
  

マイコンスープジャー

JHI-N

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。

❶

点検・修理などを依頼されるとき
などに記入しておくと便利です。

ご購入年月日

               年         月         日 

ご購入店名

TEL   （            ）

この製品は日本国内交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、海外でのアフターサー
ビスもできません。
This product uses only 100 V (volts), which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in other countries with 

different voltage, power frequency requirements, or receive after-sales service abroad.

本产品仅限于日本国内的 100V 交流电压下使用。不可在日本之外的国家的不同电压和电源频率下使用。在海外也不提供售后服务。

JH
I-N

JHI-N

この製品は、保温専用です。
温度表示は、あくまでも設定温度です。
実際のスープの温度とは異なる場合があります。

ご意見をお寄せください。

https://www.tiger.jp/
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2 3

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。
修理は、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
口までご相談ください。

7
 交流100V以外では使わない。
 （日本国内100V専用）
火災・感電の原因。

2
 定格15A以上のコンセントを単独
で使う。
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。

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、よくふき取る。
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・発煙・発火のおそれ。

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
 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。

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。

▍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。

◆ 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。

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。

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。

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。

警告

注意

＊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。

図記号の説明

b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。

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。

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。

b

7

a

7
 転倒させない。
けが・やけどのおそれ。

7
 すき間などに、ピンや針金などの
金属物・異物を入れない。
感電や異常動作してけがをするおそれ。

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。

3
 お手入れするときは、差込プラグを
コンセントから抜く。
感電・やけどをするおそれ。

7
 変形や破損など、本体に異常がある
ときは使わない。
感電のおそれ。

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〉
・ 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
・ 電源コードを動かすと通電したり、しなかっ
たりする。

・ スープジャーから煙が出たり、こげくさい
においがする。

・ スープジャーの一部に割れ、ゆるみ、がたつ
きがある。

・ 内なべが変形している。
・ その他の異常や故障がある。
すぐに差込プラグを抜いて、販売店へ点
検・修理を依頼する。

7
 最大目盛を超えて、スープを
入れない。また、最小目盛より
少ない量で保温しない。
やけど・ショート・感電・故障の原因。

最大目盛
5Lタイプ

8Lタイプ

12Lタイプ

最小目盛

最大目盛

最小目盛

最大目盛

最小目盛
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注意

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

2
 差込プラグを抜くときは、
電源コードを持たずに、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。
また、故障の原因。

7
 タコ足配線はしない。
火災のおそれ。

7
 不安定な場所や、熱に弱い敷物・
テーブルなどの上で使わない。
けが・やけど・火災や、敷物・テーブル
などの変色・変形の原因。

7
 水のかかる所や、火気の近くでは
使わない。
感電・漏電・火災・やけど・変形・
故障の原因。

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。

7
 専用内なべ以外は使わない。
過熱・異常動作の原因。

7
 内なべで炒めものなどの調理は
しない。
内なべの変形・変色、本体の故障の原因。

7
 内なべとっ手に炎がかかるほど
火力を強くして使わない。
変形・変色・やけど・故障の原因。

内なべ
とっ手

7
 内なべのカラだきをしない。
火災・やけど・破損・変色・故障の原因。

5
 ふたを開けるときは、蒸気に
ふれない。
やけどのおそれ。

5
 ふたや内なべなど高温部に
手をふれない。
やけどの原因。
特に乳幼児には、さわらせないように
注意する。

7
 倒したり落としたりぶつけたり、
強い衝撃を加えない。
けがや故障の原因。

2
 本体を持ち運ぶときは、必ず
本体とっ手を持つ。
やけどのおそれ。

本体とっ手

2
 ふたを持ち運ぶときは、ふたとっ手
を上にして持ち、水平に運ぶ。
ななめや下にして運んだり、開閉ふた
とっ手を持って運ぶと、開閉ふたが開い
てやけどのおそれ。

正しい持ち運びかた
開閉ふたとっ手

ふたとっ手

2
 お手入れは冷えてから行う。
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、本体内側に
水を入れたりしない。
ショート・感電・故障のおそれ。

安全上のご注意

末長くご使用いただくためのご注意

● この取扱説明書に記載以外の用途には
使わない。
故障の原因。

● 本体内側やセンターセンサー、内なべ
外側に水滴・異物などをつけたまま
使わない。
故障の原因。

内なべ外側

センターセンサー

本体内側

● 内なべをセットするときは、本体に
静かにセットする。
勢いよく内なべをセットすると、センター
センサーの故障の原因。

● 内なべが変形した場合は、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までお問合せの
上、お買い求めください。→P.15
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6 7

