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IH Microcomputer controlled Rice Cooker/Warmer cooks under high pressure. Improper usage may result in dangerous situations. Be sure to 
read the operating instructions to ensure correct usage.

圧力ＩＨ炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、ただしくお使いください。
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土鍋圧力 IH炊飯ジャー

取扱説明書

このたびは、お買い上げ
まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を
最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方が
いつでも見られるところに必ず保管して
ください。

Pressure Induction Heating 
Rice Cooker/Warmer

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the Rice Cooker, read all 

these instructions through to the end.

After reading these instructions, keep 

them in a handy location for future 

reference.
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家庭用

For household use
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IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord or plug in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or 

taking off parts.
6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance 

malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest 
authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may 
cause injuries.

8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

10. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot oil or other hot 

liquids.
12. 

13.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Servicing should be performed by an authorized service representative.
This appliance is intended for household use.

The following instructions are applicable to 120V only:
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk 
of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet in only one way. If the 
plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified 
electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Do not use the appliance for other than intended use.

When using the appliance, basic safety precautions should always be followed including 
the following:

Always attach plug to the appliance first, then plug cord into the wall outlet. 
To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1. A short power cord (or detachable power cord) is provided to reduce the risks of becoming 
entangled in or tripping over a longer cord.

2. Longer detachable power cords or extension cords are available and may be used if care is 
exercised in their use.

3. If a longer detachable power cord or extension cord is used:
a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the 

electrical rating of the appliance.
b. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or 

tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.
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 Do not modify the rice cooker.  
Disassembly or repair should only 
be performed by a qualified service 
representative.
Modifying the rice cooker yourself in any way 
may result in fire, electric shock, or injury.

 Use only 220 V AC rated voltage. 
Use of any other power source may result in fire 
or electric shock.

 Use an independent outlet rated for 7 
A or higher rated voltage.
Connecting other instruments to the same 
outlet may cause the branchsocket to overheat, 
resulting in fire.

 Do not use a damaged power cord.  
Also, be careful not to damage the 
power cord yourself.
(Do not modify, forcibly bend, pull, twist, or 
bundle the cord. Do not expose it to heat. Do 
not rest anything heavy on the power cord or 
sandwich it between any objects.) Doing so may 
result in fire or electric shock.

 Clean the power plug if it is dirty.
Failure to do so may result in fire.

 Insert the power plug fully into the 
outlet.
Failure to do so may result in electric shock, 
short-circuiting, or fire.

 Do not use the rice cooker if there 
is any damage to the power cord 
or plug, or if the plug cannot be 
securely inserted into the outlet.
Doing so may result in electric shock, short-
circuiting, or fire.

 If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by a special cord 
or assembly available from the 
manufacturer or its service agent.

 The precautions described here are intended to 
protect the user and other individuals from physical 
harm and to safeguard against damage to property. 
Be sure to follow the instructions since they are 
important safeguards.
Do not remove the caution/warning  seal attached 
to the appliance.

Description of symbols used

The  symbol indicates a warning or caution. 
The specific details of the warning or caution are 
indicated inside the symbol or in an illustration or 
text near the symbol.

The 7 symbol indicates a prohibited action. 
The specific details of the prohibited action are 
indicated inside the symbol or in an illustration or 
text near the symbol.

The a symbol indicates an action that must be 
taken or an instruction that must be followed. 
The specific details of the action or instruction 
are indicated inside the symbol or in an 
illustration or text near the symbol.

Safety instructions are classified and described as shown 
below, according to the level of harm and damage caused by 
improper use that results from ignoring instructions.

*1 “Serious injury” here refers to loss of sight, injuries, burns 
(high-or low-temperature burns), electric shocks, broken 
bones, poisoning, and other medical conditions, which may 
result in aftereffects and/or which require hospitalization or 
long-term outpatient care.

*2 “Injury” here refers to physical injuries, burns, or electric 
shocks which do not require hospitalization or long-term 
outpatient care.

*3 “Damage to property” here refers to extended damage to 
buildings, household effects, domestic animals, pets, etc.

This warning sign indicates that “There 
is a possibility of death or serious 
injury*1” if the rice cooker is handled 
improperly.

This caution sign indicates that “There 
is a possibility of personal injury*2 
or damage to property*3” if the rice 
cooker is handled improperly.

 Only use the inner pot (clay pot) 
made exclusively for this rice 
cooker.
Using any other pot may result in overheating 
or malfunction.

 Do not fall or hit the inner pot on 
a hard object. Do not expose it to 
a strong impact.
Doing so may result in injury or damage.

 Do not handle the inner pot with 
your bare hands during operation 
or immediately after operation of 
the rice cooker; use oven mitts 
to touch the pot.
Touching the hot pot may result in burn.

Cautions towards enabling the long-
term use of this rice cooker

● Strictly observe the following to keep 
the inner pot from being scratched 
or cracked, or the fluorocarbon resin 
coating from blistering or peeling:
· Do not use the inner pot for other recipes 

than those recommended.
· Do not place the inner pot over a gas fire, or 

use it on an electromagnetic cooker or in a 
microwave oven, etc.

· Do not cook with the inner pan empty. Do not 
cool the pan suddenly.

· Use the Keep Warm function for white rice or 
rinse-free rice only; do not use for mixed rice, 
etc.

· Do not use vinegar inside the inner pot.
· Use only the supplied spatula or a wooden 

spatula.
· Do not use hard utensils such as metal 

ladles, spoons, or whisks.
· Do not place a basket inside the inner pot.
· Do not place tableware and other hard 

utensils or objects inside the inner pot during 
washing.

· Do not clean the inner pot with hard materials 
such as metal sponges or nylon scouring 
sponges.

· Do not use a dishwasher/dryer to clean the 
inner pot.

● If the inner pot is scratched, chipped or 
cracked, purchase a new one at the place 
of purchase or Tiger customer service 
listed in "Contact".

● The inner pot's fluorocarbon resin 
coating may wear and peel with 
extended use.   This material  is 
harmless to humans and this situation 
presents no hindrance to actual 
cooking or to the rice cooker’s heat 
insulating capability. In the case you 
would like to purchase a new inner 
pan, you can do so by contacting 
store of purchase or Tiger customer 
service.

Special cautions for 
handling the inner pot.

Caution

Important Safeguards
Read and follow all safety instructions before using the rice cooker.

Caution

Prohibited

Instructions
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 Do not use the rice cooker in a small 
space where steam mists over the 
operation panel.
Otherwise moisture and heat of steam may 
deform the operation panel and harm, discolor, 
deform and damage the body.
When using the rice cooker 
on a sliding tabletop, pull 
out the table before starting 
operation so that the rice 
cooker is not exposed to the 
emitted steam.

 Do not use a sliding tabletop with 
insufficient load bearing capacity.
Otherwise the rice cooker may fall resulting in 
injury, burn or malfunction. Check that the load 
bearing capacity is sufficient before use.

 Do not use the rice cooker near 
a heat source or where it may be 
splashed with water.
Doing so may result in electric shock, short-
circuiting, fire, or deformation or malfunction of 
the rice cooker.

 Do not use the rice cooker when the 
pressure adjusting hole, safety valve 
or pressure reducing hole is clogged.
Doing so may cause steam leak or boiling over 
resulting in burn or injury. Rice may not be 
cooked well.

 Do not use the rice cooker when the 
tab of the inner lid is broken.
Doing so may cause steam leak or boiling over 
resulting in burn or injury. Rice may not be 
cooked well.

 Do not cook with the inner pot empty.
Doing so may resu l t  in  overheat ing or 
malfunction.

 Do not use the rice cooker on an 
aluminum sheet or electric mat.
Aluminum material may generate heat resulting 
in smoke or fire.

 Do not use the rice cooker with the 
air inlet/outlet blocked or in a hot 
room.
Do not place it on a carpet or plastic bag.  
Doing so may result in electric shock, short-
circuiting, fire or malfunction.

 Do not immerse the rice cooker in or 
splash it with water.
Doing so may result in short-circuiting or electric 
shock.

 Do not insert foreign objects such as 
pins, needles or other metal objects 
into the air inlet/outlet or a gap 
between the parts.
Doing so may result in electric shock or in injury 
due to malfunction.

 When closing the lid, remove rice or 
grains adhering to the upper casing 
or around the hook, and close the lid 
until it clicks.
Failure to do so may cause the steam to come 
out or the content to boil over resulting in burn.

 Do not use the rice cooker in 
anyways not specifically covered 
in this instruction manual (and the 
supplied “COOKBOOK”).
Doing so may cause the clogged pressure 
adjusting hole, safety valve or pressure reducing 
hole, and the content may boil over resulting in 
burn.
<Examples of procedures that should not be 
performed:>
• Heating ingredients or seasoning inside of 

plastic bags, etc.
• Using a cooking sheet or other utensil to cover 

food in the rice cooker
• Boiling beans separately before using them 

for red rice etc.
• Cooking rice with amaranths or other small 

grains that may cause clogging
• Cooking rice seasoned with ketchup or tomato 

sauce

 Stop using the rice cooker 
immediately in the event of trouble.
Failure to do so may result in fire, electric shock, 
or injury.
<Examples of trouble:>
•  The power  cord  and/or  p lug become 

abnormally hot.
• Smoke is emitted from the rice cooker or a 

burning odor is detected.
• The rice cooker is cracked, or there are loose 

or rattling parts.
• The inner pot is scratched or cracked.
• There are other problems or abnormalities.
Immediately disconnect the power plug from 
the outlet and contact the place of purchase for 
inspection and repair.

Caution
 Disconnect the power plug from the 

outlet when the rice cooker is not in 
use.
Failure to do so may result in injury or burn, 
or in electric shock or a shortcircuit-induced fire 
due to degradation of the insulation.

 Be sure to hold the power plug when 
disconnecting the cord from an 
outlet.
Failure to do so may cause an electric shock or 
short-circuiting, resulting in fire.

 Do not plug multiple 
appliances into a 
single outlet.
Doing so may result in fire.

 Handle the rice cooker with care.
Dropping the rice cooker or exposing it to 
a strong impact may result in injury or in 
malfunction of the unit itself.

 Household use only.
This appliance is intended to be used in 
household and similar applications such as:
·  staff kitchen areas in shops, offices and other 

working environments
·  farm houses
·  by clients in hotels, motels and other residential 

type environments
·  bed and breakfast type environments 

 Do not use on an unstable surface, 
or on a table or rug that is vulnerable 
to heat.
Doing so may result in fire or damage to the 
table or mat.

 Do not use near the wall or furniture.
S t e a m  a n d  h e a t  m a y  c a u s e  d a m a g e , 
discoloration and/or deformation. Use the rice 
cooker at least 12 inches (30cm) away from 
walls or furniture. 

 Do not connect or disconnect the 
power plug with wet hands.
Doing so may result in electric shock or injury.

 Do not expose the power plug to 
steam.
Doing  so  may  resu l t  i n 
electric shock or fire.
When using the rice cooker 
on a sliding tabletop, position 
the cooker so that the power 
plug is not exposed to the 
emitted steam.

 Do not let infants or children lick the 
electric sockets or fixtures.  
Doing so may result in electric shock.

 Never open the lid during cooking.
Doing so may cause the content to boil over 
resulting in burn. If you need to open the lid, 
check that the Pressure  indication on the 
operation panel is off and no steam is coming 
out. → P.21

 Do not allow children to use the rice 
cooker unsupervised. Keep it out of 
reach of infants.
Unsupervised use by children or infants may 
result in burn, electric shock, or injury.

 This appliance is not intended 
for use by persons with physical 
difficulties or lack of experience and 
knowledge-unless they have been 
given supervision or instruction 
concerning to the use of the 
appliance by a person responsible 
for his/her safety.
 Unsupervised use may result in burn, electric 
shock, or injury.

 Do not place your face or hands near 
the steam cap or steam vent.
Doing so may result in burn. Be especially 
careful to keep them out of reach of infants and 
children.

More than
30 cm

Important Safeguards

Air inlet Air outlet
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 A person with cardiac pacemaker 
must consult a medical specialist 
before using the rice cooker.
Operation of the rice cooker may affect the 
cardiac pacemaker.

 Wait until the appliance has 
cooled down before performing 
maintenance; this is to avoid burns 
from hot surfaces.

 Do not wash the entire rice cooker or 
pour water into the rice cooker or its 
bottom section. 
Doing so may result in short-circuiting or electric 
shock.

Cautions towards enabling the long-term 
use of this rice cooker

● Remove rice, burned rice and any other 
remaining grains of rice adhering to 
inside the body and inner pot.
Failure to do so may cause steam to leak out or the 
contents to boil over, resulting in a malfunction of 
the unit or simply in improperly cooked rice.

● Do not heat (keep warm) cooled rice.
Doing so may result in malfunction or fire.

● Do not cover the rice cooker 
with a cloth or other object 
during cooking.
Doing so may cause the rice cooker 
or the lid to become deformed or 
discolored.

● The  ho les  on  the  r i ce  cooker  a re 
designed to maintain its functions and 
performance.  In extremely rare cases, 
dust or even insects may enter these 
holes and cause malfunction. To prevent 
this, a commercially available insect 
prevention sheet, etc., is recommended.  
I f  a malfunction does occur due to 
this problem, it will not be covered by 
warranty. Contact the place of purchase.

 Do not use the rice cooker on an 
induction cooktop.
Doing so may result in malfunction.

 Do not pour water more than the 
"Maximum Level" line of the inner 
pot when cooking.
Doing so may result in burn or enable the 
contents to boil over.

 Be careful of the escaping steam 
when opening the lid.
Exposure to steam may result in burns.

 Do not touch hot parts during or 
immediately after cooking.
Doing so may result in burns.

 Do not move the rice cooker during 
cooking.
Doing so may result in burn or enable the 
contents to boil over.

 Do not touch the open/lock button 
while carrying the rice cooker.
Doing so may cause the lid to open, resulting in 
injury or burns.

 Do not place a magnetic sensitive 
object close to the rice cooker since 
it emits magnetic lines.
Noise may occur in a TV or radio.
Content recorded in a credit card, magnet ID, 
cassette tape and video tape may be lost.

Names and Functions of Component PartsSafety Instructions

Steam vent

Main unit

Catch

Inner lid 
release button

Lid

Heat sink

Inner pot 
(clay pot)

Upper casing

Center sensor

Hook button
Press to open 
the lid.

Steam cap 
(see P.35) 

Plug Connector Heating chamber
●Be careful that the
   heating chamber is 
   hot just after cooking 
   or keeping warm. 
●Do not scratch the 
   heating chamber.

<Front side> <Back side>

Gasket for 
depressurization

Pressure 
adjusting 
holes

Inner lid gasket
Cannot be detached. Do not pull it forcibly.

Inner lid  (see P.35)

Safety valve

Pressure 
reducing 
hole

Pressure adjusting balls

Power cord
Power plug
Connect to the outlet.

Plug
Connect to the plug connectort.

Accessories

Spatula Measuring cup COOK BOOK
One cup of rice
（approximately 0.18L=150g）

Spatula holder
How to use 
the spatula 
holder

Insert

Ladle

"Maximum Level" line

Check the parts upon unpacking.
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Names and Functions of Component Parts

Using the touch panelTouch panel

Motion Sensor

The touch panel lights when the rice cooker detects 
nearby movement. It displays information necessary for 
use (operable keys only).
It goes off when not operated for a specified time 
(approximately 20 seconds) and lights again when you 
put a hand over the motion sensor. Depending on the 
ambient temperature, the touch panel may not light even 
when a hand is put over the motion sensor. In contrast, 
it may light if the motion sensor is activated by steam or 
illumination.
If it does not light, touch the display or key area.

When touching does not work

Check the following points when touching does not 
work.

●The power plug is connected to the outlet.
Operat ion is not possible i f  the power plug is 
disconnected from the outlet.

● The lid is closed.
When the lid is open, all keys do not accept touching to 
prevent malfunction. Close the lid before operation.

●You touch with your finger.
Always touch the key with your finger directly.

●You are not touching a space between the 
menus or not touching two or more keys at the 
same time.
Touching two or more keys is not accepted to prevent 
malfunction.

●You touch the operation area.
You cannot operate by touching other than the operation 
area.

Sound during operation

The following sounds during cooking or keeping warm are 
normal.

●  A humming sound (caused by fan operation)
●  A buzzing or crackle sound (caused by IH operation)
●  A hissing or bubbling sound (caused by boiling)

Clock display

 The clock is 24-hour clock time. Set the clock to the right 
time if it is wrong. see page P.13

Lithium battery

For lithium battery, see page P.13 

Note
Do not attach a sticker or put a mark with pen on the 
touch panel (operation area). Doing so may slow the 
response.
Dirt or sticky paste on the motion sensor may prevent 
normal response. Wipe it off completely.

Touch panel

 Keys may not accept touching in the following cases:
•  Keys are touched in very short intervals.
•  The finger or key is wet or dirty.
•  There is interference from the ambient temperature or 

humidity, or the operation status of electric devices in 
nearby area.

•  The key is pressed strongly.

(Example) When "Plain" is selected.All indications are shown for explanation.

Display

Although blur may occur in the display due to static electricity, it is only a temporary phenomenon and not a malfunction.

 Heat Setting key
Touch to adjust the heat level in the "Plain" and "Mixed" 
menus. You can select from three levels.

 Audio Guide key
Voice prompts guide you in operation.

 Keep Warm key
 ● Select whether to keep warm or not after cooking.

You can select from three options: KeepWarm Off,
KeepWarm On and KeepWarm 6Hours.

 ● Select "Immediate KeepWarm" to start keepingwarm 
again.

 Rice Texture key(Hard/Soft)
Touch to select the rice texture in the "Plain" menu.
You can select from three levels.

 Clock icon
Touch to set the clock.

 Motion Sensor
The touch panel lights when the motion sensor detects 
nearby movement.

 Timer key
Touch to select the time to finish cooking. 
You can select from four options: Timer 1, Timer 2, Timer 
3 and Timer Soak.

 Menu keys
The keys represent the available cooking menus  
so that you can select the desired menu directly.

 Back • Next key
Touch to select the menu.

 Hour • Min key
Touch to select the audio of audio guide or set the timer 
or clock.

 Menu icon
Touch to select the menu.

 Clock display
After touching the clock icon, touch the numbers directly 
to set the clock.

 Cancel key
Touch to cancel the selection or setting.

 Start/Rinse-free key
Touch to start cooking, select rinse-free rice or confirm 
various settings (e.g., clock setting and audio guide 
setting).
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Voice prompts guide you in operation.

● To cancel the audio guide 
 Touch the [Cancel] key.

Touch and hold the 
[AudioGuide] key 
approximately 1 second.
The audio guide setting screen is displayed.
In the initial setting, the audio type is buzzer and 
the volume is medium.

1

Touch the [Hour • Min] key 
several times to select the item.
● To select the audio type
 Touch the [Hour] side several times.

● To select the volume
 Touch the [Min] side several times.

Touch  (clock icon) .

The [Hour • Min] key appears and the clock display 
flashes.

On

To cancel the clock setting
Touch the [Cancel] key.Touch the [Start/Rinse-free] 

key.
The setting is completed.3

2

4

Display Audio Audio type
0 No Buzzer

1 Yes Buzzer (initial 
setting)

2 Yes Melody 1
3 Yes Melody 2

 • You can also select by touching the number 
on the display.

Display Volume
1 Low
2 Medium (initial setting)
3 High

 • You can also select by touching the number 
on the display.

To hear the audio guide again

Touch the [AudioGuide] key again.
After ending the audio guide setting, you can hear the 
same content by touching the [AudioGuide] key unless 
you perform the next operation.

Connect the power plug to the 
outlet.

Touch the [Start/Rinse-free] 
key.

The [Hour • Min] key goes off.
The time setting is completed.

1 4

Lithium battery

●  The life of the lithium battery is 4 or 5 years if the power 
plug is not connected.

●  "0:00" flashes in the clock display when the lithium 
battery has been exhausted.
Although you can cook normally, the stored clock 
setting, timer setting and elapsed keep-warm time are 
not recovered. Set the clock again.

●  Do not attempt to replace the lithium battery by yourself.
A new lithium battery can be replaced with charge. Ask 
the place of purchase.

Note
You cannot set the clock during the following operations :
Cooking, Keeping warm, Timer cooking and Timer soaking.

The clock is 24-hour clock time. The rice cooker has a built-in lithium battery that stores the clock setting, timer 
setting and elapsed keep-warm time even with the power plug disconnected.

Before Use

Blinking

Blinking

Blinking

Blinking

Touch the [Hour • Min] key 
several times to set the clock to 
the right time.
Example : When changing from 9:35 to 10:36.

 Touch [Hour] several times to set it to "10".
 Touch [Min] several times to set it to "36".

     Touch and hold to fast-forward.

● You can also set the clock by touching the 
number of the clock display. Touch and hold to 
fast-forward.

3

  Using the audio guide   Setting the clock

Touch the [Back • Next] key 
several times to select the 
language.

2

Display Language
1 English
2 Chinese
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Content of menus ○ : Yes - : No

Tips for cooking

Cooking rice with ingredients
● Ingredients should be approximately 70 g or less for a cup of 

rice.
● Mix in seasonings well and put ingredients on rice.
● Mix in seasonings well. Do not mix in ingredients. Otherwise 

rice may not be cooked well or may burn.
● Observe the maximum cooking amount in the table below when 

cooking with ingredients.
Menu Maximum cooking amount
Mixed 3 cups or less
Sweet 3 cups or less

Porridge 0.5 cups
Brown 3 cups or less

● Adjust water amount before putting ingredients. If you adjust 
water after putting ingredients, cooked rice will be firm to bite.

● Putting too much soy sauce or mirin sweet sake in pilaf or such 
other food containing much oil and less water may cause the 
food to burn to the inner pot or cause other damage.

Cooking glutinous rice
● After rinsing, soak the rice in water approximately 30 minutes. 

Level the surface so that the rice is under the water and start 
cooking. The texture will be hard if the soaking time is short 
and soft if long.

Cooking brown rice with white rice
● Soak brown rice 1 or 2 hours beforehand.
● Select "Brown" when the amount of brown rice is larger.
● Select "Plain" when the amount of white rice is the same as or 

larger than the brown rice.

Cooking brown rice porridge
● Select "Porridge", and select "90 minutes" when cooking brown 

rice porridge.

Cooking rice with embryo buds
● Select "Plain" and keep the amount slightly less than the 

maximum level. Cooking the maximum amount will cause 
boiling over.

Cooking white rice with other cereal grains
● Select "Plain" and cook at low heat when cooking rice with 

other cereal grains.
● Other cereal grains should be 20% or less for the amount of 

white rice. The maximum cooking amount of rice with other 
cereal grains is 3 cups.

● Put cereal grains on the white rice when cooking. Mixing them 
in may result in poor cooking result.

Cooking germinated brown rice
● Select "Plain" when cooking germinated brown rice only or 

mixing white rice in it.

Cooking long grain rice
● Select "Quick" when cooking long grain rice.

Note
In pressure cooking, attention should be paid to rapid 
increase of steam amount.  There is a risk of burn or injury.

Heat 
Setting

Rice 
Texture

Rinse-
free

Keep 
Warm

Timer 
(Soak)

Pressure 
cooking

Content

Plain ○ ○ ○ ○ ○ ○ Maximizes the sweet and rich flavor and the sticky texture of white rice (rinse-free 
rice). You can adjust the degree of scorch with Heat Setting.

Quick - - ○ ○ - ○ Cooks white rice (rinse-free rice) in a shorter time. As the time to cook is shorter 
than "Eco" and "Plain", the texture will be slightly hard.

Sushi - - ○ ○ ○ ○ Cooks rice for Sushi. The texture will be less sticky and slightly hard.

Mixed ○ - ○ - ○ Cooks seasoned rice with assorted ingredients. You can adjust the degree of 
scorch with Heat Setting.

Sweet - - - - - Cooks glutinous rice.

Eco - - ○ ○ ○ ○ Cooks white rice (rinse-free rice). The texture will be slightly harder than "Plain" 
but the power consumption to cook will be smaller (approximately 14 to 36% 
less).

Porridge - - ○ ○ ○ - Cooks porridge.

Brown - - - ○ ○ Cooks brown rice.

GABA - - - ○ ○
Cooks soft and easy-to-chew brown rice (the cooking time is longer than 
"Brown"). Compared to "Brown", more GABA (gamma-aminobutyric acid), which 
is known as a healthy nutrient, will be contained.

 : Although keeping warm starts automatically,
 it is not recommended since the rice becomes less tasty.
 For cooking capacity, see page P.16

Rice Texture : You can adjust doneness to the desired viscosity.

Menu
Function

Basic Procedure

Cooking Rice
How to select the menu
Select the menu in one of the three methods below.
Explanation in the subsequent pages uses the method with 
the [Back • Next] key.

 Touch the [Back • Next] key.

Touching the [Back • Next] key switches
the menu or icon.

● When touching [Next], it changes the menu as 
following order. 

 

● When touching [Back], it changes the menu as 
following order.

 

 Touch the menu icon.

 Touch the menu key.

Measuring rice with the 
measuring cup and rinsing 
rice.

    P.16

Pouring water and setting 
the inner pot in the rice 
cooker.

    P.19

Cooking rice.
    P.20

Loosening rice within 
approximately 10 minutes 
after cooking.

    P.24

Simmering food - SlowCook.
    P.30

Timer cooking and timer 
soaking.

 ●  Timer cooking (Finish cooking at 
the desired time).

   P.26

 ●  Timer soaking (Let rice absorb 
water before cooking).

   P.28

Wash the parts with water 
before use.  P.34

Wash the inner pot, inner lid, steam cap, spatula, 
spatula holder and measuring cup with water.

Menu icons

Mixed

GABA

SlowCook

PlainQuick

Sushi

Brown

Porridge

Sweet Eco

Blinking

Flashing

Flashing

Sushi

BrownGABA

Quick
Slow
Cook Eco

Mixed Sweet

Porridge

Plain

Sushi

BrownGABA

Quick
Slow
Cook Eco

Mixed Sweet

Porridge

Plain

● Rinse-free rice may be scorched more than normal rice.
● In "Eco", a large amount of dew may be observed on the inner lid.

 Menus and tips for cooking
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Measure rice with the 
measuring cup (supplied).
A level cup of rice makes one unit of rice 
(approximately  0.18 L) .  Always use the 
measuring cup to measure the correct amount.
Using a measuring dispenser may result in 
different amount.
Observe the specified cooking capacity.

1 Use quality rice and store in an 
appropriate place

● Freshly polished well-sorted rice grains are 
recommended.

● Store rice in cool, dark and well-ventilated place.

Cooking rinse-free rice

● Use the supplied measuring cup to measure rinse-
free rice.

● After pouring water on rice in the inner pot, stir rice 
well from the bottom so that all grains can absorb 
water well. If you skip stirring, grains cannot absorb 
water well resulting in poor texture.

● If the poured water is cloudy, rinsing rice and 
changing water once or twice is recommended. 
The cloudiness is due to starch contained in rice, 
not due to bran. If you cook without rinsing, rice 
may burn, boil over or be poorly cooked.

Cooked amount per use

Plain 0.18 to 1.0 
(1 to 5.5 cups)

Quick 0.18 to 1.0 
(1 to 5.5 cups)

Sushi 0.18 to 1.0 
(1 to 5.5 cups)

Mixed 0.18 to 0.54 
(1 to 3 cups)

Sweet 0.18 to 0.54 
(1 to 3 cups)

Eco 0.18 to 1.0 
(1 to 5.5 cups)

Porridge

Hard 0.09 to 0.18 
(0.5 to 1 cups)

Hard
(with ingredients)

0.09 
(0.5 cups)

Soft 0.09 (0.5 cups)

Brown
Brown 0.18 to 0.63 

(1 to 3.5 cups)
Brown
(with ingredients)

0.18 to 0.54 
(1 to 3 cups)

GABA 0.18 to 0.63 
(1 to 3.5 cups)

Correct

Wrong

Pre-rinse rice 
(You can use the inner pot).
Put rice in the inner pot, pour sufficient amount 
of water, stir rice lightly and drain water quickly.
Use water as cold as possible. Quickly finish pre-
rinsing, or rice may absorb surface contaminant 
dissolved into the water.

