し込みがゆるいときは使用しない
もしも電源コードに損傷がある場合は、す
ぐにお買い上げの販売店またはお客さま
相談窓口にご相談ください。修理は必ず資
格を持った人が行うこと。

指示

調理以外の目的で使用しない
火災・やけどの原因になります。
禁止

使用中は本体から離れない

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因にな
ります。
禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では
使用しない
火災の原因になります。

指示

火災の原因になります。

接触禁止

壁や家具の近くで使わない
ぬれ手禁止

水につけたり、水をかけたりしない

禁止

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

火災のおそれがあります。
禁止

火災の原因になります。
禁止

使用中や使用直後は金属部に触れない

感電やケガをするおそれがあります。

受皿に油を入れて使わない

調理の油に引火することがあります。

調理物が発火することがあります。
禁止

お手入れは冷えてから行う
高温部に触れるとやけどのおそれがありま
す。

禁止

指示

2

使用後は必ずお手入れをする

電源プラグを抜くときは、コードを持た
ずにプラグを持って抜く

調理くずや油分が残ったまま調理すると、
発煙・発火のおそれがあります。
指示

調理物が発煙・発火した場合は、すぐに
タイマーを切り、電源プラグを抜く
火災の原因になります。
炎が消えるまでとびらを開けないでくださ
い。空気が入り、炎が大きくなります。また、
とびらのガラスが割れることがありますの
で水をかけないでください。

コードを引っ張ると、
コードが破損し、感電・
ショート・火災の原因になります。

各部のなまえ
取っ手

プラグを持つ

使用時以外は、電源プラグをコンセント
から抜く
誤使用によるやけどや絶縁劣化による感
電・漏電火災の原因になります。

指示

ガラス窓
とびら
電源コード

プラグを抜く

お願い

電源プラグ

空焼きはしない
故障の原因になります。
紙やプラスチック製など熱に弱い容器を入れない
燃えることがあり、危険です。
アルミホイルをパンくずトレイに敷かない
故障の原因になります。
本体の天面に受皿や熱に弱い容器を置いたまま調理しな
い
天面が変色したり、容器が変形する原因になります。

開けたとびらの上に調理物を載せない
故障やバランスを崩してとびらや本体が落下するおそれ
があります。

パンくずトレイ

タイマーつまみ

●引き出し式

パンくずトレイのお手入れはこまめに行う
パン屑など食品カスがたまると発火のおそれがありま
す。
焼き網や受皿のお手入れはこまめに行う
塩分・油脂分による腐食のおそれがあります。

初めてお使いになるときは、
ご使用の
前に必ず受け棚を固定しているバンド
（2カ所）
を取り外してください。

焼き網や受皿を他の調理器具（ガステーブルなど）に使用
しない
変形や破損するおそれがあります。

焼き網

バンド
受け棚

使用場所について
周囲の可燃物から以下の隔離距離を保つようにして使用すること
（可燃物が木製の壁・家具などの場合）
火災のおそれがあります。
前方および左右どちらか一方は必ず開放してください。
ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具等の場合は、
さらに距離を離してください。
上：10cm以上
左右どちらか一方を
必ず開放してください。
後ろ：4.5cm以上

左：4.5cm以上
右：4.5cm以上

【設置基準適合】

3

受皿

ヒーター

●上下各2本

温度センサー（サーモスタット）について
●この製品には過熱を防ぐために、サーモスタット
（温度調節器）がついています。調理の途中で、ヒーターが自動的に
消えたりついたりしながら調理を続けます。
（ヒーターが消えていても故障ではありません。）
●連続で使用るときは、サーモスタットの働きにより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。

4

使いかた
1

初めてお使いになるときは、においや煙が出ることがりますが、
故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