箱を開けたら、まず確認してください。
※この取扱説明書の説明図は、JHI-N080型です。

▍各部のなまえ

温度設定  キー

入/切  キー

電源ランプ表示部
保温温度が
表示されます。

〈操作パネル部〉

開閉ふた

開閉ふたとっ手

内なべとっ手
内なべの持ち運び時
に使います。

本体とっ手
本体の持ち運び時
に使います。

差込プラグ

電源コード

ふたとっ手
ふたの着脱時、持ち運び時
に使います。

差込用穴
金属製のレードル（おたま）
を差し込むことができます。

センターセンサー

脚

 ・ガスでの直火調理が
できます。
 ・IH調理器（200V対応）
にも使えます。
※ IH調理器は、機種に
よっては使えない
場合があります。

本体

ふた

内なべ

90  キー

80  キー 70  キー

はじめて使うとき

内なべ・ふたを洗ってからお使いください。→P.12

5Lタイプ 12Lタイプ
脚脚

5Lタイプ・12Lタイプは、脚の形状が
異なります。→下図

170511_jhi_n_torisetsu.indb   6-7170511_jhi_n_torisetsu.indb   6-7 2017/05/11   15:04:582017/05/11   15:04:58



8 9

1 差込プラグを
コンセントに差し込む。

2 入／切  キーを押す。
（電源ランプ点灯）

前回設定した保温温度が表示されます。
（初回は「70」が表示）

点灯

※ 使用後、入/切  キーを押さずに差込プラグを
抜いた場合、次に使用するときは、差込プラグ
をコンセントに差し込むと、電源ランプが点灯
します。

3 70  80  90  キーまたは、
温度設定  キーを押して、
保温温度を設定する。

※ 温度表示は、あくまでも設定温度です。実際の
スープの温度とは異なる場合があります。

【 70  80  90  キーのいずれかを押したとき】
70度、80度、90度にワンタッチで設定できます。

【 温度設定  キーを押したとき】
70～ 90度まで1度きざみで設定できます。
を押すと1度上がり、 を押すと1度下がり

ます。

【保温温度の目安】
メニュー 70度 75度 80度 85度 90度

カレー
温泉卵 ● ●

ポタージュ
クリームスープ ● ●

シチュー
ぜんざい ● ●

おかゆ保温
→P.11 ●

みそしる
コンソメスープ
うどんだし

● ●

ワンポイント
アドバイス 温泉卵の作りかた

〈材料〉
5L
タイプ

8L
タイプ

12L
タイプ

卵 11個 19個 25個
80～ 85度のお湯 1.5L 2.8L 4.5L

〈作りかた〉
① 卵は常温にもどしておく。
② 保温温度を「90」に設定し、本体のみを約
30分予熱する。

③ 内なべに卵を並べ、80～ 85度のお湯を
入れ、予熱が終わった本体にセットする。

④ 保温温度を「75」に下げ、ふたをして、25
～ 35分保温する。

※ 卵は底一面に並べるようにします。重ねる
と下の卵が割れたり、上下でできあがりに
差ができます。保温の時間は、室温・卵の
初期温度によって変わります。

▍保温のしかた

4 約30分間、予熱する。
内なべで直火調理する場合
ふた・内なべをはずし、本体のみを予熱する。

内なべを使った調理について

 ●内なべは、ガスの直火調理に使えます。
（炒めものはしない）
 ●最小目盛以上、最大目盛以下で調理して
ください。

最大目盛
5Lタイプ

8Lタイプ

12Lタイプ

最小目盛

最大目盛

最小目盛

最大目盛

最小目盛

※ IH調理器を使うと、少し時間がかかります。
また、機種によって内なべを使用できない
場合があります。

別の容器で調理する場合
内なべにふたをして、本体にセットし、予熱する。

ご注意
 ●30分以上の予熱はしない。
 ●内なべをセットしていない状態で、本体に
ふたをして予熱をしない。
 ●内なべを本体にセットするときは、本体内側・
センターセンサー・内なべ外側に水滴・異物
などがついていないことを確認する。

内なべ
本体内側

センターセンサー
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5 保温する。
内なべで直火調理した場合
内なべにふたを
して、本体に
静かにセットし、
保温する。