2 Rinse rice. 

Repeat rinsing rice and changing water a few 
times until the water becomes less cloudy.
If rice is not rinsed well, it may burn to the 
bottom of the inner pot.

3

Note

Do not pre-rinse rice with hot water
 (approximately 35°C or more).
Otherwise rice may not be cooked well.

(Stir rice lightly) (Drain water quickly)

Note
Do not mix in amaranths or other small grains that may 
cause clogging.
Doing so may cause the clogged pressure adjusting hole, 
safety valve or pressure reducing hole, which may lead to 
steam leak or boiling over resulting in burn or injury.

  Measuring rice with the measuring cup 
and rinsing rice.
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  Pouring water and setting the inner pot 
in the rice cooker.

Adjust water amount. 

  Place the inner pot on a flat surface 
and level the rice in it.
  Pour water up to the corresponding 
scale line of the menu inside the 
inner pot.

Example : To cook 3 cups of white rice, 
pour water up to "3" of the 
"Plain" scale.

1

Level the rice

Guide of water amount

If you reduce or increase water from the basic amount in 
the table below, keep the reduction or increase within 1/3 
scale unit from the basic amount. Otherwise the content 
may boil over.

Menu
Water amount 

(adjust to the scale line of the 
inner pot)

Plain
"Plain" scale

Quick
Sushi "Sushi" scale
Mixed "Plain" scale

Sweet

Glutinous rice 
and
ordinary rice

Between "Plain" and "Sweet" 
scale lines

Glutinous rice "Sweet" scale

Eco "Eco" scale

Porridge

•  Hard (1:5 ratio) :
  "Porridge • Hard" scale
•  Soft (1:10 ratio) :
  "Porridge • Soft" scale

Brown • GABA "Brown" scale

• The guide above can also be used for rinse-free rice.
• To cook multi-grain rice, germinated brown rice, rice with 

embryo buds or semi-polished rice, add water to slightly 
higher than the corresponding "Plain" scale line.

• When cooking germinated brown rice or multi-grain rice, 
read the instructions on the sales package (if any) and 
adjust water based on them.

• For long grain rice, use the "Plain" scale line.
• For brown rice porridge, use the "Porridge" scale line.

Note

Do not pour hot water (approximately 35°C or 
more). Otherwise rice may not be cooked well.

Scales of inner pot

The scales of the inner pot are guide only.
Adjust the water amount to make the texture and scorch 
you like.

Wipe off water drops and rice 
grains from the inner pot, 
inside of body and inner lid, 
and check for clogging.

2 Set the inner pot in the body 
and close the lid with both 
hands until it clicks.

3

Notes

● Be sure to remove rice grains adhering to the 
upper casing, around the catch and inner lid.   

 P.35
● Otherwise the lid may not be closed, steam 

may leak during cooking, or the lid may open 
causing the content to boil over or hot water to 
spill out, resulting in burn or injury.

Notes

● The lid may be slightly hard to close since the 
inside of inner pot of pressure rice cooker is 
highly air-tight. Check that the lid is completely 
closed.

● Be careful not to touch an operation key when 
closing the lid.

● The lid cannot be closed if the inner lid is not 
attached.

Bottom gasket

Inside the body

Inner lid gasket

Inner lid

Upper casing

Protective casing gasket
(Cannot be detached. 
Do not pull it forcibly.)

Center sensor

Catch

Heating chamber
(Protective casing)

Pressure 
adjusting holes

Safety valve

Tab
Knob

Pressure reducing hole
（Gasket for depressurization）

Inner lid
Inner pot

Close

Set

For how to detach/attach, see
 P.37

Inner pot

Inside of body/inner lid
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  Cooking rice

Connect the power plug to the 
outlet.1

Touch the [Back • Next] key to 
select the desired menu.
You can skip this step if the menu is already 
selected.

2

Touch the [Heat Setting] key 
several times to select the 
item.
* "Plain" and "Mixed" only

3

Touch the [RiceTexture] key 
several times to select the 
item.
* "Plain" only

4

Touch [KeepWarm] key several 
times to select the item.5

Notes

If "KeepWarm On" is lit, touch the [Cancel] key 
to turn it off.

●  As the previous keep-warm setting is retained, 
you do not need to select if you use the same 
setting.

●  The initial setting is "KeepWarm 6Hours" for 
Eco and "KeepWarm On" for the others.

●  Do not select "Immediate KeepWarm" in this 
step.Otherwise cooking will not start.

Blinking

Blinking

(Normal) (Soft) (Hard)

Immediate 
KeepWarm

Keep Warm
On

Keep Warm
Off

Keep Warm 
6Hours

Touch the [Start/Rinse-free] key.
Cooking starts and the remaining time appears 
on the display.

When selecting "Porridge", touch 
the [Hour • Min] key to adjust the 
cooking time.

●  Touch [Hour] to increase by 5-minute increments 
and [Min] to reduce by 5-minute increments.

●  The time can be set by 5-minute increments from 
40 to 90 minutes.

●  The initial setting is 60 minutes. Specify the 
desired time.

●  Set 90 minutes when cooking brown rice 
porridge.

Increases by 
5 minutes

Reduces by 
5 minutes

Touch the [Start/Rinse-free] key twice.
"Rinse-free" appears on the display.

●  You can select "Eco", "Plain", "Quick", 
"Porridge", "Mixed" and "Sushi".

●  To deselect rinse-free rice, touch the [Start/
Rinse-free] key again within approximately 20 
seconds after "Rinse-free" appears.

Touch twice

7

6

Guide of cooking time

Plain (Normal) 43 to 61 min
Plain (Hard) 40 to 62 min
Plain (Soft) 43 to 62 min
Quick 29 to 44 min
Sushi 39 to 52 min
Mixed 44 to 57 min
Sweet 28 to 38 min
Eco 54 to 64 min
Brown 1 h 21 m to 1 h 38 m
GABA 4 h 31 m to 4 h 42 m

●The time is from starting cooking to completing steaming 
(with 220 V voltage, 23°C room and water temperature 
and basic water amount).

●Rinse-free rice requires approximately 1 to 5 minutes 
more than the guide.

●The time may differ depending on the cooking amount, 
rice type, room and water temperatures, water amount 
and timer setting.

Caution about pressure
The pressure indication lights when applying pressure 
starts. It goes off in 2 minutes after pressure is released.

  Make sure that no person is near the steam 
cap.

  Touch the [Cancel] key to cancel cooking.
●  Be careful that hot steam will come out of the steam 

vent.
●  Opening the lid immediately after pressing the 

[Cancel] key may result in burn.

  Wait approximately 2 minutes until the 
pressure indication goes off, and check that 
no steam is coming out.

  Press the hook button.
To restart cooking, perform the procedure 
from "  Pouring water and setting the inner 
pot in the rice cooker".    P.18 

Restarting the cooking canceled halfway may result in 
a longer cooking time or poor texture.

To set rinse-free rice

●  Do not open the lid when the pressure indication is 
on the display.

●  The content may boil over resulting in burn.
●  Do not place your face or hands near the steam 

vent during cooking.
●  You may be burnt or injured by steam coming out with 

large sound from the steam vent.

Opening/closing the lid during cooking may cause 
the content to boil over resulting in burn or injury.

To cancel cooking

Touch the [Cancel] key.

If you need to open/close the lid during 
cooking

Be sure to observe the procedure below.

Alarm when the inner pot is not set in the body

A sound will occur if you touch [Start/Rinse-free] or select 
"Immediate" without setting the inner pot.

Warning

Warning

Low heat ( ) Normal heat level with light scorch.
Medium heat ( ) Darker scorch than the above.

High heat ( ) Dark scorch.

● The level of scorch can be selected in the "Plain" or 
"Mixed" menu.

* If cooking the minimum cooking amount (P.16 and 50), 
scorch may be lighter even with high heat.

* If scorch is light with high heat or dark with low heat, 
adjust the level of scorch in the procedure on P.48.

* Scorch of seasoned rice may be dark even with low 
heat.

Heat Setting

Hard ( ) Less sticky texture suitable for curry and rice 
and fried rice.

Normal ( ) Normal texture.
Soft ( ) Stickier texture than normal.

Texture

 Select the keep-warm option for after cooking.

 Touch the [Start/Rinse-free] 
key to confirm the selection.
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  When cooking is completed

A sound informs you when 
cooking is completed and rice 
is automatically kept warm.
"KeepWarm On" appears during keeping warm.
● You can select "KeepWarm On", "KeepWarm 

6Hours" or "KeepWarm Off".  
They can be selected in "Eco", "Plain", "Quick", 
"Brown", "Porridge", "Sushi" and "GABA".

● During keeping warm, "KeepWarm On" or 
"KeepWarm 6Hours" lights.

● The elapsed keep-warm time appears also in 
"Mixed", "Sweet", "Brown" and "GABA".

1

Blinking

In 6 hours

Blinking

Blinking

 When "KeepWarm Off" is selected
Immediately take out rice since leaving it in the rice 
cooker may result in unpleasant odor or slimy or rotten 
rice.

Notes
● Do not lift up the inner pot during keeping warm. Doing so 

may cancel keeping warm.
● Be sure to cancel keeping warm before disconnecting 

the power plug. Otherwise "KeepWarm On" will appear 
and cooking will not start when you cook next time.

 When "KeepWarm 6Hours" is selected
Keeping warm ends in 6 hours after cooking is completed. 
Immediately take out rice since leaving it in the rice 
cooker may result in unpleasant odor or slimy or rotten 
rice.

"KeepWarm On" selected
"KeepWarm On" appears. The elapsed keep-warm time (0 
to 24 hours) is displayed while you are touching the icon.  
* "24" flashes if 24 hours have passed. 

"KeepWarm Off" selected
Keeping warm does not start after cooking is completed. 
"KeepWarm Off" appears and the selected menu flashes.

(Example: Eco)

Selecting "Porridge" for additional cooking
● When you increase the cooking time, for example to 

add ingredients in "Porridge", touch the [Hour] key while 
"KeepWarm On" is displayed, set the cooking time and 
touch the [Start/Rinse-free] key. You can set the time by 
1-minute increments up to 15 minutes at a time, and can 
increase up to three times.

● Do not touch [Cancel] before starting additional heating.
● Loosen rice well before starting additional heating. 

Otherwise rice may burn to the pot.

"KeepWarm 6Hours" selected
Keeping warm ends in 6 hours after cooking is completed.
"KeepWarm 6Hours" appears. The remaining keep-warm 
time (6 to 1 hours) is displayed while you are touching the 
icon.
The menu flashes after the set time has passed.

Keeping rice warm and tasty

● Keeping warm longer than 24 hours is not 
recommended.

● The following cases may result in unpleasant odor, 
dry, slimy, discolored or rotten rice, or corroded 
inner pot.
•  Keeping warm other rice than white rice or rinse-

free rice (mixed rice, etc.).
•  Keeping warm or adding cooled rice.
•  Keeping warm with the spatula left inside.
•  Disconnecting the power plug and keeping warm.
•  Keeping warm less than the minimum cooking 

amount of rice.(1 cup)
•  Keeping warm with rice grains adhering to the 

edge of the inner port or the gaskets.
•  Keeping warm a lump of rice with a hole in the 

middle.
•  Keeping warm longer than the selected time.

● Gather rice to the middle of the inner pot if the 
amount is small. It is recommended that you 
consume it soon.

● Do not set 12 hours or longer timer.
● In a harsh environment (e.g., in a cold area or hot 

environment), consuming soon is recommended.
● If you do not consume cooked rice soon, put it in 

another container and consume it in good time.

Scorched rice

● Cooked rice is partly scorched and the scorch will 
be mixed in when you loose rice.

● Good flavor of scorch just after being cooked will 
be lost while rice is kept warm since the scorch 
absorbs moisture over time.

Notes
● When you have cooked other rice (mixed rice, 

etc.) than white rice or rinse-free rice, touch the 
[Cancel] key to cancel keeping warm.

● Cooked porridge should be served before it 
becomes sticky paste.

● Blanch slow-to-cook ingredients before adding 
them.



Basic Procedure
Cooking Rice

24 25

E
N
G
L
I
S
H

Loosening rice immediately 
after cooked
Loosening rice immediately after 
cooked allows excess water to 
evaporate. 
* Dew may form on the surface of cooked rice 
due to high heat-storage performance of the 
clay pot.

3 After use

 Touch the [Cancel] key.
 Disconnect the power plug and the 
plug.

Clean the rice cooker after use.
 P.34 

4

Water drops 
accumulate 
here 
(upper casing)

Inner pot

To start keeping warm again

To change from "KeepWarm Off" or "KeepWarm 
6Hours" to "KeepWarm On" (continuous keeping 
warm), perform the following procedure.

* If you canceled keeping warm (e.g., by touching 
the [Cancel] key) and want to start it again, perform 
steps  and  above.

 Touch the [KeepWarm] key and 
select "Immediate".

 Touch the [Cancel] key.

 Touch the [Start/Rinse-free] key to 
confirm the selection.

Notes
● Be careful not to touch an operation key when 

closing the lid.
● The previous menu and keep-warm setting are 

retained.

Notes
● When loosening cooked rice, smooth it in such 

a way as to not leave rice on the wall of the 
inner pot. The small amount of rice on the pot 
wall will dry while being kept warm due to high 
heat-storage performance of the clay pot.

Opening the lid2

  Check that no steam is coming out of the 
steam vent.

  Check that Pressure  indication is off.
  Press the hook button to open the lid.

Steam ventHook button

Be sure to observe the following procedure 
to open the lid.
Failure to do so may result in burn or injury 
due to boiling over of the content.

Warning

  When cooking is completed

Rice will dry

Smooth rice and do not 
leave it on the pot wall

● Immediately after cooking or during keeping 
warm, if water drops run on the upper case or 
outside the body when you open the lid, always 
wipe them off.
A large amount of dew may be observed 
depending on the menu.
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  Timer cooking
 Finish cooking at the desired time.

Check that the clock on the 
display is correct.
Set the clock to the right time if it is wrong.
   P.13

Select whether to keep warm 
or not after cooking.    P.20

When selecting "Porridge", touch 
the [Hour • Min] key to adjust the 
cooking time.

●  Touch [Hour]  to increase by 5-minute 
increments and [Min] to reduce by 5-minute 
increments.

●  The time can be set by 5-minute increments 
from 40 to 90 minutes.

●  The initial setting is 60 minutes. Specify the 
desired time.

●  Select "Porridge", and select "90 minutes" 
when cooking brown rice porridge.

Increases by 
5 minutes

Reduces by 
5 minutes

1

2
3

Select the desired menu 
with the [Back • Next] key.6Menu Timer setting

Plain (Rinse-free) 1 h 10 m or longer
Sushi (Rinse-free) 1 h 5 m or longer
Eco (Rinse-free) 1 h 15 m or longer

Porridge (Rinse-free)
Cooking time + 1 min 

or longer
Brown 1 h 45 m or longer
GABA 4 h 50 m or longer

● Timer cannot be used in "Quick", "Mixed", 
"Sweet" and "SlowCook".

● If the timer setting is shorter than the guide, 
cooking may not finish at the set time.

Touch the [Timer] key several times to 
select the timer cooking option.
The display shows the menus for which you can 
set the timer cooking and the previous timer 
time.

Blinking

Blinking

4

Touch the [Hour • Min] key 
to adjust the time to finish 
cooking.
Touch [Hour] to adjust by 1-hour increments and 
[Min] by 10-minute increments.
Touch and hold the key ([Hour] or [Min]) to fast-
forward.

Select the heat setting or 
texture.
 "Plain" only

7

5

Complete the timer setting 
with the [Start/Rinse-free] key.

Touch the [Start/Rinse-free] key.

On

On

 
Touch the [Start/Rinse-free] key twice.
You can select "Eco", "Plain", "Porridge" or "Sushi".

On

On
Touch twice

8

Example : When the timer time is 13:30, 
cooking finishes at 13:30. To deselect rinse-free rice

● Touch the [Start/Rinse-free] key again within 
approximately 20 seconds after "Rinse-free" 
appears.

To cancel timer

Touch the [Cancel] key.

Blinking

Blinking

Blinking

Blinking

You can store three timer settings. Setting 
frequently used timer times is recommended.  
For example, use "Timer1" for morning, "Timer2" 
for evening, and"Timer3" for holidays.

Note

Do not set a timer time of longer than 12 hours. 
Otherwise rice may be rotten.

Other than rinse-free rice

Rinse-free rice

Select "Plain" to display the [RiceTexture] key 
and touch it several times to select the texture.    

 P.20

Select "Plain" to display the [HeatSetting] key 
and touch it several times to select the heat 
setting.     P.20

To select texture

To select heat setting

 You can also set the finish time by touching the 
number of the time display. Touch and hold to fast-
forward. A sound informs you if timer cannot be set.

Check the following.
You touched the [Timer] key when "0:00" is flashing.

 Set the right time.     P.13

A sound will be heard also when no operation is 
performed within approximately 30 seconds after the 
[Timer] key is touched. You can continue to set the timer 
in this case.

Guide of timer settings by menu

  Timer cooking and timer soaking
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  Timer soaking 
 Let rice absorb water before cooking

Touch the [Timer] key several times 
to select the timer soaking.
The display shows the menus for which you can 
set the timer soaking.

Blinking

Blinking

3

Touch the [Hour • Min] key to 
adjust the soaking time.
Touch [Hour ]  to  increase by  10-minute 
increments and [Min] to reduce by 10-minute 
increments.

6
Example :  When the timer soaking time is 

 20 minutes, cooking starts in 20 
 minutes.

Blinking

Blinking

To cancel timer

Touch the [Cancel] key.
Set by 10 minute-increments from 10 
to 60 minutes

If the time (10 to 60 minutes) until cooking starts 
is set, cooking will start automatically when the 
set time has passed.

To deselect rinse-free rice

Touch the [Start/Rinse-free] key again within 
approximately 20 seconds after "Rinse-free" appears.

Select the desired menu with 
the [Back • Next] key.4

Timer cannot be used in "Quick", "Mixed", "Sweet" 
and "SlowCook".

Blinking

Blinking

Complete the timer setting 
with the [Start/Rinse-free] key.

Touch the [Start/Rinse-free] key.

On

On

 
 
 

Touch the [Start/Rinse-free] key twice.
You can select "Eco", "Plain", "Porridge" or "Sushi".

On

On

Touch twice

7
Other than rinse-free rice

Rinse-free rice

 You can also set the soaking time by directly 
touching the time on the display.
Touch and hold to fast-forward.

Select the heat setting or 
texture.
"Plain" only

5

Select "Plain" to display the [RiceTexture] key 
and touch it several times to select the texture.    

 P.20

Select "Plain" to display the [HeatSetting] key 
and touch it several times to select the heat 
setting.     P.20

To select texture

To select heat setting

A sound informs you if timer cannot be set.

Check the following.
You touched the [Timer] key while "0:00" is flashing.

 Set the right time.     P.13

A sound will be heard also when no operation is 
performed within approximately 30 seconds after the 
[Timer] key is touched. You can continue to set the timer 
in this case.

Select whether to keep warm 
or not after cooking.    P.201
When selecting "Porridge", 
touch the [Hour • Min] key to 
adjust the cooking time.

●  Touch [Hour]  to increase by 5-minute 
increments and [Min] to reduce by 5-minute 
increments.

●  The time can be set by 5-minute increments 
from 40 to 90 minutes.

●  The initial setting is 60 minutes. Specify the 
desired time.

●  Select "Porridge", and select "90 minutes"  
when cooking brown rice porridge.

Increases by 
5 minutes

Reduces by 
5 minutes

2

  Timer cooking and timer soaking
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them in the inner pot and 
close the lid.

Connect the power plug to 
the outlet.1 2

Touch the [Back • Next] key 
to select "SlowCook".
The menu switches each time you touch 
the key.

Blinking

3

Put ingredients using the "Plain" scale as a guide.
The content may not be cooked well or may boil over if 
the amount is more than the maximum capacity or less 
than the minimum capacity.

"Plain" scale

Maximum Minimum

5.5 or less 2 or more

Guide of amount of ingredients

Suitable/unsuitable dishes

Ingredients will be heated to boiling and then kept 
warm at approximately 95°C. This heating is suitable 
for simmering and stewing.

■ Suitable dishes
  Potato stew, braised meat, etc.

■ Unsuitable dishes
● Thick soup such as curry sauce and cream soup
● Using baking soda or such other agent that causes 

sudden foaming
● Recipes in commercially available "COOKBOOK" 

for rice cooker
●  Heating ingredients or seasoning in a plastic bag, 

etc.
● Using unpeeled tomatoes or leafy vegetables that 

may cause the clogged pressure adjusting hole
● Using parchment paper, aluminum foil and plastic 

wrap that may cause the clogged pressure 
adjusting hole

● Fish paste, beans (to be simmered) and noodle 
that expand in volume

● Using much oil

Various kinds of food can be cooked with the rice cooker.
Try a variety of recipes such as potato stew and braised meat.

For detailed recipes
See the separate COOK BOOK.

Adding seasonings
Mix the content well before cooking since the seasonings 
are likely to be concentrated at the bottom of the inner 
pot.

Braising in stock or broth
Cool the stock or broth before cooking.

Adding starch
Add starch just before finishing cooking.

Notes
● Do not try recipes other than those in "COOKBOOK". 

Other cooking (searing or baking cake or bread) than 
simmering, stewing or similar method may cause the 
content to burn to the inner pot or damage the rice 
cooker.

● Be careful not to touch an operation key when closing 
the lid.

  Simmering food - SlowCook
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Touch the [Hour • Min] key 
to adjust the cooking time.
Touch [Hour] to increase by 5-minute increments
and [Min] to reduce by 5-minute increments.
The time can be set by 5-minute increments 
from 5 to 120 minutes.
Touch and hold to fast-forward.

4

Touch the [Start/Rinse-free] 
key (Cooking starts).
The remaining time is displayed by 1-minute 
increments.

5

When cooking is completed, a 
beep sounds and the content 
is automatically kept warm.
"KeepWarm On" appears during keeping warm.
"0 Hour" is displayed.

After use, touch the [Cancel] 
key and disconnect the 
power plug and the plug.
Be sure to clean the rice cooker on the day.    

 P.39

6 7

Blinking

On

On

On

"0 Hour" is displayed

Keeping warm

When cooking is completed, the food is kept warm 
automatically. The elapsed keep-warm time is 
displayed up to 6 hours (6 Hour) by 1-hour increments. 
"6" flashes if 6 hours have passed.

 ● Keeping warm for a long time may reduce the 
flavor depending on the food.

 ● In a harsh environment (e.g., in a cold area or hot 
environment), consuming soon is recommended.

 ● As the smell of food may cling to the gaskets, 
serving soon is recommended.

  When you increase the cooking time
Touch the [Hour • Min] key while "KeepWarm On" is 
displayed, set the cooking time and touch the [Start/
Rinse-free] key. (You can set the time by 1-minute 
increments up to 15 minutes at a time, and can 
increase up to three times.)

If you touch [Cancel], "KeepWarm On" disappears and 
you cannot increase the cooking time. In this case, follow 
the steps below.

(1)  Take out the inner pot and put it on wet cloth.
(2)  Keep the lid of the rice cooker open approximately 10 

 minutes. Wait until the body and inner pot are cooled.
(3)  Set the inner pot in the body again.
(4)  Start cooking from step 3 in P.31.

Do not touch the [Cancel] key if you 
increase the cooking time

Notes
●  Do not open the lid during cooking.
●  Otherwise the food may not be cooked well.

(In 6 hours)

The elapsed keep-warm 
time from 0 to 6 hours is displayed.

Blinking

  Simmering food - SlowCook
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Cleaning
● Before cleaning, disconnect the power plug and wait 

until the rice cooker cools down.
● When cleaning the rice cooker with a detergent, use 

only standard kitchen detergent (for tableware and 
kitchen utensils).

● Clean with a soft sponge and cloth. Do not use hard 
materials such as nylon scouring sponge. Otherwise the 
rice cooker may be damaged.

 Wash the inside and outside of the inner pot after 
every use.

Notes
● After cleaning the inner lid, make sure that the gasket 

for depressurization is set in place. (If it has come off, 
attach it in place.)    P.37

● Always keep the inner pot and lid clean to prevent 
corrosion and odors.

● Do not clean the rice cooker or its parts with thinner, 
cleanser, bleach, disposable cloth, metal spatulas, nylon 
scouring sponges or the like.

● Always clean each part separately.
● After washing the steam cap, wipe it immediately with 

dry cloth. Otherwise water not wiped off will leave traces 
of water drops.

● Do not use dishwasher/dryer. Doing so may deform the 
rice cooker.

● Rinse the parts thoroughly since detergent remaining 
on them may result in deterioration and discoloration of 
part’s materials such as resin.

Parts to be cleaned after every use

Notes

● Do not clean the inner pot with the abrasive side of a 
heavy-duty scrub sponge. Doing so may damage the 
fluorocarbon resin coating.

● Do not wash dishes, etc., inside the inner pot. When 
turning it over to dry, do not place the inner pot on top of 
dishes. Doing so may cause scratch or crack.

● Be careful not to damage the heating element on the 
outside of the inner pot.

● Do not leave dirt and oil on the heating element on the 
outside of the inner pot. Clean it if any dirt or oil is on it.

  Wash it with sponge soaked in detergent 
diluted with cold or lukewarm water and rinse 
it with water.

  Wipe it with dry cloth and leave it until it dries 
completely.

  Wash it with sponge under running cold or 
lukewarm water.

  Wipe it immediately with dry cloth and leave 
it until it dries completely.

Inner lid

Inner potInner pot

Outside of inner pot

  Wash it with sponge soaked in cold or 
lukewarm water.

  Wipe it with dry cloth and leave it until it dries 
completely.

Disassemble it into two parts.
   P.38

Steam cap

Notes
● Always wash the steam cap after cooking rice with 

cereal grains. Otherwise the steam cap may be clogged 
causing a problem that the lid does not open or rice 
cannot be cooked well.

● Do not use the following methods to clean.
 · Washing under running hot water.
 · Presoaking.
 ·  Wa s h i n g  h o t  p a r t s  u n d e r  r u n n i n g  w a t e r 

 immediately after cooking.

● Pressure adjusting holes / pressure adjusting balls 
Remove rice grains adhering to them.  
Wash them well with running water.

● Safety valve 
From the surface of the inner lid, lightly push it several 
times with your finger. Remove rice grains adhering 
to it. Push the safety valve several times to check for 
clogging and wash the inside with running water.

● Gasket for depressurization 
Keep it attached to the inner lid during washing. If it has 
come off, match the direction and attach it.    P.37

● Inner lid gasket 
Keep it attached to the inner lid during washing.

Notes
● Do not remove the inner lid gasket.
● Do not remove the gaskets.
   If they have come off, attach them.    P.37•38
● Be sure to remove rice grains adhering to the inner lid. 

Otherwise the lid may not be closed, steam may leak 
during cooking, or the lid may open causing the content 
to boil over, resulting in burn or injury.

● Always wash the inner lid after cooking rice with cereal 
grains. Otherwise the inner lid may be clogged causing 
a problem that the lid does not open or rice cannot be 
cooked well.Pressure 

adjusting 
balls

Safety valve

Pressure 
reducing 
hole

Pressure 
adjusting holes

Inner lid gasket

Gasket for 
depressurization

Front side

Back side

Safety 
valve

Heating elementDo not clean 
with the abrasive side.

Spatula

Measuring cup

Spatula holder

Inner pot Ladle
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Cleaning

Wipe with tightly wrung cloth.

Remove rice grains adhering to them.

Lightly wipe with moisten cloth or cotton swab.

Remove rice grains burning to it.
Wipe with tightly wrung cloth if they are hard to remove.

