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ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために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。
※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。

交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や

損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定
される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生
する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。

この絵表示は行為を「強制」したり、
「指示」したりする内容です。

（強制・指示） （差し込みプラグを抜く）

（分解禁止）

定格15A以上のコンセントを単独
で使用する。
他の器具と併用すると
分岐コンセント部が異常
発熱して、発火するお
それ。

定格15A
以上

電源コードは傷んだまま使用しない。
（傷つける・無理に曲げる・引っぱる・ねじる・
たばねる・高温部に近づける・重いものを載せ
る・挟み込む・加工するなど）
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

差し込みプラグにほこりが付着し
ている場合は、よくふき取る。
火災の原因。

差し込みプラグはコンセントの奥
までしっかり差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

差し込みプラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるい
ときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因。

ぬれた手で、差し込みプラグの抜き
差しをしない。
感電やけがをするおそれ。

感熱棒をなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように
注意すること。
感電やけがの原因。

1 安全上のご注意
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説明マークについて
本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。

おいしい焼きものをしていただくため
や、商品を末永くお使いいただくための
ご注意を記載しています。

異常音と間違えないように、作動音につい
て説明しています

末永くご使用いただくために、必ずお守りください。
● 波形プレートの焼き肉ゾーン（波形スペース）
には金属へらは使わない。
フッ素樹脂加工面が傷つき、
腐食の原因。

● 専用へら以外の金属製のへらや
ナイフを使わない。
フッ素樹脂加工面が
傷つき、腐食の原因。

● ショックを与えない。
正しく温度調節されるよう精密
に調整されているので、
落としたり、ものに
ぶつけたりしない。

● 波形プレート、平面プレートを2枚重ねて
使わない。
故障や温度が上がらない原因。

● 本体や波形プレート、平面プレートを
　ガスコンロにかけない。
本体が燃えたり、
波形プレート、
平面プレートが変形して
使用できなくなる
おそれ。

● 異物や汚れは取り除く。
プレート裏面や遮熱板、ヒーター、感熱棒に異物や
汚れがついたまま使用すると異常発熱し、テーブル
がこげたり故障の原因。
また遮熱板の光沢が
なくなってきたら
お買い上げの販売店に
お問合せの上、早めに
交換してください。

● 本体ガード底部の排気口をふさがない。
本体ガードの下に新聞紙などの紙を敷いて
使用したりすると底部の排気口をふさぐおそれ。
そのまま使用すると
異常発熱し、故障・
火災の原因。

● 波形プレート、平面プレートのとっ手が傷んだ
ときは、早めに交換する。
とっ手を交換するときは、お買い上げの販売店に
お問合せの上、交換してください。

● 料理の残りや水を入れたまま放置しない。
プレートの素地が腐食し、
フッ素樹脂がはがれるおそれ。

排気口
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次のような場所では使用しない。
変色や跡形がついたり、こげたり、故障、感電、火災の原因。

● ビニール製などの
熱に弱いテーブル
クロス
の上

● たたみ・じゅうたん
などの上や、新聞紙
などの
紙の上

● 水のかかりやすい
場所

● カーテンなど
の近く

● 火気のそば

● タコ足配線はしない。
火災のおそれ。また、プレート
の温度が上がらない原因。

● 延長コードを使わない。
プレートの温度が上がらない原因。

● 波形プレート、平面プレートが本体にセット
されていない状態では、絶対に通電しない。
やけどや火災の原因。

● ヒーターの上にプレート以外のものを置かない。
ヒーターの上にプレート以外
のもの（なべや、やかんなど）
を置かない。

● 蒸しもの料理でふたを開ける
ときは、蒸気に注意する。
蒸気が勢いよく出るので、やけどのおそれ。

● 異物や汚れは取り除いてから使う。
プレート裏面・ヒーター・遮熱板・感熱棒に異物や
汚れがついたまま使うと、異常発熱し、テーブルが
こげたり、故障の原因。

● 遮熱板を本体ガードにセットしていない状態で、
温度調節器の感熱棒を差し込まない。
火災・やけど・テーブルがこげるおそれ。

● 長時間加熱したときは、
ふたとっ手に素手でふれない。
樹脂部が熱くなり、やけどのおそれ。

● 使用中にプレートを交換したり、取りはずさない。
やけどのおそれ。

● 熱いままのふたをビニールクロスや
テーブルなどの上に置かない。
跡形がつくことがあるので
注意すること。

● 丸洗いはしない。
遮熱板、電源コードを丸洗いしたり、
遮熱板に水を入れたりしない。
ショート・感電・故障のおそれ。

● 本体とっ手を持って持ち運ぶときは、
収納用フックで確実に固定する。
また、振りまわしたり、物にぶつけない。
プレートなどが落ちて、けがや故障の原因。

● 収納状態で通電をしない。
やけど・火災・故障のおそれ。

● 金属へらをプレートに放置しない。
金属へらが熱くなり、やけどのおそれ。

● 波形プレート、平面プレートのとっ手が
ぐらついてきたときは、とっ手
裏面のネジを締めつける。
ぐらついたまま使用すると
とっ手がはずれて危険。

● 熱くなったプレートや金属へらを
本体ガードに触れさせない。
本体ガードが熱で変形するので
注意すること。

● 熱い状態または温度調節器を取りつけたまま
で遮熱板を本体ガードからはずさない。
やけどや火災のおそれ。

● 本体ガード底部の排気口に金属製の棒などを
突っ込まない。
感電・ショート・火災の
おそれ。

排気口
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●本体ガードの脚で支えられないような場所（コンロのゴトクの上など）
※熱に弱いテーブルやワゴンなどでも、変色や跡形がつくことがあるので注意すること。