調理時間の目安
調理名

電源プラグをコンセントに確実に差し込む

1回の量

受皿

時間（分）

2枚

―

2〜3

1枚の場合は調理時間を短めに合わせる

4枚

―

3〜5

3枚の場合は調理時間を短めに合わせる

2枚

―

3〜4

1枚の場合は調理時間を短めに合わせる

4枚

―

4〜5

3枚の場合は調理時間を短めに合わせる

ピザ

1枚

―

4〜7

アルミホイルを敷く

冷凍ピザ

1枚

―

5〜8

アルミホイルを敷く

グラタン（1皿約300ｇの場合）

2皿

（使用）

10〜12

具がこぼれるおそれがある場合は受皿を使用

約200g

使用

11〜15

受皿にアルミホイルを敷く

冷凍おにぎり

6個

―

13〜16

1個80gの場合

市販パックきりもち

4個

―

3〜5

焼いも

1個

―

30〜45

トースト（6枚切り）

●タイマーつまみが「0」
になっていることを確認してください。

冷凍トースト（6枚切り）

2 調理するものを入れてとびらを閉める

焼き網を使うとき

●調理物は均等にならべてください。

受皿を使うとき

●汁の出るものは、付属の受皿をご使用く
ださい。
（調理中、受皿のそり具合で音が
することがありますが、故障ではありませ
ん。）

冷凍フライドポテト

パンを4枚焼くときは、
長い方を横に

3

受皿は必ず焼き網の上に

備考

1個50ｇ場合 / 常温のもちを入れる
直径約4cm、約200gの場合 / アルミホイルで巻く

15分以上の調理は、
タイマーが切れた後にもう一度タイマーつまみを残り時間に合わせて加熱してください。

タイマーつまみを合わせる

調理時間は初回の目安です。食品の量・温度・厚み・室温などにより異なりますので、
でき具合を見ながら調節してください。

●1目盛は約1分です。
（「5」以下でセットするときは、一度「6」
以上に回してから戻してください。）
●途中で切りたいときは「0」
に戻してください。
※調理物の水分が本体ととびらのすき間から水蒸気となって出
ることがあります。
（故障ではありません。）
※調理物を必要以上に加熱したり、長時間連続使用したときは高
温になり、本体の一部が変色することがあります。

ワンポイントアドバイス
アルミホイルを上手に使う

● チン と音が鳴ったら調理物を取り出す。

●においの出るものや油が出るもの（魚・肉など）は、アル
ミホイルで包み、
受皿に載せて調理します。

●必ず「オーブントースター用」と表示のあるものを使用
し、食品パッケージ記載の調理時間参考にしてください。
（サーモスタットの働きにより調理時間が長くかかること
があります。）

※受皿や調理物などが高温になっていますので、
やけどに十分ご注意ください。
（受皿の取り出しには、
ミトン
などをご使用ください。）

●受皿にアルミホイルを敷くと汚れにくく、お手入れが楽
になります。

●電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがありま
すので、
使用しないでください。

4 できあがり

●ご使用後は、電源プラグを抜いてください。

●焦げやすいものは調理の途中で焼き色が付いてきたら
アルミホイルをかぶせます。

きりもちを調理するときは…
●種類・大きさ・量により、焼け具合を見ながら調理時間を
調節しましょう。
●表面が焼けても内部が固い場合は、余熱のある庫内に
約2〜4分入れておくとやわらかくなります。

5

市販の冷凍食品を調理するときは…

連続して調理するときは…
●とびらを開けて約2分庫内を冷ましてください。
（とびら
を開けたまま次の調理の準備をするとよいでしょう。）
●庫内を冷まさずに連続して調理すると、サーモスタット
の働きによりヒーターがつきにくく調理時間が長くなり
ます。

6

お手入れ
お手入れはこまめに行ってください。
ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし類などは使わないで
ください。表面を傷つけたり、化学変化をおこしたりする
原因になります。

とびらの外しかた
お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本体が冷めてから行う
感電・やけど・ケガをするおそれがあります。

1 とびらを半開きにした状態で、受け棚を
手前に引いてとびらのフックから外す

本体（外側と内側）
・とびら
よく絞ったやわらかい布で拭く

とびらのフック
（左右2ヶ所）

汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で拭き
取ってください。中性洗剤を使用したあとは、
よく
水拭きをし、
さらに乾いた布で拭いてください。
受け棚をとびらのフックから外し、持ち上げると庫
内のお手入れがしやすくなります。
（ 8ページのと
びらの外しかた手順1参照）
※受け棚は本体から外れません。

焼き網・受皿
台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に
ひたして洗う
焼き網は上に持ち上げて外します。
（右図参照）
洗ったあとは、乾いた布で水気をよくふき取ってく
ださい。
（ ぬれたまま放置すると、サビが発生する
原因になります。）