Parts to be cleaned when dirty

Note
Be sure to keep water out of the inside of the body.

Air inlet, air outlet, power plug and 
power cord 

Heating chamber

How to attach

How to detach

Note
Do not use the rice cooker if dust is adhering to the air 
inlet or outlet.
Otherwise the temperature increases inside the body 
resulting in failure or fire.

Note
It is very hot just after cooking. Wait until it cools down 
before cleaning.

Detaching/attaching the inner lid

Pull up the inner lid release button and detach the inner 
lid toward you.

Wipe with tightly wrung cloth.Be careful not to damage it.
Do not use thinner, cleanser, bleach, disposable cloth, 
metal spatulas, nylon scouring sponges or the like.

Do not leave dirt and oil on the heating element of the 
heating chamber. Clean it if any dirt or oil is on it.

Set the right and left tabs of the inner lid in the slots 
securely.

Do not pull the inner lid gasket. It cannot be 
attached once removed.

If the inner lid gasket has come off, contact the 
place of purchase.

Attaching the gasket for depressurization
● Be sure to attach it in the correct direction.  

Otherwise rice may not be cooked well.
● If the gasket for depressurization is hard to attach, 

moisten it with a little water for smooth attachment.

Hooks

Center sensor

Upper casing

Bottom gasket

Heating chamber

Protective 
casing gasket

Inner lid 
release button

Stoppers

Lid sensor

Lid

Air inlet

Air outlet
Wipe with dry cloth.

Remove dust with cotton swab.

Insert

Gasket for 
depressurization

Gasket for depressurization

Pull

Lid gasket

Inner lid gasket

Inner lid 

Do not remove the gaskets. 
Do not press or pull them forcibly. 
Doing so may cause steam leak or 
stuck external lid resulting in failure.

Lid

Tab Slot

Insert

Push in until 
it clicks

Inner lid release button

 Pull up

Detach

Heating element

Protective 
casing gasket

Main unit

Inside and outside of the body

Stopper, lid gasket, hook, upper casing, 
protective casing gasket, bottom gasket

Lid sensor

Center sensor

Stopper
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Cleaning

Detaching/attaching the steam cap

  Insert your fingers into the opening of the lid 
and pull up the steam cap to remove it.

   Turn over the steam cap and remove the 
cap body as shown in the figure.

  Fit and engage the cap body to the cap lid.

  Push in until it clicks.

  Attach it to the rice cooker securely.

Attaching the gasket for steam cap
Carefully set the gasket in place as shown in the figure. 
If it is not fitting well, it may come off or cause steam leak 
resulting in failure.

Notes
Do not detach the ring gasket.If it has come off, attach it 
as it was.  
If the gasket is hard to attach, moisten it with a little water 
for smooth attachment.
It is very hot just after cooking. Wait until it cools down 
before cleaning.

Note
Be careful that the inner pot and body are hot after 
cleaning.

Cleaning when there is a foul odor

  Pour water up to the "Maximum Level" line 
of the inner pot and set it in the rice cooker.

  Connect the power plug to the outlet.

  Touch the [Back • Next] key several times to 
select the "SlowCook" menu.

  Touch the [Hour • Min] key to adjust the time 
for 50 minutes.

Touch [Hour] to increase by 5-minute increments
and [Min] to reduce by 5-minute increments.
The time can be set by 5-minute increments 
from 5 to 120 minutes.
Touch and hold to fast-forward.

  Touch the [Start/Rinse-free] key.
Cleaning starts and the remaining time appears on 
the display.

  Touch the [Cancel] key and disconnect the 
power plug and the plug.

  When the body has cooled down, drain the 
hot water remaining in the inner pot and 
clean the parts.    P.34

  A sound informs you when cleaning ends.

Blinking

"Maximum Level" line
gasket

Set in

Cap body

Cap lid

Ring gasket

Tab

Push in

Cap lid

Cap body

Fit

Cap body

Open

Press

Detach

Steam cap

How to attach

How to detach

Blinking

On

On

On
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Rice is not cooked well
Troubleshooting Guide

Steam leaks Boils over
The cooking time 

is excessively 
long

Points to be checked

○ ○ ○
Was the amount of rice, ingredients, and water or the ratio of multi-grain 
rice, correct?

 P.14, 16, 18, 50
Are there grains of burned rice or water drops adhering to the outside or 
bottom of the inner pot, or to the sensors?

 P.19, 34 to 36

○ ○ ○
Are there any grains of rice adhering to gaskets or the brim of the inner pot, 
etc.?

 P.19, 34 to 36

○ ○ Was the rice cooker and its parts cleaned sufficiently?
 P.34 to 39

○ ○ Is the inner pot or heating chamber scratched, chipped or cracked?
 P.5, 34, 36

○ Was the lid closed securely?
 P.19

○ Was the rice left in a colander after washing?

○ ○ Was the correct menu selected?
 P.14, 20 to 29

○
Were ingredients or cereal grains mixed in rice? Or were seasonings mixed 
in well?

 P.14

○ Was the rice (other than rinse-free rice) washed sufficiently?
 P.17

○ Was there a power outage halfway?
 P.49

Is too hard Is too soft Is not cooked 
completely

Has a hard 
center

Has a smell 
of bran

Scorch is too 
dark Points to be checked

○ ○ ○ ○ ○

Was the amount of rice, ingredients, and water or the 
ratio of multi-grain rice, correct?

 P.14, 16, 18, 50
Are there grains of burned rice or water drops adhering 
to the outside or bottom of the inner pot, or to the 
sensors?

 P.19, 34 to 39

○ ○ ○ Was the rice cooker and its parts cleaned sufficiently?
 P.34 to 36

○ ○ ○ ○ ○ Is the inner pot scratched, chipped or cracked?
 P.5

○ ○ ○ Was the lid closed securely?
 P.19

○ Was the rice left in a colander after washing?

○ ○ ○ ○ ○
Was the correct menu selected?

 P.14, 20 to 29
Were ingredients or cereal grains mixed in rice? Or 
were seasonings mixed in well?

 P.14

○ ○
Was the rice (other than rinse-free rice) washed 
sufficiently?

 P.17

○ ○ ○ Was there a power outage halfway?
 P.49

○ ○ ○ ○ ○
Was hot water (35°C or higher) used to wash the rice 
or adjust the water level?

 P.17, 18

○ ○ ○
Was more than the maximum acceptable amount 
cooked?

 P.16, 21, 50

○ ○ Was the rice loosened well?
 P.24

○ ○ Was cooking done with hard water like mineral water?

○ ○ ○ Was cooking continued immediately after the initial 
cooking?

○ ○
Were there a lot of cracked grains of rice?

Was the Timer function used?

Was the rice left soaking in the water too long after 
washing?

○ ○ Was cooking done with alkaline ionized water (pH 9 or 
higher)?

○ ○
Did you touch the [Start/Rinse-free] key after cooking 
without turning off the Keep Warm function while rice is 
kept inside?

 P.22

Check the following points when rice is not cooked well.

● While cooking is in process ● Doneness of rice
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Has an 
odor

Is 
discolored Is dry Is slimy Points to be checked

○ ○ ○ ○

Are there grains of burned rice or water drops adhering to the outside or bottom of the 
inner pot, or to the sensors?

 P.19, 34 to 36
Was the Keep Warm function used continuously for more than 24 hours?

 P.22

Is other than white rice (rinse-free rice) being kept warm?
 P.22

Was cold rice added?
 P.22

Was a spatula left in the inner pot?
 P.22

Was less than the minimum required amount of rice being kept warm?
 P.22

○ ○ ○ Are there any grains of rice adhering to gaskets or the brim of the inner pot, etc.?
 P.19, 34 to 36

○ ○ ○

Was the rice left in the rice cooker after KeepWarm Off was selected?
 P.23

Was the rice left in the rice cooker after KeepWarm 6Hours was selected and the keep-
warm time passed?

 P.23
Was there a power outage halfway?

 P.49

○ ○ Was the rice (other than rinse-free rice) washed sufficiently?
 P.17

○ ○
Was the timer setting of more than 12 hours set?

 P.26

Was the rice left in the rice cooker with the Keep Warm function turned off?

○
Was the rice cooker and its parts cleaned sufficiently?

 P34 to 39

Was the rice cooker and its parts cleaned after cooking?
 P.39

○ ○ ○ Was the rice loosened well?
 P.24

○ ○ Is the rice concentrated around the outer portions of the inner pot?
 P.22

○ ○ Was the amount of rice and water correct?
 P.16, 18, 50

Problem Cause

There is a thin film covering the rice. A thin, tissue-like film is formed by melted and dried starch. This is not harmful to your 
health.

Rice sticks to the inner pot. Soft rice and sticky rice can easily stick to the pot.

Check the following points when rice being kept warm is abnormal.

Rice is not cooked well

Troubleshooting

 Before cooking rice
Problem Points to be checked Solution Page

Touching keys does not work.

Is the rice cooker keeping rice warm? 
 
 
 

To u c h  [ C a n c e l ]  k e y  t o 
cancel keeping warm before 
operation.

P.20

Touching [Start/Rinse-free] key 
causes a sound but does not start 
cooking.

Is the inner pot set in the rice 
cooker? Set the inner pot. P.19

Is the inner pot cracked? Purchase a new one at the 
place of purchase. P.49

Is the heating element of the inner 
pot scratched?

Purchase a new one at the 
place of purchase. P.49

Check the following before requesting repair service.

* If the solutions above do not solve your problem, try solving it by adjusting the 
keep-warm temperature with the procedure in P.48.

● Status of rice being kept warm

Food is not cooked well

 Cooking food
Does not 

boil Boils over Boils 
down Burns Points to be checked

○ ○ ○ ○ Was the correct menu selected?
 P.30, 31

○ ○ ○ ○ Were the appropriate ingredients and amounts used?
 P.30, 31

○ ○ ○ Were more than the maximum acceptable ingredients added?
 P.30

○ ○ ○ Were less than the minimum required ingredients added?
 P.30

○ ○ ○ ○ Was a recipe other than one included in the “COOKBOOK” used?
 P.31

○ Was the cooking time too short?
 P.30 to 33

○ ○ Was the cooking time too long?
 P.30 to 33

○ Are there any grains of burned rice adhering to gaskets or the brim of the inner pot?
 P.19, 34 to 36

○ ○ Was the lid closed securely?
 P.19

○ Was there a power outage halfway?
 P.49

Check the following points when cooked food is abnormal.
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 While cooking rice is in process
Problem Points to be checked Solution Page

The cooking time is excessively 
long.

W a s  t h e  a m o u n t  o f  r i c e , 
ingredients, and water or the ratio 
of multi-grain rice correct?

Measure the correct amount of 
content and pour the correct 
amount of water.

P.14, 16, 18, 50

Are there any grains of  r ice 
adhering to the brim or outside of 
the inner pot, sensors or gaskets?

Remove them. P.19, 34 to 36

Is the inner pot scratched, chipped 
or cracked?

Purchase a new one at the 
place of purchase. ―

Was the correct menu selected?   
(Cooking time differs depending on the menu.) P.14, 20 to 29

Was there a power failure? P.49

Operation sound becomes high or 
low.

The sound of fan changes according to the control during cooking. It is 
not a malfunction. ―

Steam leaks from any other part 
than the steam vent.

Are there any grains of  r ice 
adhering to the brim or outside of 
the inner pot, sensors or gaskets?

Remove them.

P.19, 34 to 36
Are there any grains of  r ice 
adhering to the pressure adjusting 
balls of the inner lid, safety valve 
and steam cap?

Remove them.

Is the inner pot scratched, chipped 
or cracked?

Purchase a new one at the 
place of purchase. ―

Are the inner lid and steam cap 
set securely? Securely set them in place. P.37 to 38

Is the lid closed securely? Close it securely. P.19

Content boils over.

W a s  t h e  a m o u n t  o f  r i c e , 
ingredients, and water or the ratio 
of multi-grain rice correct?

Measure the correct amount of 
content and pour the correct 
amount of water.

P.14, 16, 18, 50

Did you rinse rice well?   
(except for rinse-free rice) Rinse rice well. P.17

Are there any grains of  r ice 
adhering to the brim or outside of 
the inner pot, sensors or gaskets?

Remove them. P.19, 34 to 36

Was the correct menu selected? Select the menu according to 
the recipe. P.14, 20 to 29

Troubleshooting

 Timer cooking
Problem Points to be checked Solution Page

Touching [Timer] key causes a 
sound but does not enable the 
timer setting.

Does “0:00” blink on the display? Set the clock to the right time 
before setting the timer. P.13, 27

Cooking does not end at the set 
time.

Did you touch the [Start/Rinse-
free] key?

Timer setting is not completed 
until you touch the [Start/Rinse-
free] key.

P.27

Is the clock right? Set the right time. P.13

If the timer setting is shorter than the guide, cooking may not finish at 
the set time. P.26

 Timer soaking
Problem Points to be checked Solution Page

Touching [Timer] key causes a 
sound but does not enable the 
timer setting.

Does “0:00” blink on the display? Set the clock to the right time 
before setting the timer. P.13, 29

Cooking does not start when the 
set time has passed.

Did you touch the [Start/Rinse-
free] key?

Timer setting is not completed 
until you touch the [Start/Rinse-
free] key.

P.29

 Just after cooking
Problem Points to be checked Solution Page

Rice is scorched.
Scorch is light.

It is natural that rice cooked in a clay pot is partly scorched.
Adjust the scorch level in the heat setting. If the problem persists, 
adjust the scorch level in the mode adjustment.

P.20 to 22, 48

Water drops accumulate on the 
upper casing.

Water drops may accumulate in the upper case immediately after 
cooking or during keeping warm. It is not a malfunction. Wipe them off 
with a dry cloth.

P.24

 Keeping warm
Problem Points to be checked Solution Page

"24" blinks. Was the Keep Warm function used continuously for more than 24 
hours? "24" blinks if 24 hours have passed. P.23

Selecting "Immediate" causes a 
sound but does not start keeping 
warm.

Is the inner pot set in the rice 
cooker? Set the inner pot. P.19

Rice cannot be kept warm.

Is "KeepWarm Off" or selected?
Touch [KeepWarm] key to select 
"KeepWarm On" or "KeepWarm 
6Hours".

P.23

Have more than 6 hours passed 
after "KeepWarm 6Hours" was 
selected?

Touch [KeepWarm] key to 
select "KeepWarm On". P.23
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Troubleshooting

 Cooking food
Problem Points to be checked Solution Page

"6" blinks while the cooked food is 
kept warm.
 

Was the Keep Warm function used continuously for more than 6 
hours? If 6 hours have passed,"6" blinks. (Do not keep warm more 
than 6 hours after cooking.)

P.32

 Failure of rice cooker
Problem Points to be checked Solution Page

The lid does not close.

Are there any grains of  r ice 
adhering to the upper casing, 
inner lid gasket, hook button or 
around the lid?

Remove them. P.19, 34 to 36

The lid opens during cooking.

Are there any grains of  r ice 
adhering to the pressure adjusting 
balls of the inner lid, safety valve 
and steam cap?

Remove them. P.35

The lid does not close.

Is the inner lid set in place? Set the inner lid. P.19, 37

Are you trying to close the lid just 
after loosening cooked rice?

The inner lid of pressure rice 
cooker is highly air-tight. The 
lid may be slightly hard to close 
but it is not a malfunction. 
Close the lid slowly.

P.19

Touching keys does not work.

Is the power plug connected to 
the outlet? Insert it to the end. P.13, 20

Is the lid open? Close the lid. P.19

The power plug sparks. A tiny spark specific to the IH method occurring when the power plug 
is connected or disconnected is not a failure. ―

The plastic parts have a l ine 
pattern or wavy pattern.

It naturally appears while plastic parts are produced and does not 
affect the performance. ―

The inner  pot  is  scra tched, 
chipped or cracked. Purchase a new one at the place of purchase. ―

The inner pot has become whitish. Minerals contained in tap water accumulates and makes it whitish. It 
does not affect the performance. ―

The inner pot is burnt black and 
the carbon cannot be removed. Did you mix ingredients in rice before cooking? P.14

Carbon on the inner pot cannot be 
cleaned off easily.

Fill the inner pot with hot water, let it sit for a while and then wash it 
with soft sponge. Wash also the outside of the inner pot. P.34

Water or rice has gotten inside the 
rice cooker unit.

Water or rice inside the rice cooker unit may cause problems. Contact 
the place of purchase. ―

The heating chamber is scratched, 
chipped or cracked. Contact the place of purchase for repair. ―

 Abnormal display and sound
Problem Points to be checked Solution Page

The display is blurred. Is the outer surface of the inner pot wet? Wipe with a dry cloth. ―

The display becomes dark during 
operation.

The display may become dark when the rice cooker is hot. It is not a 
malfunction. ―

The motion sensor causes the display to go off when not operated for a 
specified time (approximately 20 seconds).
It lights again when you put a hand over the motion sensor.

P.11

The touch panel does not light 
when you put a hand over the 
motion sensor.

Depending on the ambient temperature, it may not light even when you put a 
hand over the motion sensor. Touch the display or key area to light it. P.11

A noise occurs during cooking or 
keeping warm.

A humming sound is caused by fan operation and normal. A buzzing or 
crackle sound is caused by IH operation and normal. ―

A noise is not a humming, buzzing or 
crackle sound.

Contact the place of purchase for 
repair. ―

Steam suddenly comes out with a hissing 
or bubbling sound.

I t  is  caused by boi l ing and 
normal. ―

A noise is not as mentioned above. Contact the place of purchase for 
repair. ―

There is a clicking sound during 
cooking. It is caused when pressure is adjusted and normal. ―

“0:00” blinks on the display when 
the power plug is connected.

Are the stored clock setting, timer setting 
and elapsed keep-warm time cleared 
when the power plug is connected?

The lithium battery has been 
exhausted.

P.13
Contact the place of purchase for 
repair.

You can cook normally even when the lithium battery is exhausted. P.13

Did you touch the [Cancel] key and [Timer] 
key at the same time? Set the right time. P.13

The audio guide is not heard.

If touching a key makes only a buzzer 
sound, the audio guide is set to "Audio 
type: 0" (audio guide off).

Set the audio guide to "Audio 
type: 1, 2 or 3". P.12

If touching a key makes no sound, contact the place of purchase for repair. ―
The audio guide is hard to hear. The volume is set to low. Set the volume to high. P.12

 Unpleasant odor
Problem Points to be checked Solution Page

There is a smell of plastic. The characteristic smell of plastic parts just after purchase will become less 
over time. ―

Problem Points to be checked Page

The "Err" appears on the display 
and repetitive short beeps sound.

Touching keys may not work if the body is hot when the rice cooker is placed 
in a hot room or on a carpet and the air inlet/outlet is blocked.

(1) Disconnect the power plug.
(2) Move the rice cooker to a cooler place and keep the air inlet/outlet from 

being blocked.
(3) Connect the power plug to the outlet again and touch the keys.
 If the problem still persists, the rice cooker is broken. Disconnect the power 
plug and contact the place of purchase for repair.

P.7

Error display
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If power failure occurs when When power is restored

Timer cooking (timer soaking) is 
on.

The set timer will be executed.   
Cooking starts immediately if the time until the set time is shorter than the guide. 

Cooking (cleaning) is in process. Cooking (cleaning) continues.

Food is being kept warm. Keeping warm continues.

Gaskets will need replacing over time. Though the amount of wear will vary according to conditions of use, gaskets will 
wear down as they are used. For stubborn dirt, odors, or serious damage, contact the place of purchase.
The inner pot’s fluorocarbon resin coating may wear and peel with extended use. (See P.5.)

 Inner pot (when scratched or cracked)
Replace the inner pot if it is cracked or the heating element is damaged.

 Gaskets (consumable)
Replace the gaskets if they are dirty, smelling bad or damaged.

 Plastic parts (when degraded)
The plastic parts exposed to heat and steam may degrade over time.

In case of power failure

How to purchase consumables and optional accessories

If you adjust the scorch level and keep-warm temperature, follow the procedure 
below.

• You need to complete each step of  to  within 30 seconds. 
If 30 seconds pass without operation, the procedure is canceled and the display 
returns to the clock display. 
In this case, start the procedure from the first step.

•  You cannot change the setting during cooking, keeping warm, timer cooking and 
timer soaking.

• To cancel adjustment halfway, touch the [Cancel] key.

 Adjusting to the desired scorch
If the scorch is light with high heat or dark with low heat 
regardless of the setting in P.41, adjust the level of scorch in 
the following procedure.
 "Plain (Rinse-free)" only.

 Touch the [Start/Rinse-free] key.
  Touch the [Hour • Min] key to select the scorch level.  
 The value changes each time you touch [Hour] or [Min] key.

 Touch the [Start/Rinse-free] key.
 Touch and hold the [Timer] key 3 seconds or more to confirm 
the setting. The display returns to the clock display.

 Adjusting the keep-warm temperature
If unpleasant odor or discolored, dry, or slimy rice cannot be 
solved regardless of the setting in P.42, adjust the keep-warm 
temperature in the following procedure.

 Touch the [Start/Rinse-free] key.
  Touch the [Hour • Min] key to select the temperature.  
 The value changes each time you touch [Hour] or [Min] key.

 Touch the [Start/Rinse-free] key.
 Touch and hold the [Timer] key 3 seconds or more to 
confirm the setting. The display returns to the clock display.

 Touch the [Hour • Min] key to select the mode [1].

 Touch and hold the [Timer] key 3 seconds or more.

 Select "Plain".

 Touch the [Hour • Min] key to select the mode [2].

 Touch and hold the [Timer] key 3 seconds or more.

 Select "Plain".

Adjusting to the desired scorch / and the keep-warm temperature

●Value adjustment
 • Scorch leve ......... -2to2
 • Keep-warm

temperature level ...... -2to2

●Mode adjustment
 • Scorch level ............ 1
 • Keep-warm

temperature level ...... 2

Blinking

Blinking

Blinking Blinking

BlinkingBlinking

Blinking

• When scorch is light [1] or [2]

• When scorch is dark [-1] or [-2]

Blinking

Blinking

Blinking Blinking

BlinkingBlinking

Blinking

• When the low keep-warm temperature causes
unpleasant odor or slimy rice [1] or [2]

• When the high keep-warm temperature causes
discolored or dry rice [-1] or [-2]
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Specifications
Power source 220V 50/60Hz
Rated power (W) 1190

Cooking
 capacity (L)

Eco 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups)
Plain (Normal, Hard, Soft) 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups)
Quick 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups)
Mixed 0.18 to 0.54 (1 to 3 cups)

Porridge

Hard 0.09 to 0.18 (0.5 to 1 cups)
Hard with
ingredients

0.09 (0.5 cups)

Soft 0.09 (0.5 cups)
Sweet 0.18 to 0.54 (1 to 3 cups)
Sushi 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups)

Brown
Brown 0.18 to 0.63 (1 to 3.5 cups)
Brown with
 ingredients

0.18 to 0.54 (1 to 3 cups)

GABA 0.18 to 0.63 (1 to 3.5 cups)

External
 dimensions*1 
(cm)

Width 26.5
Depth 30.9
Height 24.1

Weight*1 (kg) 7.7
Cord length*1 (m) 1.9

*1) Approximate value

● The clock may be off by 30 to 120 seconds per month depending on the ambient 
temperature and use application.

● 1 cup = approximately 0.18 L (150 g)
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安全注意事项… …………………………………… 54

各部件的名称和附件……………………………… 59

使用前

使用语音向导………………………………………… 62

将显示部的时间调准到现在的时间………………… 63

菜单的特征和煮饭的要点…………………………… 64

煮饭

基本的顺序…………………………………………… 65

使用量杯来测量并清洗大米………………………… 66

加减水，再把内锅放入电饭煲本体内……………… 68

煮饭…………………………………………………… 70

米饭煮好后…………………………………………… 72

预约煮饭和预约吸水

　[预约煮饭]…………………………………………… 76

　[预约吸水]…………………………………………… 78

做炖煮料理等-炖煮………………………………… 80
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蒸汽盖的拆卸、安装…………………………………… 88

蒸汽盖用垫圈的安装………………………………… 88

担心气味或烹调后进行清洗………………………… 89

此时

认为煮饭不理想时…………………………………… 90

认为烹调不理想时…………………………………… 93

认为发生故障时……………………………………… 93

显示屏上出现这种显示时…………………………… 97
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规格………………………………………………… 100
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… 禁止使用非专用内锅。

以免造成过热、操作异常等问题。

… 请不要摔落内锅，或碰撞坚硬物
等施加强烈冲击。

以免造成受伤或内锅破损事故。

… 在使用中或刚使用完，需接触内
锅时，请不要用手直接触摸。

以免因高温造成伤害。

警告

… 请勿改装。…
除维修技术人员以外，…

不可拆卸修理。

以免造成火灾、触电、受伤。

… 不可使用交流 220V 以外的电源。…
以免造成火灾、触电。

… 请单独使用额定电流 7A…以上的插
座。

以免因与其它电器同时使用，造成多头插座异

常发热或起火。

… 请勿使用已破损的电源线及损坏电
源线。

（如加工·强行弯曲·接近高温部·拉扯·扭

曲·捆扎·压在重物下、夹在物中等行为。）

以免造成火灾、触电。

… 如果电源插头上有灰尘，请及时擦
拭干净。

以免造成火灾。

… 请将电源插头完全插到底。

以免造成触电、短路、起火。

… 电源线或电源插头破损或插座松动
时，请勿使用。

以免造成触电、短路、起火。

… 如果电源软线损坏，必须用专用软
线或从其制造商或维修部买到的专

用组件来更换。

◆	此处标识的注意事项是为防止对使用者及他人造

成危害及财产损失。此注意事项为安全相关的重要

内容，请务必遵守。

◆	请勿撕下贴在本体上的注意事项贴纸。

图标记号的说明

△记号表示警告、注意。具体的注意内容

用图或文章标注在图标记号的中间或附

近。

记号表示禁止的行为。具体的禁止内

容用图或文章标注在图标记号的中间或

附近。

●记号表示强制行为或指示的内容。具

体的指示内容用图或文章标注在图标记

号的中间或附近。

因忽视标识的内容，操作错误产生的危害及损害程

度，按以下表示来区分说明。

＊1	重伤是指因失明、受伤、烫伤（高温·低温）、触

电、骨折、中毒等留下的后遗症及需要住院治疗

或长期看门诊的。

＊2	伤害是指无需住院治疗·长期看门诊的受伤、

烫伤或触电等。

＊3	物品损坏是指损害扩大到房屋，家产及家畜、

宠物等。

表示如果用户操作不当，可能

会造成使用者死亡或重伤＊1的

内容。

表示如果用户操作不当，可能

会造成使用者伤害＊2或物品损

坏＊3的内容。

为了能经久耐用，请注意。

●	内锅损伤或破裂，会造成内锅氟加工面隆

起或脱落，因此，请务必遵守以下注意事

项。

·	请不要用烹调菜单以外的菜单烹调。

·	请不要将内锅直接放在火上·电磁炉·微波炉

中加热。

·	请不要空烧或急速冷却。

·	请勿保温白米（免洗米）以外的米饭（菜饭等）。

·	请勿在内锅中使用醋。

·	请勿使用附属品木制以外的饭勺。

·	请勿使用金属制的汤勺、汤匙、打蛋器等坚硬物

品。

·	请勿在内锅中放入竹制蒸笼。

·	请不要在内锅中放入餐具等坚硬物品。

·	请不要使用金属刷或尼龙刷等坚硬的物品。

·	请勿使用洗碗机或烘碗机等。

●	当内锅损伤、缺损或发生龟裂时，请联系

虎牌特约服务热线。

●	内锅的氟素加工会随着使用不断消耗，并

可能脱落，但对人体无害且对煮饭或保温

功能无影响。如果担心或发生变形和腐蚀

现象时，可以购买并替换。请联系使用说

明书上记载的服务热线。

特别请注意内锅的使用操作。

安全注意事项
使用前请仔细阅读,并请务必遵守。
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… 请勿在操作面板可能接触到蒸汽的
狭窄空间内使用本产品。