温度調節器は奥まできっちりと差し込んでください。差し込みが不充分ですと、正しい温度が得ら
れません。また異常発熱して、故障や発火の原因になります。
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クッキングガイド
平面プレート
を使用お好み焼

●材料（4人分）

小麦粉…150g
ベーキングパウダー…少々
だし汁…1カップ
酒…大さじ2
だしの素…少々
山芋のすりおろし…15g
塩…少々
牛乳…1/4カップ
みりん…大さじ1
溶かしバター…大さじ1

生地 具

キャベツ…400g
青ネギ…2本
紅生姜（みじん切り）…小さじ2
豚バラ肉（スライス）…200g
卵（M）…4個
天かす…大さじ3
粉かつお…小さじ1
桜海老…20g
サラダ油 /お好み焼用ソース/マヨネーズ /醤油 /
マスタード/青のり/花かつお /七味唐辛子 …適量｝

●作りかた
❶ 生地の材料をさっくり混ぜ合わせて、30分程度ねかせます。
❷ キャベツは粗目のみじん切りにし、青ネギは3mmの小口切り
にします。

❸ ボールに一人前ずつの生地、キャベツ、青ネギ、紅生姜、天か
す、粉かつお、卵を入れてよくまぜます。

❹ 平面プレートを使い目盛を200に設定して、サラダ油をひ
き、2/3の生地を一気に丸く流し入れて、中央に少しくぼみを
つけます。

❺ ホットプレートの横で、豚肉を焼いてお好み焼の上にのせて、
残しておいた1/3 の生地を流します。
※ 生地全体が温まるようにようすを見ながら、ふたをしておき
ます。

❻ 6ぶ程度、火が通り、表面にきつね色の焼き色がつけばひっく
り返して、焼き上げます。（生卵を割り、その上にのせて軽く焼い
てもよい）

❼ お好みにより、ソース、マヨネーズ、醤油、マスタード、青のり、
花かつお、七味唐辛子をかけていただきます。

ご注意 ●一度に数枚焼くときは、温度設定を少し高めにしておいてください。
●ひっくり返したときにへら等でおさえつけないようにしてください。

波形プレート
を使用焼き豆腐の肉味噌田楽

●材料（4人分）
焼き豆腐…2丁　　サラダ油…適量　　田楽串…20本

肉味噌 海老味噌豚ひき肉…60g
赤味噌…60g
酒…大さじ2
　　砂糖…大さじ11/2
　　みりん…大さじ2
　　生姜汁…小さじ1
　　だし汁…大さじ1
ごま・粉山椒…各少々

剥き海老…50g
酒…大さじ2
塩…少々
白味噌…60g
　　砂糖…大さじ2
　　みりん…大さじ2
木の芽…8枚
柚子…少々

Ⓐ Ⓑ

●作りかた
❶ 焼き豆腐は水気を切り、横半分の厚さ、縦に4等分の大きさ
に切っておきます。

❷ 鍋でひき肉を炒り、パラパラになったら酒を加えて赤味噌、
Ⓐの調味料を入れて加熱して練り味噌を作ります。

❸ 剥き海老は背腸を取り除いて粗微塵に切り、塩、酒でから炒
りしておきます。

❹ 別の鍋に白味噌、Ⓑの調味料を加熱して練り味噌を作り、❸
の海老と混ぜ合わせます。

❺ ❶の豆腐を田楽串に刺しておきます。

❻ 波形プレートをセットし、目盛を250に設定して温めます。
❼ プレートが温まったら、プレートに薄く油を敷き、❺の豆腐を裏
表約2～2.5 分焼きます。

❽ 焼き上がったら、❷と❹の味噌を塗り、❷の味噌を塗った豆腐
にはごまや粉山椒、❹の味噌を塗った豆腐には木の芽や柚子
をのせていただきます。

豆腐の焼き具合、味噌の分量はお好みにより
調節してください。

ワンポイント





仕様

電　源 消費
電力

温度調節範囲
（約℃） ヒーター

外形寸法（約 cm）
※  [　] 内の数字は、
収納状態の寸法です。

質量
（約 kg）

コードの
長さ（約m）

幅 奥行き 高さ

100V
50-60Hz 1300W 保温～250 シーズヒーター 66

[61]
39
[39]

13
[16] 9 3.0
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保証とサービスについて

連絡先

※ 修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」（P.１４）をご覧になり、お調べください。それでも不具合の
場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、
内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はお買い上げの日から１年間です。（消耗部品は除きます。）
保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 修理を依頼されるとき
保証期間内  …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を  
過ぎている 
とき

4 ホットプレートの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後５年です。補修用性能部品とは、その製品の機能
を維持するために必要な部品です。

5 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー
お客様ご相談窓口までご相談ください。
●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、  
ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名　②品番　③製品の状況（できるだけくわしく）

……