受け棚
受け棚

2 とびらを水平な状態にする
3 とびらのつまみを右にスライドさせ、と
びらの左側を手前に引いて外す

つまみ

4 つまみを戻し、とびら右側の取付けピン
を本体の取付け穴から外す
取付け穴（左右2ヶ所）

④
③-1

③-2

焼き網は、忘れずにセットしてください。
取付けピン
（左右2ヶ所）

パンくずトレイ
外して水洗いする
手前に引き出して外します。
（右図参照）
洗ったあとは、乾いた布で水気をよくふき取ってく
ださい。
（ ぬれたまま放置すると、サビが発生する
原因になります。）
パンくずトレイは、忘れずにセット
（奥にあたる位置
まで）
してください。

取り付けるときは、取り外しと逆の手順で行ってください。
取り付け後は、
とびらが本体にしっかり取り付けられていることを確認してください。

電源プラグ・コードの安全点検
電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか？
電源プラグがコンセントに根本まで確実に差し込まれていますか？
電源プラグに異常な発熱はありませんか？
電源プラグの刃および刃の取付け面にホコリが付着していませんか？
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故障かな？と思ったら

保証とアフターサービス

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記のことを確認ください。
こんなときは

ここを確認してください

加熱されない

■電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？
■タイマーはセットしましたか？

保証書（裏表紙）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買
い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお
読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

蒸気がもれる

■食パンや水分が多いものを焼くと蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。

途中でヒーターが消える
ヒーターが消えたりついたりする
ヒーターがつかない

■温度を調節するためにサーモスタットが働き、自動的にヒーターが消えたり、ついたりしま
す。故障ではありません。

仕様
電
消

費

電

源

100 V 50-60 Hz共用

付属品

力

1200 W

焼き網 …………………… 1

15分計タイマー

受皿 ……………………… 1

調 理 タ イ マ ー
外

形

寸

法

340 × 315 × 220 mm
（幅 × 奥行き × 高さ）

庫

内

寸

法

290 × 265 × 90 mm

お買い上げ日から 1年間

電

源

コ

ー

量

約 4.0 kg（受皿を含まず）

ド

約 1.0 m

■まずは、お買い上げの販売店 へ…
家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの
販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口に
お問い合わせください。

商品についての全般的なご相談
修理を依頼されるとき

総合相談窓口：

9ページの表に従ってご確認してください。それでも異
常がある場合は、
ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜
いてから、
お買い上げの販売店へご連絡ください。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

固定電話からは

0120-865-812

携帯電話・PHSからは

0570-020-812（有料）

受付時間

365日

9:00〜18:30

※FAXでご相談される場合

保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、
ご希望により有
料で修理させていただきます。当社は、このオーブン
トースターの補修用性能部品を製造打切後5年保有し
ております。
（注：補修用性能部品とは、その製品の機能
を維持するために必要な部品です。）

0570-013-791（有料）

商品の修理サービスについてのご相談
修理相談窓口：

（幅 × 奥行き × 高さ）
質

お客さまご相談窓口

修理料金の仕組み

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、
ご了承ください。
この製品は日本国内用に設計されていますので、
日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

修理料金は、技術料･部品代などで構成されています。

技術料

診断･故障個所の修理および部品交換･調整･修
理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

修理に使用した部品および補助材料代です。

本製品は持込修理対象製品です。お客様のご都合により、出張
修理を行った場合は出張に要する実費を別途申し受けます。

固定電話からは

0120-982-540

携帯電話・PHSからは

0570-010-540（有料）

受付時間

月曜日 〜 金曜日
土曜・日曜・祝日

9:00〜18:30
9:00〜17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありま
すのでご了承ください。

■ お客さまご相談窓口 における個人情報の お取扱いについて
愛情点検

★長年ご使用の『 オーブントースター 』の 点 検を！
ヒーターが割れている

このような症状は
ありませんか？

電源コード、
プラグが異常に熱い
電源コードに深いキズや変形がある
異常な音や焦げくさいにおいがする
その他異常や故障がある
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このような症状のときは、
ご使用を中止し、事故防止
のため電源プラグを抜い
て、必ず販売店に点検をご
依頼ください。

「お客さまご相談窓口」でお受けしたお客様のお名前、
ご住所、
お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、
お客様の同意がない限り第三者への開示は行いません。
（業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合
を除く。）
「お客さまご相談窓口」でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみ
を目的として用います。なお、
この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情
報を利用することがあります。
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適
切な管理・監督をいたします。
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