蒸汽和热量会导致操作面板变形及主体受损、

变色、变形或故障。

放在抽出式桌子上使用

电饭煲时，请拉出桌面，

防止蒸汽接触操作面板。

… 请勿将电饭煲放在负重强度不足的
抽出式桌子上使用。

产品掉落会导致人员受伤、烫伤和产品故障。因

此，请在使用前确认桌子具备足够的负重强度。

… 请勿在会淋到水…
或靠近烟火的场所使用。

以免造成触电或漏电、本体变形或引起火灾或

故障。

… 请勿在调压孔、安全阀、减压孔堵
塞的情况下使用。

以免因蒸汽漏气、煮沸溢出造成烫伤或受伤。或

者造成煮出来的饭不可口。

… 请勿在内盖边缘折断的情况下使用。

以免因蒸汽漏气、煮沸溢出造成烫伤或

受伤。或者造成煮出来的饭不可口。

… 请勿空烧。

以免造成故障、过热或异常情况。

… 请勿在铝板、电热毯上使用本产品。

以免铝质材料发热，导致冒烟、着火。

… 请勿在吸气孔和排气孔有可能被堵
塞或室温较高的场所使用本产品。

请勿将本产品放置在地毯、塑料袋等上面使用。	

会导致触电、漏电、火灾及产品故障。

… 请勿将产品浸于水中或向其泼水。

以免造成短路·触电。

… 禁止将针、铁丝等金属物和异物放
入电饭煲的缝隙内。

以免因触电及其它异常动作而受伤。

… 关闭上盖时，请清洗干净上框、上
盖开关片周围粘着的饭粒及米粒，

切实盖好上盖直至听到“喀嚓”声响。

以免因蒸汽漏气、上盖打开食物溢出造成烫伤

或受伤。

… 请不要用于使用说明书（附属的食
谱）记载内容以外的用途。

以免因蒸汽喷出或食物溢出造成烫伤或受伤。

〈不可烹调的事例〉

·	将配料、调料等放入聚乙烯袋中加热的烹调。

·	用烹调专用纸等代替小锅盖使用。

·	使用豆类时，请先用其他的锅煮一煮。

·	勿与易堵塞的苋属等特别小粒的杂粮合煮。

·	煮菜饭时请勿放入番茄酱或番茄汁。

… 发生异常或故障时，立即停止使用。

若继续使用，可能造成火灾、触电及受伤。

〈异常、故障例〉

·	使用中，电源线或电源插头异常发热。

·	电饭煲中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

·	电饭煲某部分发生裂开、松动或有咯哒咯哒

的响声。

·	内锅有损伤或裂纹。

·	出现其他异常或故障。

请立即拔掉电源插头，委托销售店检查修理。

… 不使用时请从插座…
拔下电源插头。

以免受伤或烫伤及因绝缘体老化

而造成触电、漏电起火。

… 请务必手持电源插头部分拔下电源。

以免造成触电或短路起火。

… 请勿使用多头插座。

以免造成火灾。

… 请小心使用。

请不要摔落本产品，或碰撞坚硬物，以免造成

受伤或故障。

… 本产品为一般家庭用电器。…
该产品在家庭内或在以下场所都可

以使用，但需要注意。

·	商店，办公室等的茶水间。

·	农场。

·	在酒店等住宿的客房。

·	在民宿等简易住宿的客房。

… 请勿在不稳定的场所，耐热性差的
桌子及毛毯等上面使用。

以免造成火灾或使桌子、台面受损。

… 请勿在墙壁或家具的附近使用。

因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变形、变

色，因此使用时请保持与墙壁和家具的距离在

30cm	以上。	

在厨柜等地方使用时请注意	

勿让蒸汽滞留在里面。

警告
… 请勿用湿手…
插入或拔出电源插头。

以免造成触电或受伤。

… 请勿让电源插头接触蒸汽。

以免造成火灾、触电及着火。在滑动式

桌子上使用时，应放置在电源插头接触

不到蒸汽的地方使用。

… 请勿让婴幼儿舔吮产品插头。…
注意勿让婴幼儿误舔。

以免造成触电或受伤。

… 煮饭过程中，请勿打开上盖。

以免因锅内食物溢出造成受伤或烫伤。

若不得不打开上盖时，请确认操作面板上的

Pressure 指示灯已熄灭，蒸汽不再冒出时

打开。 …P71

… 请勿让儿童独自使用，…
或在婴幼儿可以触碰到的地方使用。

以免造成烫伤、触电或受伤。

… 请勿让身体行动不便或没有充分理
解使用方法的人单独使用本产品。…

如需使用时务必要有充分理解使用

方法的人在旁指导确认。

以免造成烫伤、触电或受伤。

… 请勿将脸或手靠近调压阀或蒸汽孔。

以免造成烫伤。特别注意勿让婴幼儿触摸。

安全注意事项
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… 使用医疗用起搏器等器材的用户，在使
用本产品时，请先咨询医生。

本产品工作时可能会影响起搏器。

… 待本体冷却后，再进行清洁保养。

以免因触碰高温部而烫伤。

… 请勿整体清洗。

请勿整体清洗本体，或让水进入本体内部或底

部。以免造成短路或触电。

为了能经久耐用，请注意。

●	请清除干净粘附于本产品上的焦饭粒和米粒等

杂物。

以免造成蒸汽漏气、煮沸溢出、故障或煮好的饭不可

口。

●…米饭变冷时不能再加热（保温）。

以免造成故障或火灾。

●…煮饭中，请勿将布等覆盖在本体上。

以免造成本体或上盖变形·变色。

●…为维持本产品的功能和性能，在产品上设计有

小孔，因此有可能会有虫子等进入引起故障。

请注意使用市场上销售的防虫遮罩物等进行防

护。另外，因虫子等异物进入引起的本产品故

障属于有偿修理的范围。请联系使用说明书上

记载的服务热线。

… 请勿在 IH 电磁灶上使用。

否则会造成故障。

… 煮饭加水时请勿超过内锅“MAX”的
标记线。

以免造成烫伤或溢出。

… 打开上盖时请注意蒸汽。

以免烫伤。

… 请勿在使用中或刚使用完触碰高温部。

以免造成烫伤。

… 煮饭中请勿移动本体。

以免造成烫伤或食物溢出。

… 移动本体时，请勿触碰到上盖开关
片。

以免上盖打开，造成受伤或烫伤。

… 由于本产品的磁力线暴露在外部，…
因此，使用时请勿靠近不耐磁性的

物体。

会导致电视机、收音机等产生噪音。

银行卡、交通卡、磁带、录影带等的记录也有可

能会被消除。

各部件的名称和附件安全注意事项

附件

打开箱子后，请首先确认
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部件的名称和附件

关于触摸面板的操作触摸面板

关于行动传感器

靠近电饭煲本体时，感应到人的行动，触摸面板亮灯。使用

时所需的消息（仅可操作的按键）亮灯。

一定时间（约20秒）不操作就会灭灯，用手将行动传感器蒙

上就会亮灯。或者，蒸汽或照明等也可能使行动传感器运转

而亮灯。

指示灯不亮时，请按显示部位或按键部位。

触摸后仍未反应时

触摸后仍未反应时，请确认以下的内容。

●	电源插头是否插入插座。
　	如果电源插头未插入插座，

　则无法进行操作。

●	盖子是否打开？
　	打开盖子时，为防止误操作，所有键将不作反应。

　请关闭盖子后再进行操作。

●	是否指手指以外的物体触碰？
　请务必直接用手指按键。

●	是否按到了菜单和菜单之间的场所，或同时按下了

两个以上的按键？
　	为防止误操作，同时按两个以上键时，不作反应。

●	是否触摸了操作部以外的部分？
　	触摸了操作部以外的部分时，无法操作

关于声音

在煮饭、保温中会发出以下提示音，并非产品异常。

●	“呼—”的声音（风扇运转的声音）

●	“吱—”或“叽哩哩哩…”的声音（IH运转的声音）

●	“噗”或“咕咚咕咚”的声音（沸腾导致的声音）

确认时间

	时间是通过24小时来显示。在煮饭、保温中会发出以下提示

音，并非产品异常。　 …P.63

关于锂电池

关于锂电池，请参照。　 …P.63

注意

勿在触摸面板（操作部）上粘贴贴纸，或者用万能笔或笔写

上记号。否则会导致反应变迟钝。

行动传感器脏污或沾有粘汁时可能无法发挥作用。请仔细擦

拭干净。

关于触摸面板

	以下情况下，按键可能会没有反应。

●	触摸的时间较短

●	手指或按键潮湿、或者脏污

●	受到周围的温度或湿度、附近电气产品的运作状态导致

的影响

●	用力按键

（例）表示选择「Plain」来煮饭。

Heat Setting
Plain Mixed

Audio Guide

Keep Warm

KeepWarm Off KeepWarm 
On KeepWarm 6Hours

Immediate KeepWarm

Rice Texture Hard/Soft
Plain

Motion Sensor

Timer

Timer 1, Timer 2, Timer 3 Timer Soak)

Back • Next

Hour • Min

Cancel

Start/Rinse-free
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将采用易懂的语音操进行向导。

●取消语音向导时	

　按[Cancel]键。

长按[AudioGuide]键…
（约1秒以上）

变为语音向导的设定显示。

初始设定是在语音类型：蜂鸣声、音量：中设定。

1

反复按[Hour • Min]键进行选
择

●	选择语音向导时
　反复按[Hour]侧。

●选择音量时
　反复按[Min]侧。

按下（时钟图标）

显示[Hour • Min]键，并且时间显示部亮灯。

中途停止校准时间时，
请按[Cancel]键。

按下[Start/Rinse-free]键。

设定结束。

3

2

4

显示 语音 提示音

0 无 蜂鸣声

1 有 蜂鸣声（初始设定）

2 有 旋律1

3 有 旋律2

◦	按下显示部的“数字”进行选择。

显示 音量

1 小

2 中（初始设定）

3 大

◦	按下显示部的“数字”进行选择。

重复听语音向导

请再次按下[AudioGuide]键。

语音向导设定完成后，若按下[AudioGuide]键，则可反

复听相同的内容，直到进行下次操作。

将电源插头插入…
插座。

按下[Start/Rinse-free]键。

[Hour • Min]键熄灭。

时间设定完成。

按[Hour • Min]键，调整至现在
的时间。

例：	设定为从9时35分到10时36分

 反复按[Hour]侧选择“10”
 反复按[Min]侧选择“36”

	持续按键时，可快进。

●	按下时间显示，也可调整时间。持续按键时，可

快进。

1 4

3

关于锂电池

●	在拔掉插头的寿态下，锂电池有

　4到5年。

●锂电池的容量没有时，时间显示的“0:00”闪烁。

　虽然可正常煮饭，但当前时间、预约时间及保温经过时间

的记录就会消失，因此，需要再次设定当前时间。

●用户不可自己更换锂电池。

　更换新锂电池时请向购买本产品的销售店洽询。

注意

在以下操作中，不能调准时间。

煮饭中、保温中、预约煮饭中、预约吸水中。

时间显示是通过24小时来显示。由于本体装有锂电池，因此，即使拔下插头，仍可持续记录当前时间、

预约时间及保温经过时间。

使用前
使用语音向导 将显示部的时间调准到现在的时间

反复按[Back • Next]键，…
选择语言2

显示 语言

1 English

2 Chinese
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菜单的特征 ○：可选　－：不可选

煮饭的要点

加入配料煮饭

●	相较于1杯，配料设为约70g以下。

●	认真搅拌调味料，配料放于米上。

●	调味料很好地混合。请勿混入配料。以免煮饭不理想，或焦糊。

●	加入配料煮饭时，请务必遵守下表中的最大煮饭量。

菜单 最大煮饭容量

Mixed 3杯以下

Sweet 3杯以下

Porridge 0.5杯

Brown 3杯以下

●	首先加减水量，再加入配料。若加入配料后再加减水的话，则

煮好饭后米饭会变硬。

●	加入杂烩饭等的水分少、油分多的菜单或过多加入酱油、甜料酒的

话，可能会导致内锅烧焦等损伤。

煮糯米

	●	洗米后，浸渍于水中约30分钟，再平置进行煮饭，避免米超出

水面。煮好饭后，由于浸水时间较短，米饭较长并且柔软。

在糙米中混入白米来煮饭

●	首先事先将糙米单独浸渍1～ 2小时并使其吸水。

●	糙米较多的情况下选择「Brown」来煮饭。

●	在糙米与白米的量相同，或白米较多的情况下选择「Plain」来煮

饭。

●煮免洗米时，锅巴有时会很厚。

●选择「Eco」进行煮饭时，内盖上有时会有很多水分。

煮胚芽米

●	胚芽米则选择「Plain」，并以少于满量的状态煮饭。若满量来煮

饭，则会导致溢出。

白米中混合杂粮来煮饭

●	煮杂粮时请选择「Plain」、弱火力来煮。

●	杂粮的份量请控制在白米的2成以内。最大的煮饭容量是3杯以内。

●	请将杂粮放在白米上进行煮饭。否则可能会造成混合后煮饭不理想。

煮长粒米时

●	煮长粒米时，请选择「Quick」菜单。

煮发芽糙米

●	仅煮发芽糙米或在发芽糙米中混入白米煮饭时，选择「Plain」来

煮饭。

注意

在压力煮饭的情况下，由于在煮饭过程中调整压力，蒸汽

会突然增多，因此请注意。	可能造成烫伤或受伤。

锅巴调节 口感 免洗米 保温
预约	

（吸水）
压力煮饭 内　　容

Plain ○ ○ ○ ○ ○ ○
想要提取白米（免洗米）的甘甜、美味、粘性来进行
煮饭时选择。另外，可通过火力来调整锅巴的厚度。

Quick － － ○ ○ － ○
快煮白米（免洗米）时选择。与选择「Eco」「Plain」时
相比，由于煮饭时间较短，煮好饭后米饭会较硬。

Sushi － － ○ ○ ○ ○ 煮寿司饭时选择。煮好的饭不带粘性且比较硬。

Mixed ○ － ○ △ － ○
煮菜饭时选择。另外，可通过火力来调整锅巴的厚
度。

Sweet － － － △ － － 煮糯米时选择。

Eco － － ○ ○ ○ ○
煮白米（免洗米）时选择。与「Plain」菜单相比，由于较
少、因此可在少量消耗电量（约减少14 ～ 36%）的条件
下煮饭。

Porridge － － ○ ○ ○ － 煮粥时选择。

Brown － － － △ ○ ○ 煮糙米时选择。

GABA － － － △ ○ ○

想要煮出松软易食用的糙米时选择。（比煮“Brown”
所用时间长）。此外与“Brown”相比，增加了有助于

健康的营养素GABA（伽马氨基酪酸）。

△:	虽然可自动保温，但是由于会损坏米饭的美味，请不要保温。

　煮饭容量　 …P.66

口感：可选择您喜欢的“粘性程度”，调整完成的米饭状态。

菜单

功能

基本的顺序

煮饭
关于菜单的选择方法

选择菜单时，有以下3种方法。

在该页之后的说明中，通过[Back • Next]键的操作方法来

说明。

1…按[Back • Next]键。

按[Back • Next]键则联动

切换菜单或者图标。

●按[Next]键依次切换

●按[Back]键依次切换

3…按下菜单图标。

2…按菜单键。

使用量杯来测量…
并清洗大米

	 　 …P.66

加减水，再把内锅放入电饭煲

本体内

	 　 …P.69

煮饭

	 　 …P.70

煮好饭后，10以钟按标准翻动
米饭

	 　 …P.74

做炖煮料理等-炖煮

	 　 …P.80

预约煮饭和预约吸水

	●预约煮饭（在您想吃的时候煮好）

　 	P.76

	●预约吸水（使米吸水后再煮饭）

　 	P.78

使用前需要水洗的部件… 　
…P.84

将内锅、内盖、蒸汽盖、勺子

饭勺架、量杯及土锅盖进行水洗。

菜单图标的种类

Mixed

GABA

SlowCook

PlainQuick

Sushi

Brown

Porridge

Sweet Eco

Sushi

BrownGABA

Quick
Slow
Cook Eco

Mixed Sweet

Porridge

Plain

Sushi

BrownGABA

Quick
Slow
Cook Eco

Mixed Sweet

Porridge

Plain

菜单的特征和煮饭的要点

煮糙米粥

●	煮糙米粥时请选择「Porridge」来煮，时间选择「90分」。
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使用量杯（附属）…
来量米

盛满1杯的话约150g（约0.18L）。务必要使用量杯，

正确量米。

若使用计量米箱等，则可能会出现误差。

请勿超过指定的煮饭容量来煮饭。

1 选择优质米、保管场所

●	选择保质期新鲜，颗粒整齐有光泽的米。

●	保存在通风好、阴凉的地方。

煮免洗米时

●	免洗米也使用附件量杯来称量。

●	加入免洗米和水后，从底部认真搅拌以使一粒一粒

米与水融合。若仅从上方加入水，则会导致米不与

水融合，导致煮饭不理想。

●	建议在加水后，变白色浑浊时，更换	1 ～ 2	次水

并清洗。虽然变白的并不是米的淀粉质和糠，但是

如此煮饭的话，则会造成煮焦、溢出、或者煮饭不理

想。

淘米…
（可用内锅洗米。）

在内锅中加入水，1次加入充分的水，快速搅拌并

快速倒掉水。

为使米不吸收污水，尽量用冷水迅速地洗干净。

2 淘米…

更换2～ 3	次水并清洗直到水的浑浊变少。

若没有充分洗米，则可能内部会烧焦。

3

注意

不要用热水（约35度以上）洗米。

否则会造成煮饭不理想。

注意

请勿混煮易造成堵塞的苋菜等特小颗粒杂粮。

可能因调压孔和安全阀、减压孔堵塞、蒸汽泄漏、喷

溅等引发烫伤或受伤事故。

使用量杯来测量并清洗大米

可1次煮饭的米量

Plain 0.18 ～ 1.0	
（1 ～ 5.5杯）

Quick 0.18 ～ 1.0	
（1 ～ 5.5杯）

Sushi 0.18 ～ 1.0	
（1 ～ 5.5杯）

Mixed 0.18 ～ 0.54	
（1 ～ 3杯）

Sweet 0.18 ～ 0.54	
（1 ～ 3杯）

Eco 0.18 ～ 1.0	
（1 ～ 5.5杯）

Porridge

Hard 0.09 ～ 0.18	
（0.5 ～ 1杯）

Hard
（加入配料时）

0.09	
（0.5杯）

Soft 0.09（0.5杯）

Brown
Brown 0.18 ～ 0.63	

（1 ～ 3.5杯）

Brown
（加入配料时）

0.18 ～ 0.54	
（1 ～ 3杯）

GABA 0.18 ～ 0.63	
（1 ～ 3.5杯）
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加减水…

1	将内锅平放，并将米均匀平整放置。

2	对准内锅内侧的各菜单刻度来加减水。

例：煮3杯白米时，调整为极香“Plain”
的刻度“3”。

1
加减水的标准

加减水时，将水量减少到标准刻度以下，或增加水量时，

不要超过标准刻度线的1/3	以上。会导致溢出。

菜单 加减水（对准内锅的刻度）

Plain
“Plain”的刻度。

Quick
Sushi “Sushi”的刻度。

Mixed “Plain”的刻度。

Sweet

糯米和

粳米
“Plain”与“Sweet”的刻度之间。

糯米 “Sweet”的刻度。

Eco “Eco”的刻度。

Porridge “Hard”的刻度。

“Soft”的刻度。

Brown • GABA “Brown”的刻度。

◦●免洗米的情况下也和上述一样加减水。

◦●以“Plain”的刻度为标准放少量发芽糙米、胚芽米、如果
要胚芽(带刺外壳)米。

◦●市场上销售的袋子上有对于发芽糙米、杂粮米的水量调
整等记载时，请根据此内容，按照喜好增减水量。

◦●煮长粒米时，请以“Plain”的刻度线为标准调整水量。

◦●糙米粥时请以“Porridge”的刻度线为标准调整水量。

注意

不要用热水（约35度以上）加减水。否则会造成煮

饭不理想。

关于内锅的刻度

内锅的刻度为标准。

请根据喜好调节，并请每个家庭尝试各种米饭的硬度和锅

巴的情况。

擦拭内锅、本体内侧和内盖的
水滴、米粒等，并确认没有堵
塞。

2 将内锅安装到本体内，…
用两手牢固地盖上盖子直到发
出“喀嚓”声。

3

注意

●	请务必清除附着于上框、上盖开关锁扣、内盖的

的饭粒、米粒等异物。　 …P.85

●	以免造成上盖无法盖好，或煮饭过程中出现蒸

汽漏气、上盖打开米汤溢出而导致受伤或烫伤事

故。

注意

●	由于压力煮饭器的内锅内部密闭度高，盖子可

能会难以盖上。请务必确认盖子牢固地盖上。

●	盖上盖子时，请勿按压操作键。

●	未安装内盖时则上盖无法关闭。

拆卸方法、安装方法，　 …P.87

本体内侧/内盖的确认

内锅的确认

加减水，再把内锅放入电饭煲本体内
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将插头插入…
插座1

按[Back • Next]键，选择想要
煮饭的菜单

在事先已选择菜单的情况下，不需再选择菜单。

2

反复按[Heat Setting]键…
进行选择

※仅「Plain」、「Mixed」

3

反复按[RiceTexture]键…

进行选择

※仅「Plain」

4

反复按[Keep Warm]键，…
进行选择
1选择煮饭后的保温的种类

2按下[Start/Rinse-free]键	
进行确定

5

注意

在“KeepWarm On”指示灯灯亮时，按[Cancel]
键，使灯熄灭。 ●由于可记住上次选择的保温步骤，当与上次的

保温步骤相同时，无需再进行保温选择。

●初期的设定是，省电煮饭为「KeepWarm 
6Hours」，其他菜单为「KeepWarm On」。

●这里请勿选择「Immediate KeepWarm」。

　无法煮饭。

(Normal) (Soft) (Hard)

Immediate 
KeepWarm

Keep Warm
On

Keep Warm
Off

Keep Warm 
6Hours

按下[Start/Rinse-free]键
煮饭开始，显示部上将显示剩余时间。

按下2次[Start/Rinse-free]键。

显示部上将显示“Rinse-free”。

●设定仅限于「Eco」「Plain」「Quick」「Porridge」
「Mixed」「Sushi」。
●取消免洗米时，在“Start/Rinse-free”显示后约
20秒以内，再次按下[Rinse-free]键。

7

选择「Porridge」时，…
按[Hour • Min]，调整烹煮时间

●每次按[Hour]键可增加5分钟，按[Min]键可
减少5分钟。

●以5分钟为单位，可设定在40 ～ 90分的范围内。

●初始设定值为60分钟。请根据个人喜好调整时间。

●煮糙米粥时，请设定为90分钟。

6

煮饭时间的标准

Plain (标准) 43 ～ 61	分钟

Plain (Hard) 40 ～ 62	分钟

Plain (Soft) 43 ～ 62	分钟

Quick 29 ～ 44	分钟

Sushi 39 ～ 52	分钟

Mixed 44 ～ 57	分钟

Sweet 28 ～ 38	分钟

Eco 54 ～ 64	分钟

Brown 1	小时	21	分钟～ 1	小时	38	分钟

GABA 4	小时	31	分钟～ 4	小时	42	分钟

●马上要煮好饭时焖饭结束的时间。电压为220V，室温和水
温为23度，水加减量为标准水位。

●选择免洗米时，比标准时间增加约1～ 5分钟。

●根据煮饭量、米的种类、室温、水温、水量、预约等情况有稍
许不同。

关于压力的注意事项

开始加压时，压力指示灯亮起。释放压力时，2分钟后压力

指示灯熄灭。

  确认调压阀附近没有人。

  按下[Cancel]键，停止煮饭。

●由于蒸汽孔中会喷出大量的高温蒸汽，需要注意。

●若按下[Cancel]键后立即打开盖子，有可能会造成

烫伤。

  等待约2分钟，确认压力指示灯熄灭、没有蒸汽。

  按下插簧按钮。

继续煮饭时，从“  加减水，再把内锅放入

电饭煲本体内”开始操作。	 …P.68…

此时，由于停止煮饭一次，煮饭时间会变长，可能会

造成煮饭不理想。

免洗米的情况的设定

●在显示压力时，不要打开盖子。

●否则可能会导致内容物溢出，造成烫伤或受伤。

●煮饭过程中不要将脸和手靠近蒸汽孔。

●由于由于蒸汽孔中会发出很大的声音并且会喷出

大量的蒸汽，有可能会造成烫伤或受伤。

煮饭时，不得已要打开盖子时，可能会导致内容物溢

出，造成烫伤或受伤。

停止煮饭时

按下[取消]键。

煮饭时，不得已要打开盖子时

务必按以下步骤进行操作。

关于本体内没有安装内锅时的警告音

内锅没有安装的状态下，若按下[Start/Rinse-free]或者选

择「Immediate」，会发出提示音。

警…告

警…告

火力弱（	 	） 在标准火力下，会粘有薄薄的锅巴。

火力中（	 	） 与上述相比，会粘有厚锅巴。

火力强（	 	） 带有很厚的锅巴。

●通过菜单的「Plain」、「Mixed」选择火力，可调整锅巴的
各种程度。

※在最小煮饭容量（参照P.66、100）下煮饭时，有时即使在
火力强的情况下也很难带有锅巴。

※调火力强锅巴依然较薄、或调火力弱锅巴依然较厚时，请
通过P.98的步骤调整锅巴。

※煮饭时有时调火力弱依然带有锅巴。

关于锅巴调节

Hard	（ ） 结合饭、咖喱、炒饭，完成控制粘度的紧实米饭。

Normal	（ ） 标准的煮法。

Soft	（ ） 可煮成比标准更软的米饭。

关于口感

煮饭
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煮好饭后，提示音响起，自动
保温

保温过程中，显示“KeepWarm On”。
●	保温有「KeepWarm On」、「KeepWarm 

6Hours」、「KeepWarm Off」，
　可分别选择。	
仅可选择「Eco」「Plain」「Quick」「Brown」	
「Porridge」「Sushi」「GABA」。
●	保温中“KeepWarm On”指示灯或者
“KeepWarm 6Hours”指示灯亮起。

●	保温经过时间也将显示「Mixed」「Sweet」
「Brown」「GABA」。

1

■选择「KeepWarm Off」时
为了不使内盖上沾有的水分落到煮好的米饭上，将电饭煲

设计为通电。

注意

●	保温过程中，不要提起内锅。否则可能会取消保温。

●	取消保温后，请不要拔下插头。接着煮饭时显示

　“KeepWarm On”，无法煮饭。

■选择「KeepWarm 6Hours」时
煮饭完成后，经过6小时，保温停止。由于若在此状态下放置，

内盖上沾有的水分落下，米饭易变粘稠，因此请尽早食用。

选择「KeepWarm On」时

连续继续保温。	

显示“KeepWarm On”。按下图标时，显示保温经过时间

（0～ 24小时）。	

※如果越过了24小时，则“24”闪烁。

保选择「KeepWarm Off」时

煮饭完成后，不保温。显示“KeepWarm Off”。
经选择的菜单闪烁。

（例：Eco煮饭时）

选择「KeepWarm 6Hours」时

煮饭完成后，经过6小时，保温停止。

显示「KeepWarm 6Hours」。按下图标时，显示保温经过时

间（6～ 1小时）

设定时间经过后，菜单闪烁。

选择「Porridge」进行追加加热时

●	煮「Porridge」和「米粥」时如果需要添加配料或煮粥时间
不够，请在显示「KeepWarm On」的状态下按「Hour」键，

调整追加的煮粥时间并按[Start/Rinse-free]键。以分钟为

单位可追加3次，最长15分钟。

●	在追加加热之前，请不要按[Cancel]键。

●	在追加加热时，请先搅拌均匀。以免煮出来的粥黏糊或烧

焦。

为了保温美味

●	请勿保温24小时以上。

●	由于有异味、干燥、粘稠、变色、腐烂和内锅腐蚀等，

因此不要进行保温。

　◦	●	除白米、免洗米以外的米饭（菜饭等）的保温

　◦		●	冷饭的保温、添加

　◦		●	在放入勺子的状态下的保温

　◦		●	在拔下插座的情况下进行的保温

　◦		●	1杯以下的保温

　◦		●	在内锅的边缘、垫圈类等部位粘有饭粒等的情况

下进行的保温

　◦		●	米饭呈圈状进行的保温

　◦		●	超过已选择时间的保温

●	保温少量米饭时，请将其集中到内锅的中央，并尽

早食用。

●	请勿进行12小时以上的预约煮饭。

●	使用环境恶劣的情况下（在寒冷地带或周围温度较

高等情况下），请尽早食用。

●	余下米饭时，请转移到其他的容器中并尽早食用。

关于锅巴

●由于煮好饭后的米饭中存在锅巴，翻动米饭时，可

能会混在其中。

●煮好饭时香喷喷的锅巴也随着保温时间的流逝吸收

水分，变得柔软，有损锅巴的风味。

注意

●	煮除白米、免洗米以外的米饭（菜饭等）时，请

按下[Cancel]键，取消保温。

●	将粥直接搁置的话，会呈糨糊状，请尽早食用。

●	对于难以加热的配料，请事先加热后再追加。

米饭煮好后
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使用结束后

 按下[Cancel]键
 拔出电源插头，拔除电源线。

使用后进行保养。

	P.84	

4

再次保温时

变更为KeepWarm Off或KeepWarm 6Hours（连

续保温）后，请通过以下步骤进行。

※	保温中按下“Cancel”键时、取消保温后再次保

温时，请进行上述	 、 。

 按下[KeepWarm]键，

　	选择「Immediate」

 按下[Cancel]键

 按下[Start/Rinse-free]键，并确定

注意

●	盖上盖子时，请勿按压操作键。

●	上次选择的菜单和保温的种类被记忆下来。

打开盖子2

  确认蒸汽孔中没有蒸汽喷出。

  Pressure 	确认显示灯熄灭。

  按下上盖开关片打开盖子。

打开盖子时，务必按以下步骤进行操作。
否则可能会导致食物溢出，造成烫伤或受伤。

警…告

米饭煮好后

饭煮好后，马上翻动米饭

通过马上翻动米饭，使多余的水分蒸发。

※	由于土锅的蓄热性高，可能会使米饭表面凝结

水滴。

3

ご注意

●	翻动煮好的米饭时，请整平米饭，以避免在内

锅的侧面附着饭粒。由于土锅的蓄热性，附着于

侧面的饭粒，会在保温期间变得干燥。

●	饭刚煮好后或保温过程中打开上盖，蒸汽水流

到上框或外侧时，请务必擦拭干净。

　	根据选择的菜单不同，有时会出现较多水滴凝

结的情况。
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　配合用餐时间煮好…[预约煮饭]

确认表示部的当前时间正确

时间不一致时，请调整为当前时间。　 	P.63

选择「Porridge」时，…
按[Hour • Min]，调整烹煮时间

●每次按[Hour]键可增加5分钟，按[Min]键可减少
5分钟。

●以5分钟为单位，可设定在40 ～ 90分的范围内。

●初始设定值为60分钟。请根据个人喜好调整时间。

●煮糙米粥时，请设定为90分钟。

1

3

按下[Back • Next]键，选择想
要煮饭的菜单6菜单 计时器设定的标准时间

Plain (Rinse-free) 1小时10分钟开始

Sushi (Rinse-free) 1小时5分钟开始

Eco (Rinse-free) 1小时15分钟开始

Porridge (Rinse-free) ◦烹调时间＋1分钟开始

Brown 1小时45分钟开始

GABA 4小时50分钟开始

●在菜单的「Quick」、「Mixed」、「Sweet」、
　「SlowCook」中无法预约。

●在计时器设定的标准时间以下设定时，在计时

器设定的时间可能无法煮好。

反复按[Timer]键…
选择预约煮饭

显示部上显示可预约煮饭的菜单、上一次
设定的预约时间。

4

按[Hour • Min]键，可调整想
要煮好的时间

可使用[Hour]键按照1小时的单位、[Min]键按照

10分钟的单位来进行调整。

要使[Hour]或[Min]快进时，请持续按键。

选择火力或口感

※仅「Plain」

7

5

用[Start/Rinse-free]键…
预约完成

按下[Start/Rinse-free]键

	

按下2次[Start/Rinse-free]键。

菜单为，「Eco」、「Plain」、「Porridge」、「Sushi」。

8

例：调整为13点30分时

取消免洗米时

在显示「Rinse-free」之后约20秒	

以内，再次按[Start/Rinse-free]键。

取消预约时

按下[Cancel]键。

可记忆3组预约设定。记忆经常使用的时间时较为

便利。	

例如，可设定【Timer1】为早餐用、【Timer2】为晚

餐用、【Timer3】为假日用。

注意

勿预约超过12小时。否则会造成腐烂。

免洗米以外的情况下的预约完成

免洗米的情况下的预约完成

通过选择菜单的「Plain」将显示[RiceTexture]键，

请反复按键选择完成。　 …P.70

通过选择菜单的「Plain」将显示[HeatSetting]键，

请反复按键选择火力。　 …P.70

选择口感

选择火力

	按下时间显示的数字后，可设定想要煮好的时间。持

续按键时，可快进。

提示音响起后，无法预约。

请确认下述内容。

显示部位上“0：00”闪烁的状态下，	

按下[Timer]键。

	请调整为当前时间。　 …P.63

※按下[Timer]键后约30秒内仍未进行任何操作的情况下，

提示音也会响起，仍可继续预约。

可预约煮饭的菜单

预约煮饭和预约吸水

选择煮饭后是否保温　 …P.702
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　浸泡米后煮饭[预约吸水]

反复按[Timer]键后，选择预约
吸水

显示部上显示可预约吸水的菜单。

3 按下[Hour • Min]键，…
来调整浸泡米的时间

每次按[Hour]键会增加10分钟，

每次按[Min]键会减少10分钟。

6
例：调整为20分时20分后开始煮。

取消预约时

按下[Cancel]键。

10 ～ 60分可按10分钟的单位进行设置

若设置直至煮饭开始的间隔时间（10 ～ 60分），

则经过设定时间后，开始自动煮饭。

取消免洗米时

在显示“Rinse-free”之后约20秒以内，

再次按[Start/Rinse-free" appears.]键。

按下[Back • Next]键，选择想
要煮饭的菜单4

	在菜单的「Quick」、「Mixed」、「Sweet」、「SlowCook」
中无法预约。

用[Start/Rinse-free]键…
预约完成

按下[Start/Rinse-free]键

	

	

	

按下2次[Start/Rinse-free]键。

菜单为，「Eco」、「Plain」、「Porridge」、「Sushi」。

7
免洗米以外的情况下的预约完成

免洗米的情况下的预约完成

	直接按下浸透时间也可设定。

持续按键时，可快进。

选择火力或口感

※仅「Plain」5

通过选择菜单的「Plain」将显示[RiceTexture]键，

请反复按键选择完成。　 …P.70

通过选择菜单的「Plain」将显示[HeatSetting]键，

请反复按键选择火力。　 …P.70

选择口感

选择火力

选择煮饭后是否保温　 …P.701

预约煮饭和预约吸水

选择「Porridge」时，…
按[Hour • Min]，调整烹煮时间

●每次按[Hour]键可增加5分钟，按[Min]键可减少
5分钟。

●以5分钟为单位，可设定在40 ～ 90分的范围内。

●初始设定值为60分钟。请根据个人喜好调整时间。

●煮糙米粥时，请设定为90分钟。

2

提示音响起后，无法预约。

请确认下述内容。

显示部位上“0：00”闪烁的状态下，	
按下[Timer]键。

	请调整为当前时间。　 …P.63

※按下[Timer]键后约30秒内仍未进行任何操作的情况下，

提示音也会响起，仍可继续预约。
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做炖煮料理等-炖煮

预先准备材料，放入内锅，关
上锅盖

将电源插头插入插座1 2

按[Back • Next]键，…
选择「SlowCook」
每次按下时菜单会按次序切换。

3

以内锅的「Plain」的刻度为标准放入材料。

若超过最大量或者小于最小量，则会导致烹调不理想，或

者溢出。

「Plain」的刻度

最大量 最小量

5.5以下 2以上

烹调材料量的大致标准

烹调特征

煮沸1次以后，以约95度的特定温度加热。适合所有煮

菜、炖菜。

■	菜单示例

土豆烧肉、红烧肉等

■	不可烹调的菜单示例

　●	成为糊状的「咖喱或焖黄油炒面」等的烹调

　●	使用会突然产生气泡的「小苏打」等的烹调

　●	市场上销售的用电饭煲制作的料理书等上记载的

烹调

　●	在塑料带等中放入配料或调味料进行加热的烹调

　●	有可能堵塞调压孔的带皮西红柿或叶类蔬菜的烹

调

　●	有可能堵塞调压孔并使用了烤板、铝箔、盖板的烹

调

　●	分量增加的熬炼制品或「煮糖豆」等豆类、面类的

烹调

　●	放入大量油的烹调除

可用电饭煲进行地道烹制。

可烹调土豆烧肉和红烧肉等各种菜肴。

关于详细的烹调方法

参照附册的	食谱。

加入调味料时

充分搅拌进行烹调，以防止调味料聚集在内锅的底部。

用高汤或汤水炖煮时

冷却高汤或汤水后开始烹调。

用马铃薯淀粉增稠时

在烹调的最后加入。

注意

●	勿烹调非附册的	食谱中介绍的菜品。进行非煮菜、炖菜的

烹调（烧烤或做蛋糕、面包）时，内锅可能会发生烧焦等

损伤。

●	盖上盖子时，注意勿按操作键。
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做炖煮料理等-炖煮

按[Hour • Min]键，…
调整烹调时间

每次按[Hour]键会增加5分钟，

每次按[Min]键会减少5分钟。

可按5分钟的增量将烹调设定为5～ 120分钟。

持续按键时，可快进。

4

按[Start/Rinse-free]键…
（烹调开始）

每1分钟显示剩余时间。

5

煮好饭后，提示音响起，自动
保温

保温过程中，显示「KeepWarm On」。
显示「0 Hour」

[使用结束后，按[Cancel]键后，
拔下电源插头，收起电源线

烹调后，务必在当日之内进行清洗。　 	P.89

6 7

0 Hour

关于烹调的保温

烹调结束后，继续保温。保温经过时间，按1小时的单

位最多显示6小时（6h）。如果超过了6小时，则「6」闪烁。

　●	请注意根据制作的料理的不同，持续保温后，口

味可能会有所损失。

　●	使用环境较为严苛的情况下（寒冷地区或周围温

度较高等情况下），尽早食用。

　●	请注意根据制作的料理的不同，味道会留在垫圈

上，因此请尽早食用。

■	加热（烹调）不足时

请在显示「KeepWarm On」的状态下，按[Hour • Min]
键来校准追加的烹调时间，并按[Start/Rinse-free]键。

（可按1分钟的增量最多追加3次15分钟。）

追加烹调前按[Cancel]键后，「KeepWarm On」显示消失，

无法继续烹调。

按下后，按照下述步骤烹调。

（1）取出内锅放在湿布上。

（2）将产品的上盖打开放置10分钟左右，使本体和内锅冷却。

（3）重新将内锅放入本体内。

（4）从P.81	的第3点开始重新烹调。

追加烹调时勿按[取消]键

注意

●	勿在烹调中途打开上盖。

●	否则会导致烹调不理想。
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进行保养
●拔下电源插头，待冷却后进行保养。

●	用洗涤剂进行保养时，请使用厨房用合成洗涤剂（餐具用、

厨具用）。

●	海绵和布应使用柔软的东西。

　	切勿用尼龙炊帚等坚硬的东西。否则会造成电饭煲损伤。

●	每当使用内锅时，请仔细清洗其内侧和外侧。

注意

●	在保养内盖后，请确认负压垫圈是否脱落。（脱落时请将

其安装。）　 …P.87

●	为避免食蚀及异味，请保持内锅与内锅盖的清洁。

●	请勿用稀释剂、去污剂、漂白剂、化学性抹布、金属铲、尼龙

刷等清洁用具。

●	将各部分卸下后再进行保养。

●	清洗蒸汽盖后，请立即用干布将水擦干。如不擦干水分，

则会造成“水印”残留。

●	禁止使用洗碗机或烘碗机等。以免造成变形。

●	如有洗涤剂成分残留，会造成树脂劣化、变色，因此请充

分冲洗干净。

每次使用后必须清洗的东西

注意

●	请勿使用海绵的研磨粒子面清洗内锅。以免造成氟素加工

面剥落。

●	禁止将其他餐具等放入内锅内，将内锅作为洗碗盆一起

清洗。另外，在使内锅干燥时请不要将其覆盖到餐具上重

叠放置。以免内锅划伤或破裂。

●	请不要损伤内锅侧发热体。

●	请不要忽视粘附在内锅外侧发热体上的污垢和油污。在粘

附有污垢和油污时，请进行清洁和保养。

  使用海绵并用稀释过洗涤剂的水或温水进行
洗涤，再用水清洗。

  用干布将水分擦干，使其充分干燥。

  用水或温水，并用海绵冲洗。

  用干布立即将水分擦干，使其充分干燥。

内盖

内锅

内锅外侧

  用水或温水，并用柔软的海绵冲洗。

  用干布将分分擦干，使其充分干燥。

拆卸成2个部分。

　 …P.88

蒸汽盖

注意

●	混合杂粮一起煮饭后，请务必保养蒸汽盖。以免造成蒸汽

盖堵塞，上盖打不开等故障，或者导致煮饭不理想。

●	请勿采取下列方法，有可能造成变形。

　·用热水清洗。

　·放入水中浸泡清洗。

　·煮完饭后在高温状态下立即清洗。

●调压孔/调压球	

　如粘附有饭粒和米粒等，请清除干净。　用流水仔细冲洗。

●安全阀	

　从内盖的表面侧用手指试着轻按2～ 3次，如有饭粒或米

　粒粘附，请清除干净。按2～ 3次的同时确认安全阀是否

　堵塞，用流水清洗内部。

●负压垫圈	

　在安装在内盖上的状态下进行清洗。脱落时，注意垫圈方

　向进行安装。　 …P.87

●内盖垫圈	

　在安装在内盖上的状态下进行清洗。

注意

●	请勿拆卸内盖垫圈。

●	请勿取下垫圈类部件。

　	（脱落时请务必安装。　 …P.87…●…88）

●	内盖上粘附饭粒或米粒时，请务必清除干净。否则会造成

无法盖紧、煮饭时的蒸汽喷出以及上盖打开，内容物溢出

等，造成烫伤或受伤。

●	混合杂粮一起煮饭后，请务必保养内盖。以免造成内盖堵

塞，上盖打不开等故障，或者导致煮饭不理想。
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进行保养

用拧干的布擦净。

如粘附有饭粒和米粒时，请清除干净。

用布或棉签等沾水轻轻擦拭。

如粘附有烧焦的饭粒和米粒时，请清除干净。

难以清除时，用拧干的布擦净。

有污垢时需清洗的地方

注意

本体内部严禁进水。

吸气孔、排气孔、电源插头、电源线

大土灶

安装方法

拆卸方法

注意

请勿在吸气孔、排气孔沾有灰尘的状态下使用。

以免造成电饭煲本体内部温度上升，导致故障或火灾。

注意

煮饭后为高温状态，因此请在冷却后再进行保养。

内盖的拆卸、安装方法

拉开内盖装卸按钮，将内盖卸下放在跟前。

用拧干的布擦净。

请注意不要损伤。

请勿使用稀释剂、去污剂、漂白剂、化学性抹布、金属铲、尼龙

刷等清洁用具。

请不要忽视粘附在大土灶发热体上的污垢和油污。在粘附有

污垢和油污时，请进行清洁和保养。

将内盖的左右别扣完全嵌入槽中。

请不要拉扯内盖垫圈。扯下来后，将无法再安上。

内盖垫圈脱落时，请向购买本产品的销售店洽询。

负压垫圈的安装

●	请务必注意安装方向进行安装。	

否则会造成煮饭不理想。

●	难以安装时，请在负压垫圈上沾少许水，即易于安装。

本体

本体的外侧 ◦内侧

止动件单元◦上盖垫圈部◦钩部◦上框◦
保护框垫圈 ◦底部垫圈

上盖传感器

温度传感器
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进行保养

蒸汽盖的拆卸、安装

  用手钩住盖子凹处，拉着卸下蒸汽盖。

   将蒸汽盖逆时针旋转，如图所示拆卸帽盖本
体。

  对准蒸汽盖本体，放在帽盖上。

  按下直到发出“喀嚓”声。

  牢固地将其安装到本体上。

蒸汽盖用垫圈的安装

如图所示，小心将垫圈紧紧地嵌入。如未确实嵌入，会导致脱

落、蒸汽喷出等故障。

注意

●请勿拆卸环形垫圈。	

如环形垫圈脱落，请照原样确实地嵌入。	

难以安装时，可在垫圈上沾少许水，即易于安装。

●煮饭后为高温状态，因此请在冷却后再进行保养。
注意

请注意清洗后内锅本体会变热。

担心气味或烹调后进行清洗

 在内锅里加水「MAX」线，再把内锅放入电饭煲
本体内。

 将插头插入插座。

 按下[Back • Next]键，选择「SlowCook」菜单。

 按下[Start/Rinse-free]键。

清洗开始，显示部上将显示剩余时间。

 按下[取消]键，拔出电源插头，收起电源线。

 等电饭煲本体冷却后，倒出内锅中的水，进行
清洁。　 …P.84

 清洗结束后提示音响起

安装方法

拆卸方法

 按[Hour • Min]键，调整时间至50分钟。

每次按[Hour]键会增加5分钟，

每次按[Min]键会减少5分钟。

可按5分钟的增量将洗净设定为5～ 120分钟。

持续按键时，可快进。



90 91

中
　
　
　
　
　
文

认为煮饭不理想时

此时

蒸汽泄漏 溢出 煮饭时间长 确认事项

○ ○ ○

米量、配料量、杂粮量、水量错误

→P.64	●	66	●	68	●	100

内锅的内外侧、传感器类上粘有烧焦的饭粒或水渍等

→P.69	●	84 ～ 86

○ ○ ○
垫圈类或内锅的边缘等部位粘有烧焦的饭粒等

→P.69	●	84 ～ 86

○ ○
保养不充分

→P.84 ～ 89

○ ○
内锅、大土灶有损伤、缺口、或裂纹

→P.55	●	84	●	86

○
请务必确认盖子牢固地盖上

→P.69

○ 洗米后，提高筛子放置

○ ○
菜单选择错误时

→P.64	●	70 ～ 79

○
煮饭的配料与杂粮混在一起煮、未仔细搅合调味料

→P.64

○
未充分洗米（免洗米除外）

→P.67

○
中途停电

→P.99

太硬 太软 半生不熟 夹生 糠味 焦糊 确认事项

○ ○ ○ ○ ○

米量、配料量、杂粮量、水量错误

→P.64	●	66	●	68	●	100

内锅的内外侧、传感器类上粘有烧焦的饭粒或水渍等

→P.69	●	84 ～ 86

○ ○ ○
保养不充分

→P.84 ～ 89

○ ○ ○ ○ ○
内锅有损伤、缺口、或裂纹

→P.55

○ ○ ○
请务必确认盖子牢固地盖上

→P.69

○ 洗米后，提高筛子放置

○ ○ ○ ○ ○

菜单选择错误时

→P.64	●	70 ～ 79

煮饭的配料与杂粮混在一起煮、未仔细搅合调味料

→P.64

○ ○
未充分洗米（免洗米除外）

→P.67

○ ○ ○
中途停电

→P.99

○ ○ ○ ○ ○
用热水（约35度以上）洗米或调节水量

→P.67	●	68

○ ○ ○
煮饭时超过最大煮饭量

→P.66	●	71	●	100

○ ○
未充分翻动

→P.74

○ ○ 煮饭时使用了矿泉水等硬度高的水

○ ○ ○ 饭煮好后，接着立即煮饭

○ ○

混有大量碎米

预约煮饭时

洗米后，长时间泡在水中

○ ○ 煮饭时使用碱离子水（ph9以上）

○ ○

使用电饭煲后，不取消保温就按下【Start/Rinse-free】键，

并保持原样放置

→P.72

煮饭不理想时，请调查以下事项。

·正在煮饭… ·煮好后的米饭…
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有气味 变色 干透 粘糊 确认事项

○ ○ ○ ○

内锅的内外侧、传感器类上粘有烧焦的饭粒或水渍等

→P.69	●	84 ～ 86

持续保温了24小时以上

→P.72

保温了非白米（面洗米）

→P.72

添加了冷饭

→P.72

在放入勺子的状态下保温

→P.72

少于最小煮饭量进行保温

→P.72

○ ○ ○
垫圈类或内锅的边缘等部位粘有烧焦的饭粒等

→P.69	●	84 ～ 86

○ ○ ○

设定了「KeepWarm Off」，米饭却长时间放置在内锅里

→P.73

设置了「KeepWarm 6Hours」，经过保温时间后，米饭长时间放置在内锅里

→P.73

中途停电

→P.99

○ ○
未充分洗米（免洗米除外）

→P.67

○ ○

预约煮饭的时间超过12小时

→P.76

放入米饭的状态下取消保温

○

保养不充分

→P.84 ～ 89

烹调后没有清洗

→P.89

○ ○ ○
未充分翻动

→P.74

○ ○
米饭呈圈形状保温

→P.72

○ ○
米量、水量错误

→P.66	●	68	●	100

故障现象 理	由

煮出薄膜 糯米纸状的薄膜为淀粉溶解后干燥的产物，并无害处。

米饭溢出时粘附在锅上 软的饭和具有粘性的饭可能容易粘附。

正在保温的饭不正常时，请调查以下事项。

认为煮饭不理想时

※�确认调查事项后仍然无法改善时�
请用P.98的步骤调整保温温度。

·正在保温的饭…

认为烹调不理想时
使用蒸盘进行同时烹煮的食物发生异常时，请确认以下几点。

无法炖煮 溢出 熬干 烧焦味严重 确认事项

○ ○ ○ ○
菜单选择错误

→P.80	●	81

○ ○ ○ ○
食材的种类、分量错误

→P.80	●	81

○ ○ ○
放入了超过最大规定量的食材

→P.80

○ ○ ○
放入了少于最少规定量的食材

→P.80

○ ○ ○ ○
做了食谱烹饪法以外的烹调

→P.81

○
烹调时间过短

→P.80 ～ 83

○ ○
烹调时间过长

→P.80 ～ 83

○
垫圈类或内锅边缘等处粘着饭粒等杂物

→P.69	●	84 ～ 86

○ ○
上盖没盖紧

→P.69

○
中途曾停电

→P.99

·炖煮…

认为发生故障时

■煮饭时

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

按下按键后仍没有反应。

是否为保温状态。

	

	

	

按下【Cancel】键，取消保温后，

再进行操作。
P.70

按下【Start/Rinse-free】键后，

会发出提示音，无法煮饭。

是否安装了内锅。 安装内锅。 P.69

内锅破裂。 请购买内锅。 P.99

内锅发热体是否损伤。 请购买内锅。 P.99

请在申请维修时，先进行确认。
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■煮饭中

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

煮饭时间长

米量、配料量、杂粮量、水量是否错

误。
正确计量并调节水量。

P.64	●	66 ◦	

		68	●	100

内锅的边缘和外侧、传感器类、垫圈

类上是否粘有烧焦的饭粒等。
清除。 P.69	●	84 ～ 86

内锅是否有损伤、缺口、或裂纹。
请联系您购买产品的销售店进

行购买。　
─

菜单选择是否错误。	 	

（每个菜单都设置有各自的煮饭时间。）
P.64	●	70 ～ 79

是否停电。 P.99

操作音忽大忽小。 根据煮饭中的控制，风扇声的大小会改变，并非故障。　 ─

蒸汽从蒸汽孔以外的地方泄漏。

内锅的边缘和外侧、传感器类、垫圈

类上是否粘有烧焦的饭粒等。
清除。

P.69	●	84 ～ 86

内盖的调压球、安全阀、调压阀上是

否附着有饭粒等。
清除。

内锅是否有损伤、缺口、或裂纹。
请联系您购买产品的销售店进

行购买。
─

内盖、蒸汽盖上是否牢固地安装。 牢固地安装好。 P.87 ～ 88

盖子是否牢固地盖上。 牢固地盖上。 P.69

溢出。

米量、配料量、杂粮量、水量是否错

误。
正确计量并调节水量。

P.64	●	66 ◦	

		68	●	100

是否充分洗米。	 	

（除免洗米以外。）
充分洗米。 P.67

内锅的边缘和外侧、传感器类、垫圈

类上是否粘有烧焦的饭粒等。
清除。 P.69	●	84 ～ 86

菜单选择是否错误。 结合煮饭，选择菜单。 P.64	●	70 ～ 79

认为发生故障时

■预约煮饭时

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

按下【Timer】键后，会发出提示音，

无法进行预约。
显示屏是否闪烁“0	：00”。 校准当前时间后再进行预约。 P.63	●	77

到预约的时间饭没有煮好。

是否有按【Start/Rinse-free】键。
如果不按下【Start/Rinse-free】
键，则无法完成预约。

P.77

现在时间显示是否准确。 正确校准时间。 P.63

设定在计时器设定的标准时间以下时，在计时器设定的时间可能无法煮

好。
P.76

■预约吸水时

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

按下【Timer】键后，会发出提示音，

无法进行预约。
显示屏是否闪烁“0	：00”。 校准当前时间后再进行预约。 P.63	●	79

预约的时间已过，却不开始煮饭。 是否有按【Start/Rinse-free】键。
如果不按下【Start/Rinse-free】
键，则无法完成预约。

P.79

■煮好时

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

煮出锅巴。

锅巴淡薄。

由于是在土锅中煮饭，因此会形成锅巴。

锅巴的厚度请通过火力来调整。未改善时，请调整锅巴的厚度。
P.70 ～ 72	●	98

水滴会积存在上框。
煮饭后或者保温时，水分有时会积存在上框，这并非故障。水分积存在

上框时，请用干布擦干即可。
P.74

■保温时

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

“24”闪烁。 是否持续保温了24小时以上。如果超过了24小时，则“24”闪烁。 P.73

「Immediate」选择时，响起提示音，

则无法再次保温。
是否安装了内锅。 安装内锅。 P.69

未保温

是否已选择了「KeepWarm Off」。
按下「KeepWarm」选择，选择

「KeepWarm On」「KeepWarm 
6Hours」。

P.73

是否选择了「KeepWarm 6Hours」
并经过6小时以上。

按下「KeepWarm」选择，选择

「KeepWarm」。
P.73
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认为发生故障时

■炖煮

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

烹调的保温过程中「6」闪烁。
是否在烹调后持续保温了6小时以上。如果超过了6小时，则「6」闪烁。

（烹调后请勿保温6小时以上。）
P.82

■本体的不良

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

上盖关不严。
上框或内盖垫圈、插簧按钮、盖子周

围是否附着有饭粒等。
请将其清除干净。 P.69	●	84 ～ 86

在煮饭过程中上盖打开。
内盖的调压球、安全阀、蒸汽盖上是

否附着有饭粒等。
请将其清除干净。 P.85

上盖关不严。

是否安装了内锅。 请安装内锅。 P.69	●	87

煮饭后，打开米饭后是否立刻关闭

了盖子。

由于这是压力电饭煲，因此盖

子密闭度较高。因此有时会感觉

较难关闭，并非故障。请缓慢重

新关闭盖子。

P.69

按下按键后仍没有反应。

电源插头是否插入插座。 请将插头插牢。 P.63	●	70

盖子是否关闭 关闭盖子 P.69

电源插头有火花飞溅。
插入和拔出电源插头时会有小火花出现的情况，这属于IH	方式固有的

特征并非故障。
─

塑料部品上有线状或波纹状的条

纹。
这是塑料件成形时形成的，对品质没影响。 ─

内锅有损伤、缺损或龟裂。 请到您所购买的销售店、或“联系方式”中记载的虎牌客服咨询处购买。 ─

内锅变白。 粘附有自来水中所含有的矿物质成分，不影响使用质量。 ─

内锅严重烧焦，锅巴无法去除。 加入配料进行煮饭时，是否将配料混在一起。 P.64

难以去除内锅上的烧焦物。
在内锅中倒入热水，放置一会后使用软海绵仔细清洗内锅的外侧也请清

洗干净。
P.84

产品内部进入了水或米。 若发生故障，请联系您购买产品的销售店进行修理。 ─

大土灶有损伤、缺损或龟裂。 请联系您购买产品的销售店进行修理。 ─

故障现象 确认事项 参照页次

																													

显示，	 	

并发出“哔哔哔哔哔哔…”的声音。

若将本体放置于室温较高处、地毯等处时，吸、排气孔被堵塞，温度上升，

即使按下按键也可能会无法反应。

①拔下电源插头。

②移动到不会堵塞吸、排气孔的室温较低处。

③再次，将电源插头插入插座，进行按键操作。

※	即便如此也无反应时，本体异常。请拔下插头后，联系您购买产品的销

售店进行维修。

P.57

显示屏上出现这种显示时

■显示部、声音的不良

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

显示屏有水气。 内锅外侧是否有水。 请用干布擦干。 ─

在使用中，显示屏变暗。

当电饭煲本体发热时，有时会有显示屏变暗的情况，但不是故障。 ─

因行动传感器动作而一定时间（约20秒）未操作则会熄灭。

在行动传感器上蒙上手就会亮灯。
P.61

用手罩在行动传感器上触摸面板也

不亮灯。

受周围温度环境的影响，有时即使用手罩在上面也不会亮灯。只要按显示部

位或按键即可亮灯。
P.61

在煮饭中、保温中有声音作响。

“呼—”的声音是风扇运转的声音，并非故障。“吱—”或“叽哩哩哩…”的声

音是IH运转的声音，并非故障。
─

有与“呼—”“吱—”“叽哩哩哩…”

完全不同的声音作响。

请联系您购买产品的销售店进行修

理。
─

发出“噗”“咕咚咕咚”的声音的同时，

从蒸汽孔冒出大量蒸汽。
这是由于沸腾造成，并非故障。 ─

发出与上述完全不同的声音。
请联系您购买产品的销售店进行修

理。
─

煮饭过程中发出“咔咔”的声音。 这是进行压力调节的声音。并非故障。 ─

插入插头时，显示部位上"0 ：00”

闪烁。

如重新插入电源插头，则当前时间、

预约时间、或保温经过时间的记忆是

否会消失。

锂电池没电了。

P.63请联系您购买产品的销售店进行修

理。

虽然锂电池没电，仍可正常煮饭。 P.63

同时按下[Cancel]键和[Timer]键。 正确校准时间。 P.63

语音向导没声音。

按下按键后只响起蜂鸣声时，声音

指南设定为“声音：0”(不向导)。

请将声音指南设定为“声音：1、2、

3”。
P.62

按下按键后未响起蜂鸣声时，请联系您购买产品的销售店进行修理。 ─

语音向导听不清楚。 音量设定变小。 请将音量设定调大。 P.62

■有气味时

故障现象 确认事项 处理方法 参照页次

有塑料等异味。 刚开始使用时，有可能会有塑料的味道，随着使用会减少。 ─
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此时停电后 再次通电时

预约煮饭（预约吸水）中
计时器照原样运转。	 	

在计时器设定的标准时间以下时，立即开始煮饭。

煮饭（清洗）中 继续煮饭（清洗）。

保温中 继续保温。

垫圈类是消耗品。因使用方法而异，但随着使用均会逐渐老化。

当脏污、异味、破损程度比较严重时，请向购买本产品的销售店洽询。

内锅涂覆的氟有可能伴随使用逐渐被消耗、脱落。（参照P.55）

◆	内锅（损伤或出现裂纹时）

内锅各部位上产生龟裂或裂纹、发热体破损等时，应进行更换。

◆	垫圈类（消耗品）

当脏污、异味比较严重、或者破损时，应进行更换。

◆	树脂零件（有损伤时）

受热气或蒸汽喷射的塑胶零部件，并非使用原因也可能发生损坏。

停电后

关于消耗品和单卖品的购买方法

在意锅巴的颜色，或要调整保温温度时，可通过以下步骤变更设定。

※	下述步骤  ～  请分别在30秒以内完成。	

超过30秒未进行任何操作时，会恢复到当前时间显示，无法设定。	

再次设定时，请从头开始重新进行。

※	在煮饭中、保温中、预约煮饭中、预约吸水中，无法变更设定。

※中途进行调整时，请按下[Cancel]键。

◆要调整锅巴的颜色时

即便调查了P.91的内容，调高火力锅巴依然较薄、或调低火力

锅巴依然较厚时，请通过以下步骤调整锅巴的颜色。

※仅可调整「Plain（Rinse-free）」。

◦  按下[Start/Rinse-free]键。

◦   按下[Hour • Min]键，选择锅巴的颜色。	

 每次按[Hour]或[Min]可切换设定数值。

◦  按下[Start/Rinse-free]键。

◦  	按下[Timer]键约3秒以上则确定设定，	

 返回现在时刻显示。

◆要调整保温温度时

即便调查了P.92的内容，依然无法改善饭的气味或变色、干涩

或粘性时，请通过以下步骤调整保温温度。

◦  按下[Start/Rinse-free]键。

◦   按下[Hour • Min]键，选择温度。	

 每次按[Hour]或[Min]可切换设定数值。

◦  按下[Start/Rinse-free]键。

◦  	按下[Timer]键约3秒以上则确定设定，	

 返回现在时刻显示。

◦  按下[Hour • Min]键，设为模式[1]。

◦  按下[Timer]键约3秒以上。

◦  选择「Plain」。

◦  按下[Hour • Min]键，设为模式[2]。

◦  按下[Timer]键约3秒以上。

◦  选择「Plain」。

想调节锅巴的颜色或保温温度时
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规�格
电源 220V	50/60Hz

额定电力（W） 1190

煮饭容量（L）

Eco 0.18 ～ 1.0（1 ～ 5.5杯）

Plain (标准, Hard, Soft) 0.18 ～ 1.0（1 ～ 5.5杯）

Quick 0.18 ～ 1.0（1 ～ 5.5杯）

Mixed 0.18 ～ 0.54（1 ～ 3杯）

Porridge
Hard  0.09 ～ 0.18（0.5 ～ 1杯）

Hard（加入配料时） 0.09（0.5杯）

Soft 0.09（0.5杯）

Sweet 0.18 ～ 0.54（1 ～ 3杯）

Sushi 0.18 ～ 1.0（1 ～ 5.5杯）

Brown
Brown 0.18 ～ 0.63（1 ～ 3.5杯）

Brown 加入或配料时 0.18 ～ 0.54（1 ～ 3杯）

GABA 0.18 ～ 0.63（1 ～ 3.5杯）

外形尺寸＊1（cm）

宽 26.5

长 30.9

高 24.1

产品净重＊1（kg） 7.7

电线长度＊1（m） 1.9

＊1)	为大概数值。

●时钟根据室温、使用方法的不同，每月可能会产生约30秒至120秒的误差。

●1杯＝约0.18L(150g)。
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警告

1
	改造はしない。	
修理技術者以外の人は、	
分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。

7
	定格電圧220V以外では使わな
い。	
火災・感電の原因。

2
	定格 7A以上のコンセントを単独
で使う。
他の器具との併用により、分岐コンセント部が
異常発熱して、発火するおそれ。

7
	電源コードは、破損したまま使わない。	
また、電源コードを傷つけない。
（加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・
引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・
挟み込むなど）火災・感電の原因。

2
	差込プラグにほこりが付着してい
る場合は、よく拭き取る。
火災の原因。

2
	差込プラグは根元まで確実に	
差し込む。
感電・ショート・発火のおそれ。

7
	電源コードや差込プラグが	
傷んだり、コンセントの差し込み
がゆるいときは使わない。
感電・ショート・発火の原因。

2
	電源コードが損傷を受けた場合、
製造業者又はそのサービス代行業
者から入手できる特殊コード又は
組立品と交換しなければならない。

◆…ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の
人々への危害や財産への損害を未然に防止する
ためのものです。安全に関する重要な内容ですの
で、必ずお守りください。
◆…本体に貼付しているご注意に関するシールは、は
がさないでください。

図記号の説明

△記号は、警告、注意を示します。具体
的な注意内容は図記号の中や近くに絵
や文章で表します。b
7記号は、禁止の行為であることを示し
ます。具体的な禁止内容は図記号の中
や近くに絵や文章で表します。7
a記号は、行為を強制したり指示したりす
る内容を示します。具体的な指示内容は
図記号の中や近くに絵や文章で表します。a

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに
生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分して
説明しています。

＊1	重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感
電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治
療に入院・長期の通院を要するものをさします。

＊2	傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない
けがややけど、感電などをさします。

＊3	物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット
などにかかわる拡大損害をさします。

取り扱いを誤った場合、使用者
が死亡または重傷＊1を負うこと
が想定される内容を示します。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者
が傷害＊2を負うことが想定され
るか、または物的損害＊3の発生
が想定される内容を示します。

注意

7
	専用内なべ（土鍋）以外は	
使わない。
過熱、異常動作の原因。

7
	内なべを落としたり、	
かたいものをぶつけるなど、	
強い衝撃を与えない。
けがや破損の原因。

5
	使用中や使用直後に内なべを	
さわるときは、なべつかみなどを
使い、直接手をふれない。
高温になっているため、やけどのおそれ。

末長くご使用いただくためのご注意

●	内なべが傷ついたり割れたり、内なべの
フッ素加工面のふくれやはがれの原因に
なるため、必ず守る。
・調理メニュー以外では調理を行わない。
・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子
レンジなどに使わない。
・カラだきや急に冷やさない。
・白米・無洗米以外のごはん（炊込みなど）を保
温しない。
・内なべの中で酢を使わない。
・付属品か木製品以外のしゃもじを使わない。
・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、か
たいものを使わない。
・内なべにざるなどをのせない。
・内なべに食器類など、かたいものを入れて一緒
に洗わない。
・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいもの
でお手入れしない。
・食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。

●	内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れ
たりした場合は、お買い上げの販売店、ま
たは「連絡先」に記載のタイガーお客様
ご相談窓口でお買い求めください。

●	内なべのフッ素加工は、ご使用にともない
消耗し、はがれることがありますが、人体
には無害で、炊飯や保温性能も問題あり
ません。気になる場合や、変形・腐食した
場合は、お買い求めできます。お買い上げ
の販売店までお問合わせください。

内なべの取り扱いについて
特にご注意ください。

安全上のご注意
ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。
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7
	操作パネルに蒸気があたるような
狭い空間で使わない。
蒸気や熱で、操作パネルの変形や本体の傷み・
変色・変形・故障の原因。
スライド式テーブルでは、
蒸気があたらないように
引き出して使用する。

7
	荷重強度が不足しているスライド
テーブルでは使わない。
落下によるけが・やけど・故障の原因。使用する前
に、荷重強度が充分満足していることを確認する。

7
	水のかかる所や、	
火気の近くでは使わない。
感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。

7
	調圧孔・安全弁・減圧孔が	
目詰まりした状態で使わない。
蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけどやけがの
おそれ。うまく炊けない原因。

7
	内ぶたのツメが折れた状態で使わない。
蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけどやけがの
おそれ。うまく炊けない原因。

7
	カラだきをしない。
故障や過熱、異常動作の原因。

7
	アルミシートや電気カーペットの
上では使わない。
アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因。

7
	吸・排気孔をふさぐような場所や	
室温の高い場所では使わない。
カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。	
感電や漏電、火災・故障の原因。

6
	水につけたり、	
水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれ。

7
	吸・排気孔やすき間に	
ピンや針金などの金属物など、	
異物を入れない。
感電や異常動作によるけがのおそれ。

2
	ふたを閉めるときは、上枠やフッ
ク部付近に付着したごはんつぶ・
米つぶなどを取り除き、「カチッ」
と音がするまで確実に閉める。
蒸気がもれたり、ふたが開いて内容物がふき出
し、やけどやけがをするおそれ。

7
	取扱説明書（COOK	BOOKを含
む）に記載以外の用途には使わない。
調圧孔や安全弁、減圧孔が詰まり、蒸気や内容
物が噴出し、やけどやけがをするおそれ。
〈してはいけない調理例〉
・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
・クッキングシートなどを落としぶた代わりに使用する
・赤飯などで豆類を使用する場合は、別鍋でゆでてから使う
・目詰まりしやすいアマランサスなど、特に小粒の雑穀を入れた炊飯
・ケチャップやトマトソースなどを使用した炊込み

2
	異常・故障時には、直ちに使用を
中止する。
そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。
〈異常・故障例〉
・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常に熱くなる。
・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさいにおいがする。
・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
・内なべが傷ついたり、ひび割れたりしている。
・その他の異常や故障がある。
すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依
頼する。

3
	使用時以外は、差込プラグを	
コンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による
感電・漏電火災の原因。

2
	必ず差込プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火	
するおそれ。

7
	タコ足配線はしない。
火災のおそれ。

2
	取り扱いはていねいに。
落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや
故障の原因。

2
	この商品は、一般家庭用です。
この製品は、家庭内または次のような場所での
仕様が想定されるので注意が必要です。
・店舗、事務所などの給湯室
・農作業施設
・ホテルなどの宿泊設備の客室
・民宿などの簡易宿泊設備の客室

7
	不安定な場所や、熱に弱いテーブ
ルや敷物などの上では使わない。
火災やテーブル・敷物を傷める原因。

7
	壁や家具の近くでは使わない。
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるた
め、壁や家具からは30cm以上はなして使う。
キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸
気がこもらないように注意する。

警告

4
	ぬれた手で、	
差込プラグの抜き差しをしない。
感電やけがをするおそれ。

7
	差込プラグに蒸気をあてない。
火災・感電・発火のおそれ。
スライド式テーブルでは、	
差込プラグに蒸気があたら	
ない位置で使用する。

7
	器具用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
する。
感電やけがの原因。

7
	炊飯中は、絶対にふたを開けない。
内容物がふき出し、やけどやけがをするおそ
れ。やむをえず、ふたを開ける場合は、操作パ

ネルの	Pressure 	表示が消灯し、蒸気が出ない
ことを確認してから開ける。→P.121

7
	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。
やけど・感電・けがをするおそれ。

2
	身体の不自由な人や、使いかたを
充分に理解していない人がこの製
品を使うときは、単独で使わない。
使うときは充分に使いかたを理解
している人が、必ずそばについて
その確認のもとに使うこと。
★やけど・感電・けがをするおそれ。

5
	スチームキャップ・蒸気孔に顔や
手を近づけない。
やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわら
せないように注意する。

安全上のご注意

吸気孔 排気孔
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2
	医療用ペースメーカーなどをお使いの
方は、本製品をご使用の際には専門医
とよくご相談の上お使いください。
本製品の動作により、ペースメーカーに影響を
与えるおそれ。

2
	お手入れは、本体が冷えてから行う。
高温部にふれることによるやけどのおそれ。

7
	本体を丸洗いしたり、本体内部や底
部に水を入れたりしない。
ショート・感電のおそれ。

末長くご使用いただくためのご注意

●	本体内・内なべについた、ごはんつぶ・米つぶ・
こげついたごはんつぶは、必ず取り除く。
蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●	冷めたごはんを、加熱（保温）しない。
故障や火災の原因。

●	炊飯中、本体に布などをかけない。
本体やふたの変形・変色の原因。

●	機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて
おりますが、この穴からまれに虫等が入り故障
することがあります。市販の防虫シートを使用
する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障
した場合は、有償修理になります。お買い上げ
の販売店までお問合わせください。

7
	 IH クッキングヒーターの上では使わない。
故障の原因。

7
	内なべの「MAX」線以上に水を入
れて炊飯しない。
やけどやふきこぼれの原因。

2
	ふたを開けるときは、	
蒸気に注意する。
やけどのおそれ。

5
	使用中や使用直後は、高温部にふれない。
やけどの原因。

7
	炊飯中は本体を移動しない。
やけどやふきこぼれの原因。

5
	本体を持ち運ぶときは、	
フックボタンにふれない。
ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

7
	磁力線が出ているので、	
磁気に弱いものを近づけない。
テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。	
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテー
プ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

各部のなまえと付属品安全上のご注意

蒸気孔

本体

内ぶた着脱ボタン

ふた

放熱板

フック受け

内なべ（土鍋）

上枠

センターセンサー

フックボタン
押すとふたが
開きます。

スチームキャップ
（P.135 参照）

プラグ差込口 大土かまど
●大土かまどは、炊飯直後や
　保温終了後は熱くなっている
　ため、注意してください。
●大土かまどに傷をつけない
　でください。

〈表面〉 〈裏面〉

負圧パッキン

調圧孔

内ぶたパッキン
取りはずしできないので無理に引っ張らない。

内ぶた（P.135参照）

安全弁

減圧孔

調圧ボール

電源コード
差込プラグ
コンセントに差し込む

器具用プラグ
プラグ差込口に差し込む

付属品

しゃもじ 計量カップ おたま COOK BOOK

約1合
（約0.18L＝約150g）

しゃもじ立て
しゃもじ立ての
使いかた

差し込む

（クックブック）

「　　  」線

箱をあけたら、まず確認しましょう
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各部のなまえと付属品

タッチパネルの操作についてタッチパネル

モーションセンサーについて

炊飯ジャー本体に近づくと人の動きを感じてタッチパネルが
点灯します。使用時に必要な情報（操作できるキーのみ）が
点灯します。
一定時間（約20秒間）操作をしないと消灯しますが、モー
ションセンサーの上に手をかざすと点灯します。周囲の温度
環境によっては、手をかざしても点灯しない、または蒸気や
照明などの影響からモーションセンサーがはたらいて点灯
する場合があります。
点灯しない場合は、表示部またはキー部分をタッチしてくだ
さい。

タッチしても反応しないとき

タッチしても反応しないときは、以下の内容を確認して
ください。

◦…差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。
　	差込プラグがコンセントに差し込まれていないと、	
操作できません。

◦…ふたが開いていませんか。
　	ふたが開いているときは、誤作動を防ぐため、すべての
キーが反応しません。操作はふたを閉めてから行ってくだ
さい。

◦…指以外のものでタッチしていませんか。
　必ず指で直接キーをタッチしてください。

◦…メニューとメニューの間をタッチしたり、同時に二つ
以上のキーをタッチしていませんか。

　	誤作動を防ぐため、同時に二つ以上のキーをタッチしたと
きは、反応しません。

◦…操作部以外をタッチしていませんか。
　	操作部以外をタッチした場合、操作できません。

音について

炊飯中・保温中にする下記の音は、異常ではありません。
●「ブーン」という音（ファンが作動している音）
●「ジーッ」や「チリリリ…」という音（IHが作動している音）
●「プシュー」や「ボコボコ」という音（沸とうによる音）

時刻の確認

	時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないとき
は、現在時刻に合わせてください。　  P.113

リチウム電池について

リチウム電池については、  P.113 を参照してくださ
い。

ご注意
タッチパネル（操作部）にシールを貼ったり、マジックやペン
で印を書き込まない。反応が鈍くなる原因となります。
モーションセンサーに汚れやおねばがつくと反応しない場
合があります。よくふき取ってください。

タッチパネルについて

	以下の場合、キーが反応しないことがあります。
◦	タッチをする間隔が短い
◦	指やキーがぬれたり、汚れている
◦	周囲の温度や湿度、近くの電気製品の動作状態による影
響を受けている
◦	キーを強くタッチしている

（例）「Plain」を選んだ場合の表示です。

1

2

3
4
5

7

8

9

11
12

13

14

10

6

※表示部に、一時的に静電気によるにじみ現象が出る場合がありますが、故障ではありません。

説明のためにすべての表示を表記しています。

1HeatSettingキー
「Plain」「Mixed」選択時、火かげんを選択するときにタッ
チします。３段階まで調節できます。

2AudioGuideキー
音声でわかりやすく操作を説明します。

3KeepWarmキー
●炊飯後に保温するかを選びます。
　3段階（KeepWarm Off、KeepWarm On、
　KeepWarm 6Hours）の選択ができます。
●再度保温するときの「Immediate」が選択できます。

4RiceTextureキー（Hard/Soft）
「Plain」選択時、仕上りを選択するときに使用します。3
段階まで調節できます。

5時計アイコン
時刻設定をするときに使用します。

6Motion Sensor
人が近づくとタッチパネルが点灯します。

7Timerキー
炊きあがり時の予約時間を選ぶときにタッチします。
４段階（Timer１、Timer２、Timer３、Timer Soak）の選択ができます。

8メニューキー
炊きたいごはんのメニューを表示します。
直接炊きたいごはんのメニューを選択して炊飯できます。

9Back・Nextキー
メニューを選択するときに使用します。

10Hour・Minキー
音声ガイドの音声の選択や炊きあげ時刻または現在時刻の
設定などを設定するときに使用します。

11メニューアイコン
アイコンを押すと、メニューを選択できます。

12時計表示部
時計アイコンをタッチしてから直接数字をタッチすると、時
刻設定できます。

13Cancelキー
選択や設定した内容を取り消すときに使用します。

14Start/Rinse-freeキー
炊飯開始や無洗米の選択、各種設定（時刻設定や音声ガ
イドの設定など）の確定時に使用します。

表示部
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音声でわかりやすく操作をガイドします。

●音声ガイドを取り消すときは	
　「Cancel」キーをタッチする。

「AudioGuide」キーを約1秒
以上タッチする
音声ガイドの設定表示になります。
初期設定は、音声タイプ：ブザー音、音量：中で設
定されています。

1

「Back・Next」キーを繰り返
しタッチして言語を選ぶ

「Hour・Min」キーを繰り返
しタッチして選ぶ
●…音声タイプを選ぶときは
　「Hour」側を繰り返しタッチする。

●音量を選ぶときは
　「Min」側を繰り返しタッチする。

（時計アイコン）をタッチする

「Hour・Min」キーが表示され、時刻表示部が点灯
します。

点灯

時刻合わせを途中でやめるときは、
「Cancel」キーをタッチしてください。

「Start/Rinse-free」キーを
タッチする
設定が終了します。

2

3

2

4
表示 言語
1 English
2 Chinese

表示 音声 お知らせ音
0 なし ブザー音
1 あり ブザー音（初期設定）
2 あり メロディ1
3 あり メロディ2

◦	表示部の「数字」をタッチしても選択できます。

表示 音量
1 小
2 中（初期設定）
3 大

◦	表示部の「数字」をタッチしても選択できます。

音声ガイドを繰り返し聞く

もう一度、「AudioGuide」キーをタッチしてください。

音声ガイド設定を終了して、次の操作を行うまでは、
「AudioGuide」キーをタッチすると、同じ内容を繰り
返し聞くことができます。

差込プラグをコンセントに 
差し込む

「Start/Rinse-free」キーを
タッチする

「Hour・Min」キーが消えます。
時刻設定は完了です。

「Hour・Min」キーを繰り返し
タッチして現在の時刻に合わ
せる
例：	9	時３５分から１０時３６分に設定する

1	「Hour」側を繰り返しタッチして「10」にする
2	「Min」側を繰り返しタッチして「36」にする
　　タッチし続けると早送りができます。

●	時刻表示の数字をタッチしても時刻の設定がで
きます。タッチし続けると早送りができます。

1 4

3

リチウム電池について

●	リチウム電池の寿命は、差込プラグを抜いた状態で
　4～5年です。
●リチウム電池の容量がなくなると、時刻表示の「0:00」が
点滅します。
　通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経
過時間の記憶が消えてしまいますので、もう一度、現在時
刻の設定を行う必要があります。
●リチウム電池は、ご自身での交換はできません。
　新しいリチウム電池の交換は有償となりますので、お買い
上げの販売店までお問い合わせください。

ご注意
次の操作中は時刻合わせはできません。
炊飯中、保温中、予約炊飯中、予約吸水中。

時刻表示は、24時間で表示されます。本体にはリチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜い
ても、現在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続けます。

ご使用の前に

点滅

点滅

1音声ガイドを使う 2表示部の時刻を合わせる

点滅

点滅
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メニューの特長 ○：選択可能　ー：不可

炊飯のポイント

具を入れて炊く
●	1カップに対して具は約70g以下にする。
●	調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせる。
●	調味料はよく混ぜてください。具は混ぜ込まないでください。うま
く炊けなかったり、こげつく原因となります。
●	具を入れて炊く場合は、下表のように最大炊飯量は必ず守ってください。

メニュー 最大炊飯容量
Mixed 3合以下
Sweet 3合以下
Porridge 0.5合
Brown 3合以下

●	最初に水加減してから具を入れてください。具を入れてから水加
減すると、炊きあがりがかたくなります。
●	ピラフなど水分が少なく、油分の多いメニューにしょう油、みりんを
入れすぎると、内なべがこげつくなど損傷するおそれがあります。

おこわを炊く
●	洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水面から上に出ないよ
うに平らにして炊いてください。炊きあがりは、浸水時間が短い
とかため、長いとやわらかめになります。

玄米に白米を混ぜて炊く
●	先に玄米だけを1～2時間つけおきして吸水させる。
●	玄米が多い場合は「Brown」を選んで炊いてください。
●	白米と同量、または白米が多い場合は「Plain」を選んで炊いて
ください。

玄米おかゆを炊く
●	玄米おかゆを炊く場合は「Porridge」を選び、「９０分」に設定
して炊いてください。

胚芽米を炊く
●	胚芽米は、「Plain」を選んで、満量より少なめに炊いてくださ
い。満量で炊くと、ふきこぼれの原因となります。

雑穀を白米に混ぜて炊く
●雑穀は「Plain」を選んで火かげん弱で炊いてください。
●	雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。最大炊飯容量は3
合以内。
●	雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込むとうまく炊け
ない場合があります。

発芽玄米を炊く
●	発芽玄米だけや発芽玄米に白米を混ぜて炊くときは、「Plain」
を選んで炊く。

長粒米を炊くとき
●	長粒米を炊く時は「Quick」メニューを選んでください。

ご注意
圧力炊飯の場合、炊飯中に圧力を調整するため、突然、蒸気
量が多くなるので注意する。	やけどやけがのおそれ。

火かげん 仕上り 無洗米 保温
予約	
（吸水）

圧力
炊飯

内　　　容

Plain ○ ○ ○ ○ ○ ○ 白米（無洗米）の甘み、うまみや粘りを引き出して炊くときに選びます。また、火かげ
んでおこげの濃さを調整できます。

Quick － － ○ ○ － ○ 白米（無洗米）を早く炊くときに選びます。「Eco」、「Plain」を選んだときに比べて、
炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。

Sushi － － ○ ○ ○ ○ すしめしを炊くときに選びます。ごはんの粘りを抑えたかためのごはんが炊きあがり
ます。

Mixed ○ － ○ △ － ○ 炊込みごはんを炊くときに選びます。また、火かげんでおこげの濃さを調整できます。
Sweet － － － △ － － おこわを炊くときに選びます。

Eco － － ○ ○ ○ ○ 白米（無洗米）を炊くときに選びます。「Plain」メニューと比べて、少しかためになり
ますが、少ない消費電力量（約14～36％削減）で炊くことができます。

Porridge － － ○ ○ ○ － おかゆを炊くときに選びます。
Brown － － － △ ○ ○ 玄米を炊くときに選びます。

GABA － － － △ ○ ○
玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます（「Brown」よりも炊飯時間を
長くして炊きあげます）。また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ（ガンマｰア
ミノ酪酸）を「Brown」に比べて増やします。

△	:	自動的に保温になりますが、ごはんのおいしさが損なわれる
　　ので保温しないでください。
　　炊飯容量は、　  P.116
仕上り：ごはんをお好みの「ねばり加減」に選んで仕上り調整ができます。

メニュー
機能

3メニューの特長と炊飯のポイント

基本の手順

ごはんを炊く
メニューの選択方法について
メニューを選択する場合、以下の3つの方法があります。
このページ以降の説明では、「Back・Next」キーの操作
方法で説明していきます。

1…「Back・Next」キーをタッチする。

「Back・Next」キーをタッチすると、連動して
メニューまたはアイコンが切り替わります。

●「Next」をタッチすると下記の順に切り替わります。

●「Back」をタッチすると下記の順に切り替わります。

3…メニューアイコンをタッチする。

2…メニューキーをタッチする。

計量カップでお米をはかり、 
お米を洗う

 　  P.116

1

水加減して、内なべを本体に
セットする

 　  P.119

2

ごはんを炊く
	 　  P.120
3

炊きあがったら、10分以内を
目安にごはんをほぐす

	 　  P.124

4

煮込み料理などを作る─調理
	 　  P.130
6

予約炊飯と予約吸水

…●予約炊飯（食べたい時刻に炊きあげる）

		  P.126

…●予約吸水（お米に水を吸わせてから炊く）

		  P.128

5

お使いになる前に使う部品を
水洗いする 　  P.134

内なべ、内ぶた、スチームキャップ、しゃもじ、
しゃもじ立て、計量カップを水洗いする。

メニューアイコンの種類

Mixed

GABA

SlowCook

PlainQuick

Sushi

Brown

Porridge

Sweet Eco

点滅

点滅

点滅

Sushi

BrownGABA

Quick
Slow
Cook Eco

Mixed Sweet

Porridge

Plain

Sushi

BrownGABA

Quick
Slow
Cook Eco

Mixed Sweet

Porridge

Plain
●無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。
●「Eco」を選んで炊いたときは、内ぶたにつゆが多くつく場合があります。
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1計量カップでお米をはかり、お米を洗う

計量カップ（付属）でお米を 
はかる
すりきり1杯（1カップ）で約1合（約0.18L）です。
必ず計量カップを使って、正しくはかってください。
計量米びつなどを使うと、誤差がでることがありま
す。
指定の炊飯容量以外で炊かないでください。

1 良いお米・保管場所を選ぶ

●	精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選
ぶことをおすすめします。
●	保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に保管して
ください。

無洗米を炊くとき

●	無洗米も付属の計量カップではかります。
●	無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむ
ように、底からよくかき混ぜます。上から水を入れた
だけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因
となります。
●	水を入れて白くにごるときは、1～2回水を入れ替
えてすすぐことをおすすめします。白くなるのは米
のでんぷん質でぬかではありませんが、そのまま炊
くと、こげすぎたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原
因となります。

1回で炊飯できるお米の量

Plain 0.18～1.0	
（1～5.5合）

Quick 0.18～1.0	
（1～5.5合）

Sushi 0.18～1.0	
（1～5.5合）

Mixed 0.18～0.54	
（1～3合）

Sweet 0.18～0.54	
（1～3合）

Eco 0.18～1.0	
（1～5.5合）

Porridge

Hard 0.09～0.18	
（0.5～1合）

Hard
（具を入れたとき）

0.09	
（0.5合）

Soft 0.09（0.5合）

Brown
Brown 0.18～0.63	

（1～3.5合）
Brown
（具を入れたとき）

0.18～0.54	
（1～3合）

GABA 0.18～0.63	
（1～3.5合）

良い例

悪い例

お米を洗う 
（内なべで洗米できます）
内なべにお米を入れ、たっぷりの水を1度に加え
て、さっとかき混ぜすばやく水をすてます。
なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わない
ように手早く洗います。

2 お米をとぐ 

水のにごりが少なくなるまで2～3回水を入れ替え
てすすぎます。
洗米が不十分だと、内なべの底がこげる場合があ
ります。

3

ご注意

お湯（約35度以上）で洗米しないでください。
ごはんがうまく炊けない原因となります。

（さっとかき混ぜる） （すばやく水をすてます）

ご注意
目詰まりしやすいアマランサスなど特に小粒の雑穀を混
ぜて炊かないでください。
調圧孔や安全弁・減圧孔が目詰まりし、蒸気もれ、ふきこぼ
れによる、やけどやけがのおそれがあります。
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2水加減して、内なべを本体にセットする

水加減する 

1	内なべを水平に置き、お米を平らにな
らします。

2	内なべ内側の各メニューの目盛に合わ
せて水加減をします。

例：3カップの白米を炊くときは、「Plain」
の目盛「3」に合わせる。

1

お米は平らにならす
1

2

水加減の目安

水加減するときに、以下の基準の目盛より水量を減らした
り、増やしたりする場合、1/3目盛以上の増減は避けてくだ
さい。ふきこぼれ等の原因になります。

メニュー 水加減	
（内なべの目盛に合わせる）

Plain
「Plain」の目盛。

Quick
Sushi 「Sushi」の目盛。
Mixed 「Plain」の目盛。

Sweet

もち米と
うるち米

「Plain」と「Sweet」の目盛の
間。

もち米 「Sweet」の目盛。

Eco 「Eco」の目盛。

Porridge

全がゆのときは、
「Porridge・Hard」の目盛。
五分がゆのときは、
「Porridge・Soft」の目盛。

Brown・GABA 「Brown」の目盛。

◦	無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
◦	雑穀米・発芽玄米・胚芽米・分づき米は、「Plain」の目
盛を目安に少し多めに入れます。
◦	発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減などの記載があ
るときは、その内容に従い、お好みで水加減をしてくださ
い。
◦	長粒米は「Plain」の目盛を目安に入れます。
◦	玄米がゆは、「Porridge」の目盛を目安に入れます。

ご注意

お湯（約35度以上）で水加減をしないでくださ
い。ごはんがうまく炊けない原因となります。

内なべの目盛について

内なべの目盛は目安です。
お好みに合わせて調節し、ご家庭で炊くごはんのかたさやお
こげの具合をお試しください。

内なべ、本体内側や内ぶたの
水滴・米つぶをふき取り、目詰
まりを確認する

2 内なべを本体にセットし、 
ふたを「カチッ」と音がするま
で両手で確実に閉める

3

ご注意

●	上枠、フック受け付近や、内ぶたに付着したご
はん粒や米つぶなどは必ず取り除いてくださ
い。　  P.135

●	ふたが閉まらなくなったり、炊飯中の蒸気もれ
や、ふたが開いて内容物がふき出したり、湯が
飛び散るおそれがあり、やけどやけがの原因と
なります。

ご注意

●	圧力式炊飯器は、内なべ内部の密閉度が高いた
め、ふたが閉まりにくい場合があります。必ず
ふたが確実に閉まっていることを確認してく
ださい。
●	ふたを閉めるときは、操作キーをタッチしない
ように注意してください。
●	内ぶたがセットされていないとふたが閉まり
ません。

底パッキン

本体内側

内ぶたパッキン

内ぶた

上枠

保護枠パッキン
（取りはずしできないので、
無理に引っぱらない。）

センターセンサー

フック受け 大土かまど
（保護枠）

調圧孔

安全弁

ツメ
つまみ

減圧孔
（負圧パッキン）

内ぶた
内なべ

閉める

セットする

2

1 カチッ

はずしかたや、つけかたは、　  P.137

本体内側／内ぶたの確認

内なべの確認
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3ごはんを炊く

差込プラグをコンセントに 
差し込む1

「Back・Next」キーをタッ
チして、炊きたいごはんのメ
ニューを選ぶ
あらかじめメニューが選ばれている場合は、メ
ニュー選択の必要はありません。

2

「HeatSetting」キーを繰り
返しタッチして選ぶ
※「Plain」、「Mixed」のみ

3

「RiceTexture」キーを繰り
返しタッチして選ぶ
※「Plain」のみ

4

「KeepWarm」キーを繰り返
しタッチして選ぶ5

ご注意

「KeepWarm	On」表示が点灯している場合は、
「Cancel」キーをタッチして、消灯させます。

●保温コースは、前回の選択を記憶していますの
で、前回と同じ保温コースの場合は保温選択の
必要はありません。
●初期設定は、「Eco」が「KeepWarm	6Hours」、
その他のメニューが「KeepWarm	On」です。
●ここでは「Immediate	KeepWarm」を選ばな
いでください。炊飯ができなくなります。

点滅

点滅

(Normal) (Soft) (Hard)

Immediate 
KeepWarm

Keep Warm
On

Keep Warm
Off

Keep Warm 
6Hours

「Start/Rinse-free」キーを
タッチする
炊飯が始まり、表示部に残り時間が表示されます。

「Porridge」を選んだ時は
「Hour・Min」キーをタッチ
して調理時間を合わせる

●「Hour」キーをタッチするごとに5分ずつ増え、
「Min」キーをタッチするごとに5分ずつ減ります。
●40分～90分まで5分単位で設定できます。
●初期設定は60分に設定されています。お好みで
時間を調整してください。
●玄米がゆを炊く場合は９０分に設定してください。

「Start/Rinse-free」キーを2回タッチします。
表示部に「Rinse-free」が表示されます。

●設定は「Eco」「Plain」「Quick」「Porridge」
「Mixed」「Sushi」のみです。
●無洗米を取り消すときは、「Rinse-free」が
表示されてから約20秒以内に、再度「Start/
Rinse-free」キーをタッチします。

2回タッチ

7

6

炊飯時間の目安

Plain（標準） 43～61分
Plain（Hard） 40～62分
Plain（Soft） 43～62分
Quick 29～44分
Sushi 39～52分
Mixed 44～57分
Sweet 28～38分
Eco 54～64分
Brown 1時間21分～1時間38分
GABA 4時間31分～4時間42分

●すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。電圧は
220V、室温と水温は23度、水加減は標準水位です。
●無洗米を選んだ場合は、目安の時間よりも約1～5分長く
なります。
●炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・予約などにより、
多少異なります。

圧力についてのご注意
圧力がかかり始めると圧力表示が点灯します。圧力が開放
されると、圧力表示は2分後に消灯します。

1	スチームキャップの近くに人がいないことを確
認する。

2	「Cancel」キーをタッチして、炊飯を中止する。
●蒸気孔から高温の蒸気が勢いよく出ますので注意し
てください。
●「Cancel」キーをタッチした直後にふたを開けると、
やけどをするおそれがあります。

3	約2分間待ち、圧力表示が消灯してから、蒸気
が出ないことを確認する。

4	フックボタンを押す。
　	炊飯を続けるときは「2水加減して、内なべを
本体にセットする」からやり直す。	  P.118 

この場合、一度炊飯を中止することになりますので、炊
飯時間が長くなったり、うまく炊けない場合があります。

無洗米の場合の設定 ●圧力が表示されているときは、ふたを開けない。
●内容物がふき出し、やけどやけがをするおそれ。
●炊飯中は蒸気孔に顔や手を近づけない。
●蒸気孔から大きな音とともに勢いよく蒸気が出るた
め、やけどやけがをするおそれ。

炊飯中にやむをえず、ふたを開閉するときは内容物が
ふきだし、やけどやけがをするおそれ。

炊飯を中止するとき

「Cancel」キーをタッチします。

炊飯中にやむをえず、ふたを開閉するとき

必ず下記の手順で行う。

本体に内なべをセットしていないときの警告音について

内なべをセットしない状態で、「Start/Rinse-free」をタッチま
たは「Immediate」を選択すると、お知らせ音でお知らせし
ます。

警 告

警 告

火かげん弱（	 	） 標準の火かげんで、薄くおこげがつきます。
火かげん中（	 	） 上記に比べて、濃くおこげがつきます。

火かげん強（	 	） しっかりおこげがつきます。

●メニューの「Plain」、「Mixed」で火かげんの選択でお
こげをつけることができます。
※最小炊飯容量（P.116、150参照）で炊いた場合、火か
げん強でもおこげがつきにくい場合があります。
※火かげん強でおこげが薄い場合や火かげん弱にしても
おこげが濃くつく場合にはP.148の手順でおこげの調
整を行ってください。
※炊込みは火かげん弱でもおこげがつく場合があります。

火かげんについて

Hard	（ ） カレー、チャーハンに合う、粘りを抑えたしゃっき
りとしたごはんが炊きあがります。

Normal	（ ） 標準の炊き方です。
Soft	（ ） 標準に比べてねばりが多く炊きあがります。

仕上りについて

1炊飯後の保温の種類を選ぶ

2「Start/Rinse-free」キー	
をタッチして決定する

5分増える 5分減る
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4ごはんが炊きあがったら

ごはんが炊きあがると、お知ら
せ音が鳴り、自動的に保温する
保温中は「KeepWarm	On」が表示されます。
●	保温には、「KeepWarm	On」、「KeepWarm	
6Hours」、「KeepWarm	Off」があり、それ
ぞれ選択することができます。	
「Eco」「Plain」「Quick」「Brown」	
「Porridge」「Sushi」「GABA」のみ選択で
きます。
●	保温中は「KeepWarm	On」または
「KeepWarm	6Hours」の表示が点灯しま
す。
●	保温経過時間は「Mixed」「Sweet」「Brown」
「GABA」も表示されます。

1

点滅

点滅

6時間経過後

点滅

■「KeepWarm	Off」を選んだとき
そのままにしておくと、におい、ベタつき、腐敗などの原因と
なるため、すぐに取り出してください。

ご注意
●	保温中に内なべを持ち上げないでください。保温が取り
消されることがあります。
●	保温を取り消さずに差込プラグを抜かないでください。
次に炊飯するときに「KeepWarm	On」が表示され、炊
飯できません。

■「KeepWarm	6Hours」を選んだとき
炊きあがってから6時間経過すると、保温が切れます。その
ままにしておくと、におい、ベタつき、腐敗などの原因となる
ため、すぐに取り出してください。

「KeepWarm…On」を選択しているとき

「KeepWarm	On」が表示されます。
アイコンをタッチしているときは、保温経過時間（0～24時
間）が表示されます。	
※24時間を越えると「24」が点滅します。

「KeepWarm…Off」を選択しているとき

炊きあがり後、保温はしません。「KeepWarm	Off」が表示
され、選択したメニューが点滅します。

（例：Ecoの場合）

「KeepWarm…6Hours」を選択しているとき

炊きあがり後6時間で保温は切れます。
「KeepWarm	6Hours」が表示されます。
アイコンをタッチしているときは、残りの保温時間（6～1時
間）が表示されます。
設定時間経過後はメニューが点滅します。

「Porridge」を選択して、追加加熱をする場合

●	「Porridge」で具材を追加したり、調理時間が足りない
場合は、「KeepWarm	On」が表示されている状態で
「Hour」キーをタッチして、追加の調理時間を合わせて
[Start/Rinse-free]キーをタッチしてください。1分単位
で最大15分を3回まで追加できます。
●	追加加熱をする前に「Cancel」を押さないでください。
●	追加加熱をする場合は先によくかき混ぜてください。ごは
んがこびりつくおそれがあります。

おいしく保温するために

●	24時間以上の保温はしないでください。
●	におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や内なべ
の腐食などの原因になるため、下記のような保温は
しないでください。
　◦	白米・無洗米以外のごはん（炊込みなど）の保温
　◦	冷やごはんの保温、つぎ足し
　◦	しゃもじを入れたままの保温
　◦	コンセントを抜いての保温
　◦	最小炊飯量以下の保温（1合）
　◦	内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがつい
たままの保温

　◦	ごはんをドーナッツ状にした保温
　◦	選択した時間以上の保温
●	少量のごはんの保温は、内なべの中央に寄せ、早め
にお召しあがりください。

●	12時間以上の予約炊飯はしないでください。
●	ご使用環境の厳しい状況の場合（寒冷地や周囲の
温度が高い場合など）は、早めにお召しあがりくださ
い。
●	ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早めにお
召しあがりください。

おこげについて

●炊きあがったごはんにはおこげがありますので、ご
はんをほぐしたとき、おこげが混ざることがありま
す。
●炊きあがったときは香ばしいおこげも、保温時間の
経過とともに水分を吸ってやわらかくなり、おこげの
風味が損なわれます。

ご注意

●	白米・無洗米以外のごはん（炊込みなど）を炊
いたとき「Cancel」キーをタッチして、保温を
取り消してください。
●	おかゆはそのままにしておくと、のり状になり
ますので早めにお召し上がりください。
●	火の通りにくい具はあらかじめ火を通してか
ら追加してください。
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炊きあがったら、すぐにごはんを
ほぐす

ごはんをすぐにほぐすことで、余分な水分を蒸発さ
せる。
※	土鍋の高い蓄熱性により、ごはんの表面に結露
が生じる場合があります。

3 使い終わったら

1	「Cancel」キーをタッチする
2	差込プラグを抜き、器具用プラグをは
ずす。

使った後は、お手入れしてください。
 P.134 

4

つゆが
たまる部分
（上枠）

内なべ

再度保温するとき

「KeepWarm	Off」または「KeepWarm	6Hours」
から「KeepWarm	On」（連続保温）に変更すると
きは、以下の手順で行ってください。

※	保温中に「Cancel」キーをタッチしたときなど、
保温を取り消した後に再度保温するときは、上
記2、3を行ってください。

2「KeepWarm」キ ーをタッチし、
「Immediate」を選ぶ

1「Cancel」キーをタッチする

3「Start/Rinse-free」キーをタッチし、
決定する

ご注意
●	ふたを閉めるときは、操作キーを押さないよう
に注意してください。
●	前回選んだメニューと保温の種類は記憶され
ます。

ご注意
●	炊きあがったごはんをほぐすときは、内なべの
側面にごはんつぶが付着しないようにごはん
をならす。土鍋の蓄熱性により、側面に付着し
ているごはんつぶが保温中に乾燥する原因。

ふたを開ける2

1	蒸気孔から蒸気が出ていないことを確
認する。

2	 Pressure 	表示が消灯していることを
確認する。

3	フックボタンを押してふたを開ける。

蒸気孔フックボタン

4ごはんが炊きあがったら

ふたを開けるときは、必ず以下の手順で行う。
内容物がふきだし、やけどやけがをするおそれ。

警 告

側面に付着しない
ようにならす

乾燥する

●	炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上
枠や外に流れ落ちたときは、必ずふき取ってく
ださい。
　メニューによっては、つゆが多くつく場合があり
ます。
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5予約炊飯と予約吸水
　食べたい時刻に炊きあげる [予約炊飯]

表示部の現在時刻が正しいこ
とを確認する
時刻が合っていない場合は時刻を合わせてくださ
い。　  P.113

炊飯後、保温するかしないかを
選ぶ　  P.120

「Porridge」を選んだ時は
「Hour・Min」キーをタッチし
て調理時間を合わせる

●「Hour」キーをタッチするごとに5分ずつ増え、
「Min」キーをタッチするごとに5分ずつ減ります。
●40分～90分まで5分単位で設定できます。
●初期設定は60分に設定されています。お好みで
時間を調整してください。
●玄米がゆを炊く場合は「Porridge」を選び、
「９０分」に設定して炊いてください。

5分増える 5分減る

1

2
3

「Back・Next」キーで、炊き
たいごはんのメニューを選ぶ6メニュー タイマーセットの目安時間

Plain（Rinse-free） 1時間10分以上
Sushi（Rinse-free） 1時間　5分以上
Eco（Rinse-free） 1時間15分以上
Porridge（Rinse-free） 調理時間	＋	1分以上
Brown 1時間45分以上
GABA 4時間50分以上

●メニューの「Quick」、「Mixed」、「Sweet」、
　「SlowCook」では予約できません。
●タイマーセットの目安時間未満で設定した場
合はタイマーセットした時間に炊きあがらな
い場合があります。

「Timer」キーを繰り返しタッ
チして、予約炊飯を選ぶ
表示部には予約炊飯できるメニューと、前回設定し
た予約時刻が表示されます。

点滅

点滅

4

「Hour・Min」キーをタッチし
て、炊きあげたい時刻を合わせ
る
「Hour」側は1時間単位、「Min」側は10分単位
で合わせることができます。
「Hour」または「Min」を早送りするときは、キー
をタッチし続けてください。

火かげんまたは仕上りを選ぶ
※「Plain」のみ

7

5

「Start/Rinse-free」キー
で予約完了

「Start/Rinse-free」キーをタッチする

点灯

点灯

	
「Start/Rinse-free」キーを2回タッチします。

メニューは、「Eco」、「Plain」、「Porridge」、「Sushi」
です。

点灯

点灯
2回タッチ

8

例：13時30分に合わせた場合、13時30分に炊
　きあがります。

無洗米を取り消すとき

「Rinse-free」が表示されてから約20秒以内に、
再度「Start/Rinse-free」キーをタッチする。

予約を取り消すとき

「Cancel」キーをタッチします。

点滅

点滅

点滅

点滅

予約は3通りの設定が記憶できます。よく使う時刻
を記憶させると便利です。	
例えば､	【Timer1】を朝食用、【Timer2】を夕食用、
【Timer3】を休日用に設定できます。

ご注意

12時間を超えて予約しないでください。腐敗の
原因となります。

無洗米以外の場合の予約完了

無洗米の場合の予約完了

メニューの「Plain」の選択により「RiceTexture」
キーが表示しますので、キーを繰り返しタッチして
仕上りを選択してください。　  P.120

メニューの「Plain」の選択により「HeatSetting」
キーが表示しますので、キーを繰り返しタッチして
火かげんを選択してください。　  P.120

仕上りを選ぶ

火かげんを選ぶ
	時刻表示の数字をタッチしても炊きあげたい時刻の
設定ができます。タッチし続けると早送りができます。

お知らせ音が鳴った場合は、予約できません。

下記の内容を確認してください。
表示部に「0：00」が点滅している状態で「Timer」キーを
タッチした。

	現在時刻に合わせてください。　  P.113

※「Timer」キーをタッチしてから、約30秒間何もしない場
　合もお知らせ音が鳴りますが、続けて予約できます。

メニュー別のタイマーセットの目安時間



基本の手順
ごはんを炊く

128 129

日
　
　
本
　
　
語

　お米に水を吸わせてから炊く [予約吸水]

「Timer」キーを繰り返しタッ
チして、予約吸水を選ぶ
表示部には予約吸水できるメニューが表示されま
す。

点滅

点滅

3 「Hour・Min」キーをタッチし
て、お米を水に浸す時間を合わ
せる
「Hour」側をタッチするごとに10分ずつ増え、
「Min」側をタッチするごとに10分ずつ減ります。

6
例：20分に合わせた場合は20分後に炊きはじめ
　ます。

点滅

点滅

予約を取り消すとき

「Cancel」キーをタッチします。10～60分まで10分単位でセットできる

炊飯開始までの時間（10～60分）をセットすると、
設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

無洗米を取り消すとき

「Rinse-free」が表示されてから約20秒以内に、
再度「Start/Rinse-free」キーをタッチします。

「Back・Next」キーで、炊き
たいごはんのメニューを選ぶ4

メニューの「Quick」、「Mixed」、「Sweet」、
「SlowCook」では予約できません。

点滅

点滅

5予約炊飯と予約吸水

「Start/Rinse-free」キー
で予約完了

「Start/Rinse-free」キーをタッチする。

点灯

点灯

「Start/Rinse-free」キーを2回タッチします。
メニューは、「Eco」、「Plain」、「Porridge」、「Sushi」
です。

点灯

点灯

2回タッチ

7
無洗米以外の場合の予約完了

無洗米の場合の予約完了

	浸す時間を直接タッチしても設定できます
タッチし続けると早送りができます。

火かげんまたは仕上りを選ぶ
※「Plain」のみ5

メニューの「Plain」の選択により「RiceTexture」
キーが表示しますので、キーを繰り返しタッチして
仕上りを選択してください。　  P.120

メニューの「Plain」の選択により「HeatSetting」
キーが表示しますので、キーを繰り返しタッチして
火かげんを選択してください。　  P.120

仕上りを選ぶ

火かげんを選ぶ

炊飯後、保温するかしないかを
選ぶ　  P.1201

「Porridge」を選んだ時は
「Hour・Min」キーをタッチし
て調理時間を合わせる

●「Hour」キーをタッチするごとに5分ずつ増え、
「Min」キーをタッチするごとに5分ずつ減ります。
●40分～90分まで5分単位で設定できます。
●初期設定は60分に設定されています。お好みで
時間を調整してください。
●玄米がゆを炊く場合は「Porridge」を選び、
「９０分」に設定して炊いてください。

5分増える 5分減る

2

お知らせ音が鳴った場合は、予約できません。

下記の内容を確認してください。
表示部に「0：00」が点滅している状態で「Timer」キーを
タッチした。

	現在時刻に合わせてください。　  P.113

※「Timer」キーをタッチしてから、約30秒間何もしない場
　合もお知らせ音が鳴りますが、続けて予約できます。



基本の手順
ごはんを炊く

130 131

日
　
　
本
　
　
語

6煮込み料理などを作る─調理

材料を下ごしらえして、内なべ
に入れ、ふたを閉める

差込プラグをコンセントに差し
込む1 2

「Back・Next」キーをタッチ
して、「SlowCook」を選ぶ
タッチするごとにメニューが順に切り替わ
ります。

点滅

3

材料は、内なべの「Plain」の目盛を目安に入れる。
最大量より多かったり、最小量より少ないと、うまく調理
できなかったり、ふきこぼれる原因となります。

「Plain」の目盛

最大量 最小量

5.5以下 2以上

調理する材料の量の目安

調理の特長

1度沸とうさせてから、約95度の一定の温度で加熱
します。煮物、煮込み料理全般に適します。

■	メニュー例
肉じゃが、豚の角煮など

■	調理してはいけないメニュー例
●	ノリ状になる「カレーやシチューのルー」などの調理
●	急激に泡の出る「重そう」などを使う調理
●	市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調
理
●	ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理
●	調圧孔をふさぐおそれのある皮のついたトマトや葉
物野菜の調理
●	調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート、アル
ミ箔、ラップを使った調理
●	分量の増えるねりものや「煮豆」などの豆類、めん
類の調理
●	多量の油を入れる調理

炊飯ジャーで本格的なクッキングができます。
肉じゃがや豚の角煮など色々なメニューを作ることができます。

詳しい調理のしかたについて

別冊の	COOK	BOOK（クックブック）を参照する。

調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よくかき混ぜて
から調理する。

だし汁やスープで煮込むとき

だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめる。

かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れる。

ご注意
●	別冊の	COOK	BOOKで紹介しているレシピ以外の調
理はしない。煮物、煮込み以外の調理（焼き物やケーキ・
パンづくり）をすると、内なべがこげつくなど損傷する
おそれがあります。
●	ふたを閉めるときは、操作キーを押さないように注意し
てください。
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「Hour・Min」キーをタッチし
て、調理時間を合わせる
「Hour」キーをタッチするごとに5分ずつ増え、
「Min」キーをタッチするごとに5分ずつ減ります。
調理は5～120分まで5分きざみで設定できます。
キーをタッチし続けると、早送りができます。

4

「Start/Rinse-free」キーを
タッチする（調理開始）
残時間を	1	分ごとに表示します。

5

できあがったら、お知らせ音が
鳴り、自動的に保温する
保温中は、「KeepWarm	On」が表示されます。
「0	Hour」が表示します。

使い終わったら、「Cancel」
キーをタッチして、差込プラグ
を抜き、器具用プラグをはずす
調理後は、必ずその日のうちに洗浄する。　　

	P.139

6 7

点滅

点灯

点灯

「0 Hour」が表示

点灯

調理の保温について

調理が終わると、そのまま保温を続けます。保温経過
時間は、1時間単位で6時間（6h）まで表示されます。
6時間を超えると、「6」が点滅します。

　●	作った料理によっては、保温を続けると風味が落
ちてくる場合があるので注意する。

　●	ご使用環境の厳しい状況の場合（寒冷地や周囲
の温度が高い場合など）は、早めに食べる。

　●	作った料理によっては、においがパッキンに付着
するため、できるだけ早めに食べる。

■	加熱（調理）が足りない場合
「KeepWarm	On」が表示している状態で、「Hour・
Min」キーをタッチして追加の調理時間を合わせ、
「Start/Rinse-free」キーをタッチしてください。
（1分きざみで最大15分を3回まで追加できます。）

追加で調理する前に「Cancel」をタッチすると、
「KeepWarm	On」表示が消え、引き続き調理できなくな
ります。タッチしてしまったときは、下記の手順で調理す
る。
（1）	内なべを取り出してぬらした布の上に置く。
（2）	本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内

なべを冷ます。
（3）	再度、内なべを本体にセットする。
（4）	P.131の3からの要領で調理する。

調理時間を追加するときは「Cancel」キーをタッチしない

ご注意
●	調理の途中でふたを開けないでください。
●	うまく調理できない原因となります。

（6時間を超えると）

保温経過時間が
0～6時間まで表示

点滅

6煮込み料理などを作る─調理
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お手入れする
●差込プラグを抜き、冷えてからお手入れします。
●	洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・
調理器具用）を使います。
●	スポンジ・布はやわらかいものを使います。
　	ナイロンたわしなどのかたいものを使わないでくださ
い。傷つくおそれがあります。

内なべは使うたびに、内側と外側をよく洗ってくださ
い。

ご注意
●	内ぶたをお手入れした後、負圧パッキンがはずれていな
いか確認します。（はずれたときは取りつけてくださ
い。）　  P.137
●	腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはいつも清潔
にします。
●	シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金
属へら・ナイロンたわしなどは使わないでください。
●	各部を取りはずした後、お手入れします。
●	スチームキャップを洗った後は、すぐに乾いた布で水分
をふき取ります。水分をふき取らないと、「水滴」の跡
が残る原因となります。
●	食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでくださ
い。変形するおそれがあります。
●	洗剤分が残っていると、樹脂が劣化・変色する原因にな
りますので、充分に洗い流してください。

使うたびに洗う部品

ご注意

●	内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わないでくださ
い。フッ素加工面がはがれる原因となります。
●	内なべに食器類などを入れ､洗いおけとして使わないで
ください。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上
にかぶせるなどして重ね置きしないでください。傷つい
たり割れる原因となります。

●	内なべ外側の発熱体を傷つけないように注意してくだ
さい。
●	内なべ外側の発熱体は、汚れや油分がついたままにしな
いでください。ついたときは、きれいにお手入れしてく
ださい。

1		洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジ
を使って洗い､水ですすぐ。

2		乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させ
る。

1		水またはぬるま湯で、スポンジで流し洗いをす
る。

2		乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥
させる。

内ぶた

内なべ

内なべ外側

1		水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。

2		乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

2つの部分にはずす。
　  P.138

スチームキャップ

ご注意
●	雑穀を混ぜて炊いた後は､必ずスチームキャップをお手
入れします。スチームキャップが目詰まりして、ふたが
開かなくなるなど故障のおそれやうまく炊けない原因
となります。
●	変形するおそれがあるため、下記のような洗いかたはし
ないでください。
　・熱湯での流し洗い。
　・つけおき洗い。
　・炊飯直後の高温状態での流し洗い。

●調圧孔・調圧ボール	
　ごはんつぶ・米つぶがついているときは、取り除く。	
　流水でよく洗い流す。
●安全弁	
　内ぶたの表面から、指で軽く2～ 3回押してみて、ごは
　んつぶ・米つぶがついていたら、取り除く。2～ 3回押
　しながら安全弁の詰まりを確認し、流水で内部を洗う。
●負圧パッキン	
　内ぶたに取りつけた状態で洗う。はずれたときは、向き
　に注意して、取りつける。　  P.137
●内ぶたパッキン	
　内ぶたに取りつけた状態で洗う。

ご注意
●	内ぶたパッキンは取りはずさないでください。
●	パッキン類をはずさないでください。
　	はずれたときは、必ずつける。　  P.137・138
●	内ぶたに付着したごはんつぶ・米つぶなどは、必ず取り
除いてください。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中の
蒸気もれや、ふたが開いて内容物がふき出し、やけどや
けがの原因となります。
●	雑穀を混ぜて炊いた後は、必ず内ぶたをお手入れしま
す。内ぶたが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故
障のおそれや、うまく炊けない原因となります。

調圧ボール

安全弁

減圧孔

調圧孔

内ぶたパッキン

負圧パッキン

表面

裏面

安全弁

発熱体

研磨粒子部分で
洗わない。

しゃもじ

計量カップ

しゃもじ立て

内なべ おたま
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お手入れする

かたくしぼった布でふき取る。

ごはんつぶ・米つぶがついている場合は、取り除く。

布や綿棒などで軽く水ぶきする。

こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついている場合は
取り除く。
取れにくい場合は、かたくしぼった布でふき取る。

汚れるたびにお手入れする箇所

ご注意
本体内部へは、絶対に水が入らないようにしてください。

吸気孔・排気孔・差込プラグ・電源コード

大土かまど

取りつけかた

取りはずしかた

ご注意
吸気孔・排気孔にほこりなどが付着したままで使用しな
いでください。
本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因となります。

ご注意
炊飯直後は高温になっていますので、冷えてからお手入れ
してください。

内ぶたのはずしかた・つけかた

内ぶた着脱ボタンを引き上げて、内ぶたを手前にはずす。

かたくしぼった布でふき取る。傷つけないように注意して
ください。
シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・
ナイロンたわしなどは使わない。

大土かまどの発熱体は汚れや油分がついたままにしない
でください。ついたときはきれいにお手入れしてくださ
い。

内ぶたの左右ツメを溝にきっちりはめ込む。

内ぶたパッキンは引っぱらないでください。はずすと、
再度取りつけられなくなります。

内ぶたパッキンがはずれたときは、お買い上げの販売
店にお問合せください。

負圧パッキンの取りつけ
●	取りつける方向に注意して、必ず取りつけてください。	
うまく炊けない原因となります。
●	取りつけにくい場合は、負圧パッキンに水を少しつける
と、つけやすくなります。

フック部

センターセンサー

上枠

底パッキン

大土かまど

保護枠パッキン

内ぶた着脱ボタン

ストッパー部

ふたセンサー

ふた

吸気孔

排気孔
乾いた布でふく。

綿棒などでほこりを取る。

差し込む
負圧パッキン

負圧パッキン

引っぱる

ふたパッキン部

内ぶたパッキン

内ぶた

パッキンをはずさない。無理に押さえ
つけたり、引っ張らない。蒸気もれや
外ぶたが開かないようになったり、故
障の原因。

ふた

1差し込む 

2 「カチッ」と音が
　するまで押し込む 

ツメ 溝

内ぶた着脱ボタン

1引き上げる

2はずす

発熱体

保護枠パッキン

本体

本体の外側・内側

ストッパー部・ふたパッキン部・フック部・
上枠・保護枠パッキン・底パッキン

ふたセンサー

センターセンサー

ストッパー
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お手入れする

スチームキャップの取りはずし・取りつけ

1		ふたのくぼみに指を入れ、スチームキャップを
引き上げてはずす。

2			スチームキャップを裏返し、キャップ本体を図
のようにはずす。

1		キャップ本体を合わせて、キャップふたに引っ
掛ける。

2		「カチッ」と音が鳴るまで押し込む。

3		確実に、本体に取りつける。

スチームキャップ用パッキンの取りつけ
パッキンを図のように注意してきっちりはめ込みます。確
実にはめ込まれていないと、はずれたり、蒸気もれなどの
故障の原因となります。

ご注意
●リングパッキンをはずさないでください。	
はずれたときは、元通りに確実にはめ込みます。	
取りつけにくい場合は、パッキンに水を少しつけると
つけやすくなります。

●炊飯直後は高温になっていますので、冷えてからお手入
れしてください。 ご注意

洗浄後は内なべ、本体が熱くなっているので注意してくだ
さい。

においが気になるときは洗浄する
1	内なべに「MAX」の線まで水を入れ、本体に
セットする。

2	差込プラグをコンセントに差し込む。

3「Back・Next」キーを繰り返しタッチして、
メニューの「SlowCook」を選ぶ。

4「Hour・Min」キーをタッチして、50分に合
わせる。
「Hour」キーをタッチするごとに5分ずつ増え、
「Min」キーをタッチするごとに5分ずつ減ります。
洗浄は5～120分まで5分きざみで設定できます。
キーをタッチし続けると、早送りができます。

5「Start/Rinse-free」キーをタッチする。
洗浄が始まり表示部に残り時間が表示されます。

7「Cancel」キーをタッチし、差込プラグを抜い
て器具用プラグをはずす。

8			本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をす
て、お手入れする。　  P.134

6	洗浄が終了するとお知らせ音が鳴る

点滅

「　　  」線パッキン
はめ込む

キャップ本体

キャップふた

リングパッキン

ツメ

2押し込む

1
1合わせるキャップふた

キャップ本体

2開く

1押す

キャップ本体

3はずす

スチーム
キャップ

取りつけかた

取りはずしかた

点灯

点灯

点灯

点滅
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日
　
　
本
　
　
語

うまく炊けない？と思ったら
こんなときは

蒸気がもれる ふきこぼれる 炊飯時間が長い お調べいただくこと

○ ○ ○

お米の量や具の量、雑穀の量、水加減を間違えた
→P.114・116・118・150

内なべの裏・外側・センサー類にこげついたごはんつぶや水滴などがついて
いる
→P.119・134～136

○ ○ ○
パッキン類や内なべの縁などにごはんつぶなどがついている
→P.119・134～136

○ ○
お手入れが不充分
→P.134～139

○ ○
内なべ・大土かまどが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりしている
→P.105・134・136

○
ふたが確実に閉まっていない
→P.119

○ 洗米後、ざる上げ放置した

○ ○
メニュー選択を間違えた
→P.114・120～129

○
炊込みごはんの具や雑穀を混ぜ込んで炊いた・調味料をよくかき混ぜなかった
→P.114

○
充分洗米しなかった（無洗米は除く）
→P.117

○
途中で停電があった
→P.149

かたすぎる やわらかすぎる 生煮えになる しんがある ぬか臭い こげがきつい お調べいただくこと

○ ○ ○ ○ ○

お米の量や具の量、雑穀の量、水加減を間違えた
→P.114・116・118・150
内なべの裏・外側・センサー類にこげついたごはんつぶ
や水滴などがついている
→P.119・134～136

○ ○ ○
お手入れが不充分
→P.134～139

○ ○ ○ ○ ○
内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりしている
→P.105

○ ○ ○
ふたが確実に閉まっていない
→P.119

○ 洗米後、ざる上げ放置した

○ ○ ○ ○ ○

メニュー選択を間違えた
→P.114・120～129
炊込みごはんの具や雑穀を混ぜ込んで炊いた・調味料
をよくかき混ぜなかった
→P.114

○ ○
充分洗米しなかった（無洗米は除く）
→P.117

○ ○ ○
途中で停電があった
→P.149

○ ○ ○ ○ ○
お湯（約35度以上）で洗米や水加減をした
→P.117・118

○ ○ ○
最大炊飯量を超えて炊飯した
→P.116・121・150

○ ○
よくほぐさなかった
→P.124

○ ○ ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使って炊飯した

○ ○ ○ 炊きあがった後、続けてすぐに炊飯した

○ ○

割れ米が多く混ざっている

予約炊飯した

洗米後、長時間水に浸した

○ ○ アルカリイオン水（pH9以上）を使って炊飯した

○ ○
炊飯ジャーを使用後、保温を取り消さずに【Start/
Rinse-free】キーをタッチして、そのまま放置した
→P.122

ごはんがうまく炊けないときは、次の点を調べてください。

◦炊飯中に••• ◦炊きあがったごはんが•••
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日
　
　
本
　
　
語

におう 変色する パサつく ベタつく お調べいただくこと

○ ○ ○ ○

内なべの裏・外側・センサー類にこげついたごはんつぶや水滴などがついている
→P.119・134～136
保温を24時間以上続けている
→P.122
白米（無洗米）以外を保温した
→P.122
冷やごはんのつぎ足しをした
→P.122
しゃもじを入れたままで保温した
→P.122
最小炊飯量以下で保温した
→P.122

○ ○ ○
パッキン類や内なべの縁などにごはんつぶなどがついている
→P.119・134～136

○ ○ ○

「KeepWarm	Off」に設定し、ごはんを入れたままにした
→P.123
「KeepWarm	6Hours」に設定し、保温時間経過後、ごはんを入れたままにした
→P.123
途中で停電があった
→P.149

○ ○
充分洗米しなかった（無洗米は除く）
→P.117

○ ○

12時間以上の予約炊飯をした
→P.126

ごはんを入れたまま保温を取り消した

○

お手入れが不充分
→P134～139
炊飯後に、洗浄しなかった
→P.139

○ ○ ○
よくほぐさなかった
→P.124

○ ○
ごはんをドーナッツ状に保温した
→P.122

○ ○
お米の量や、水加減を間違えた
→P.116・118・150

こんなとき 理　由
うすい膜ができる オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべにこびりつく やわらかいごはんや、ねばりけがあるごはんはつきやすいことがあります。

保温中のごはんがおかしいときは、次の点を調べてください。

うまく炊けない？と思ったら

故障かな？と思ったら

■炊飯時
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

キーをタッチしても反応しない。

保温状態になっていませんか。	
	
	
	

【Cancel】キーをタッチして、保
温を取り消してから操作する。

P.120

【Start/Rinse-free】キーをタッチ
すると、お知らせ音が鳴り、炊飯で
きない。

内なべをセットしていますか。 内なべをセットする。 P.119

内なべにひびが入っていませんか。
お買い上げの販売店でお買い
求めください。

P.149

内なべの発熱体に傷がついていま
せんか。

お買い上げの販売店でお買い
求めください。

P.149

修理を依頼される前に、ご確認ください。

※ お調べいただくことを確認しても改善されない場合は 
P.148の手順で保温温度を調整してください。

◦保温中のごはんが•••

調理がうまくできない？と思ったら

■調理
煮えない ふきこぼれる 煮詰まる こげつく お調べいただくこと

○ ○ ○ ○
メニューを間違えた
→P.130・131

○ ○ ○ ○
材料の種類・分量を間違えた
→P.130・131

○ ○ ○
材料を最大量の目安より多く入れた
→P.130

○ ○ ○
材料を最大量の目安より少なく入れた
→P.130

○ ○ ○ ○
COOK	BOOK（クックブック）のレシピ以外の調理をした
→P.131

○
調理時間が短かった
→P.130～133

○ ○
調理時間が長かった
→P.130～133

○
パッキン類や内なべの縁にこげついたごはんつぶなどがついている
→P.119・134～136

○ ○
ふたが確実に閉まっていない
→P.119

○
途中で停電があった
→P.149

調理したものがおかしいときは、次の点を調べてください。
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日
　
　
本
　
　
語

■炊飯中
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

炊飯時間が長い。

お米の量や具の量、雑穀の量、水加
減を間違えていませんか。

正しく計量して、水加減する。
P.114・116・	
	118・150

内なべの縁や外側・センサー類・
パッキン類にごはんつぶなどがつ
いていませんか。

取り除く。
P.119・	
			134～136

内なべが傷ついたり、かけたり、ひ
び割れたりしていませんか。

お買い上げの販売店でお買い
求めください。

ー

メニュー選択を間違えていませんか。	 	
（メニューごとに炊飯時間が異なります）。

P.114・	
			120～129

停電しませんでしたか。 P.149

作動音が大きくなったり小さくなっ
たりする。

炊飯中の制御により、ファンの音の大きさが変わりますが、故障ではあり
ません。　

ー

蒸気孔以外から蒸気がもれる。

内なべの縁や外側・センサー類・
パッキン類にごはんつぶなどがつ
いていませんか。

取り除く。

P.119・	
　134～136内ぶたの調圧ボール、安全弁、ス

チームキャップにごはんつぶなどが
ついていませんか。

取り除く。

内なべが傷ついたり、かけたり、ひ
び割れたりしていませんか。

お買い上げの販売店でお買い
求めください。

ー

内ぶた・スチームキャップが確実に
ついていますか。

確実につける。 P.137・138

ふたが確実に閉まっていますか。 確実に閉める。 P.119

ふきこぼれる。

お米の量や具の量、雑穀の量、水加
減を間違えていませんか。

正しく計量して、水加減する。
P.114・116・	
	118・150

充分に洗米しましたか。	 	
（無洗米は除く。）

充分に洗米する。 P.117

内なべの縁や外側・センサー類・
パッキン類にごはんつぶなどがつ
いていませんか。

取り除く。
P.119・	
			134～136

メニュー選択を間違えていません
か。

炊くごはんに合わせて、メニュー
を選ぶ。

P.114・	
			120～129

故障かな？と思ったら

■予約炊飯時
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

【Timer】キーをタッチすると、お知
らせ音が鳴り、予約できない。

表示部に「0：00」が点滅していま
せんか。

現在時刻を合わせてから、予約
する。

P.113・127

予約した時刻に炊きあがっていな
い。

【Start/Rinse-free】キーをタッチ
しましたか。

【Start/Rinse-free】キーをタッ
チしないと、予約は完了しませ
ん。

P.127

現在の時刻表示は合っています
か。

時刻を正しく合わせる。 P.113

タイマーセットの目安時間以下で設定した場合は、タイマーセットした時
間に炊きあがらない場合があります。

P.126

■予約吸水時
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

【Timer】キーをタッチすると、お知
らせ音が鳴り、予約できない。

表示部に「0：00」が点滅していま
せんか。

現在時刻を合わせてから、予約
する。

P.113・129

予約した時間経過後に炊きはじめ
ない。

【Start/Rinse-free】キーをタッチ
しましたか。

【Start/Rinse-free】キーをタッ
チしないと、予約は完了しませ
ん。

P.129

■炊きあがり時
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

おこげができる。
おこげが薄い。

土鍋で炊きあげるため、おこげができます。
おこげの濃さは、火かげんで調整してください。改善されない場合はおこ
げの濃さを調整してください。

P.120～122・
148

つゆが上枠にたまる。
炊飯直後や保温中につゆが上枠にたまる場合がありますが、故障ではあ
りません。上枠にたまった場合は、乾いた布でふき取ってください。

P.124

■保温時
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

「24」が点滅する。
24時間以上、保温を続けていませんか。
24時間を超えると、「24」が点滅します。

P.123

「Immediate」を選択するとお知ら
せ音が鳴り、再度保温できない。

内なべがセットされていますか。 内なべをセットする。 P.119

保温されていない

「KeepWarm	Off」を選んでいま
せんか。

KeepWarmキ ーをタッチして
「KeepWarm	On」「KeepWarm	
6Hours」を選ぶ。

P.123

「KeepWarm	6Hours」を選んで
6時間以上経過していませんか。

KeepWarmキーをタッチして
「KeepWarm	On」を選ぶ。

P.123
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日
　
　
本
　
　
語

故障かな？と思ったら

■調理
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

調理の保温中に「6」が点滅
する。

6時間以上、保温を続けていませんか。6時間を超えると、
「6」が点滅します（調理後、6時間以上の保温はしない）。

P.132

■本体の不具合
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

ふたが閉まらない。
上枠や内ぶたパッキン・フックボタ
ン・ふた付近にごはんつぶなどが
付着していませんか。

きれいに取り除く。
P.119・	
			134～136

炊飯中にふたが開く。
内ぶたの調圧ボール、安全弁、ス
チームキャップにごはんつぶなどが
ついていませんか。

きれいに取り除く。 P.135

ふたが閉まらない。

内ぶたがセットされていますか。 内ぶたをセットしてください。 P.119・137

炊飯後、ごはんをほぐした直後に、
ふたを閉めていませんか。

圧力式炊飯ジャーのため、ふた
の密閉度が高くなっています。閉
まりにくく感じる場合があります
が、故障ではありません。ふたを
ゆっくり閉め直してください。

P.119

キーをタッチしても反応しない。

差込プラグがコンセントに差し込ま
れていますか。

確実に差し込む。 P.113・120

ふたが開いていませんか。 ふたを閉める P.119

差込プラグから火花が飛ぶ。
差込プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、IH
方式固有のもので故障ではありません。

ー

プラスチック部分に線状や波状の
箇所がある。

樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。 ー

内なべが傷ついたり、かけたり、ひ
び割れたりした。

お買い上げの販売店でお買い求めください。 ー

内なべが白くなった。
水道水に含まれるミネラル成分が付着したもので、使用上の品質に支障
はありません。

ー

内なべがひどくこげつき、こげがと
れない。

具を入れて炊くときに、具を混ぜ込んだりしていませんか。 P.114

内なべのこげがとれにくい。
内なべにお湯をはり、しばらく置いてからやわらかいスポンジでよく洗って
ください。内なべの外側もよく洗ってください。

P.134

本体内に、水や米が入ってしまっ
た。

故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼くださ
い。

ー

大土かまどが傷ついたり、かけた
り、ひび割れたりした。

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ー

■表示部、音の不具合
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

表示部がくもる。 内なべの外側がぬれていませんか。 乾いた布でふき取る。 ー

使用中に表示部が暗くなる。

本体が熱くなってくると、表示部が暗くなることがありますが、故障ではなりません。 ー

モーションセンサーの働きにより一定時間（約20秒間）操作がないと消灯します。
モーションセンサーの上に手をかざすと点灯します。

P.111

モーションセンサーの上に手をかざ
してもタッチパネルが点灯しない

周囲の温度環境によっては手をかざしても点灯しない場合があります。表示部	
またはキー部分をタッチすると点灯します。

P.111

炊飯中・保温中に音がする。

「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではありません。「ジーッ」
や「チリリリ…」という音は、IHが作動している音で、故障ではありません。

ー

「ブーン」「ジーッ」「チリリリ…」とは、まっ
たく異なった音がする。

お買い上げの販売店に修理をご依
頼ください。

ー

「プシュー」や「ボコボコ」という音と同時に、
蒸気孔から蒸気が勢いよく出る。

沸とうによるもので、故障ではあり
ません。

ー

上記の音とはまったく異なった音がする。
お買い上げの販売店に修理をご依
頼ください。

ー

炊飯中に「カチャカチャ」と音がする。 圧力調整を行っている音です。故障ではありません。 ー

差込プラグを差し込んだときに、表
示部に「0：00」が点滅している。

差込プラグを差し込み直すと、現在時刻や
予約時刻、保温経過時間の記憶が消えて
いませんか。

リチウム電池が切れています。

P.113お買い上げの販売店に修理をご依
頼ください。

リチウム電池が切れていますが、通常の炊飯はできます。 P.113

「Cancel」キーと「Timer」キーを同時にタッチした。 時刻を正しく合わせる。 P.113

音声ガイドが鳴らない。

キーをタッチしてブザー音しか鳴らない場
合は、音声ガイド設定が「音声：0」（ガイ
ドなし）になっています。

音声ガイド設定を「音声：1・2・3」
にしてください。

P.112

キーをタッチしてブザー音が鳴らない場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ー

音声ガイドが聞こえにくい。 音量設定が、小さくなっています。 音量設定を大きくしてください。 P.112

■においがするとき
こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照ページ

樹脂などのにおいがする。
使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに
少なくなります。

ー

こんなとき ご確認いただくこと 参照ページ

Errが表示され、	
「ピピピピピピ…」という音がする。

本体を室温の高い場所や、カーペットなどの上に置いていると、吸・排気孔がふ
さがれ、温度が上昇し、キーをタッチしても反応しない場合があります。
①差込プラグを抜く。
②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。
③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。
※	それでも反応しない場合は、本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買
い上げの販売店に修理をご依頼ください。

P.107

エラー表示が出たときは
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こんなとき停電になったら 再び通電されると

予約炊飯（予約吸水）中
そのままタイマーが作動します。	 	
タイマーセットの目安時間以下の場合は、すぐ炊きはじめます。

炊飯（洗浄）中 炊飯	（洗浄）	を続けます。

保温中 保温を続けます。

パッキン類は消耗品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。
汚れやにおい、破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。（P.105参照）

◆…内なべ（傷ついたり、ひび割れたとき）
内なべ各部に、亀裂やひび割れ・発熱体の破損などが生じたときは、交換する。

◆…パッキン類（消耗品）
汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、交換する。

◆…樹脂部品（傷んできたとき）
熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。

停電があったとき

消耗品・別売品のお買い求めについて

おこげの色が気になったり、保温温度を調整したいときは、下記の手順で設定を変
更できます。
※	下記の手順❶～❻はそれぞれ30秒以内に完了してください。	
30秒以上何も操作しなかったときは現在時刻表示に戻り、設定できません。	
再度設定を行う場合は、始めからやり直してください。
※	炊飯中、保温中、予約炊飯中、予約吸水中は、設定を変更することはできません。
※調整を途中でやめるときは、「Cancel」キーをタッチしてください。

◆おこげの色を調整したいとき
P.141の内容をお調べいただいても火かげん強でおこげが薄
い場合や、火かげん弱でおこげが濃くつく場合は、下記の手順で
おこげの色を調整してください。
※「Plain（Rinse-free）」のみ調整できます。

❹「Start/Rinse-free」キーをタッチする。
❺	「Hour・Min」キーをタッチして、おこげの色を選ぶ。	
	「Hour」または「Min」キーをタッチするごとに、設定数値が切り
替わります。

❻「Start/Rinse-free」キーをタッチする。
❼	「Timer」キーを約3秒以上タッチすると設定が確定し、	
		現在時刻表示に戻ります。

◆保温温度を調整したいとき
P.142の内容をお調べいただいても、ごはんのにおいや変色、
パサつきやベタつきが改善されない場合、下記の手順で保温温
度を調整してください。

❹「Start/Rinse-free」キーをタッチする。
❺	「Hour・Min」キーをタッチして、温度を選ぶ。	
	「Hour」または「Min」キーをタッチするごとに、設定数値が切り
替わります。

❻「Start/Rinse-free」キーをタッチする。
❼	「Timer」キーを約3秒以上タッチすると設定が確定し、	
		現在時刻表示に戻ります。

❸「Hour・Min」キーをタッチして、モード［1］にする。

❷「Timer」キーを約3秒以上タッチする。

❶「Plain」を選ぶ。

❸「Hour・Min」キーをタッチして、モード［2］にする。

❷「Timer」キーを約3秒以上タッチする。

❶「Plain」を選ぶ。

おこげの色や保温温度を調整したいとき

●数値切替
おこげ調整……－2～2
保温温度調整…－2～2

●モード調整
おこげ調整……1
保温温度調整…2

点滅

点滅

点滅点滅

点滅

点滅点滅

おこげが薄い場合[1] ～ [2]

おこげが濃い場合[－1] ～ [－2]

点滅

点滅

点滅点滅

点滅

点滅点滅

保温温度が低く、においやベタつきが
気になる場合[1] ～ [2]

保温温度が高く、変色やパサつきが
気になる場合[－1] ～ [－2]
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仕　様
電源 220V	50/60Hz
定格電力（W） 1190

炊飯容量（L）

Eco 0.18～1.0（1～5.5合）
Plain（標準、Hard、Soft） 0.18～1.0（1～5.5合）
Quick 0.18～1.0（1～5.5合）
Mixed 0.18～0.54（1～3合）

Porridge
Hard 0.09～0.18（0.5～1合）
Hard・具を入れたとき 0.09（0.5合）
Soft 0.09（0.5合）

Sweet 0.18～0.54（1～3合）
Sushi 0.18～1.0（1～5.5合）

Brown
Brown 0.18～0.63（1～3.5合）
Brown・具を入れたとき 0.18～0.54（1～3合）

GABA 0.18～0.63（1～3.5合）

外形寸法＊1（cm）
幅 26.5
奥行 30.9
高さ 24.1

本体質量＊1（kg） 7.7
コードの長さ＊1（m） 1.9

＊1	）	おおよその数値です。

●	 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。
●	 1カップ＝約0.18L（150g）です。