別の容器で調理した場合
内なべのふたを取り、スープを入れてふたをする。
（最小目盛以上、最大目盛以下で入れる）

最大目盛
5Lタイプ

8Lタイプ

12Lタイプ

最小目盛

最大目盛

最小目盛

最大目盛

最小目盛

 ●味を損なわないために、調理後すぐに
保温してください。
 ●保温中は、スープをときどき
かきまぜてください。

ご注意
 ●最大目盛を超えてスープを入れない。やけど・
ショート・感電・故障のおそれ。
 ●最小目盛より少ない量で保温しない。故障・
スープが冷めるおそれ。
 ●内なべを本体にセットするときは、本体内側・
センターセンサー・内なべ外側に水滴・異物
などがついていないことを確認する。→P.9
 ●内なべを持ち運ぶときは、やけどに注意する。
 ●冷めたスープや汁物以外のもの（ごはんなど）
を保温しない。
 ●長時間の保温はしない。スープの変質・変色
のおそれ。

6 スープを器などに入れる。
開閉ふたを開ける。

開閉ふたとっ手

ご注意
 ●開閉ふたを開けるときは、蒸気にふれない。
やけどの原因。
 ●開閉ふたが高温になり、開閉ふたの内側に
水滴がつくので、やけどに注意する。
 ●開閉ふたを勢いよく開閉しない。やけど・
変形のおそれ。
 ●開閉ふたは毎回閉め、開けたままにしない。
故障・スープが冷める原因。

7 使用後は、 入／切  キーを
押し、差込プラグを抜く。

消灯

 ●差込プラグを抜いても、前回設定し
た保温温度を記憶しています。

ご注意
 ●内なべの中に残ったスープを放置しない。
腐食・においの原因。

▍おかゆの作りかた

1 お米を正確にはかり、内なべ
で洗米した後、水加減する。

【お米の量と水加減の目安（全がゆの場合）】
できあがり容量 お米（L） 水（L）
約10人分 0.36（2合） 2.0
約15人分 0.54（3合） 2.7
約20人分 0.72（4合） 3.6
約25人分 0.90（5合） 4.5
約30人分 1.08（6合） 5.4

※ 5Lタイプは、0.54L（3合）までにしてください。
※ 8Lタイプは、0.9L（5合）までにしてください。
※ 12Lタイプは、1.08L（6合）までにしてくだ
さい。

 ●洗米後、ザルで水をよく切ってから、
内なべにお米をもどし、上記の表を
目安に水加減してください。
 ●水は、お好みに応じて調節してくだ
さい。
 ●洗米後のお米は、約1時間水に浸けて
ください。

ご注意
 ●内なべを本体にセットするときは、本体内側・
センターセンサー・内なべ外側に水滴・異物
などがついていないことを確認する。→P.9

2 差込プラグをコンセントに
差し込む。

3 保温温度を「90」に設定し、
本体のみを約30分間予熱
する。→P.8・9

4 内なべにふたをし、直火に
かけて沸とうさせる。

ご注意
 ●ふきこぼれないように注意する。

5 内なべを本体に静かに
セットする。→P.5・10
※ 保温温度は、「90」の設定のままにして
おきます。

6 約1時間後、おかゆができあが
るので、おかゆをかきまぜる。
※ おかゆの作りかたは目安です。できあ
がりは、室温・水温・米の種類などに
よって変わります。

 お好みで水の量・吸水時間・調理時間
を調整してください。

7 できあがったおかゆを保温
するときは、保温温度を
「85」に設定する。→P.8

ご注意
 ●おかゆを保温すると、次第にのり状になるため、
1時間以上の保温はしない。（早めにお召し
上がりください）

8 使用後は、 入／切  キーを
押し、差込プラグを抜く。

ご注意
 ●内なべの中に残ったおかゆを放置しない。
腐食やにおいの原因。

スープジャーを使って、手軽におかゆが作れます。（内なべで直火加熱してから保温）

保温のしかた
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ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。
また、お手入れは定期的に行ってください。

▍お手入れのしかた

使
う
た
び
に
洗
う
も
の

内なべ ① 台所用合成洗剤をうすめた、水またはぬるま湯で、
スポンジを使って洗い、充分に水ですすぐ。

② 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

「サビのような赤い斑点」や
「ザラザラしたもの」が付着した場合

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」
は、水の中に含まれているミネラル成分（カルシ
ウム・マグネシウム・鉄分など）です。
内なべやふた自体の変色や腐食ではありません。
衛生上問題はありませんが、汚れが目立ってき
たら、こまめにお手入れください。

ふた

汚
れ
る
た
び
に
お
手
入
れ
す
る
箇
所

本体

センターセンサー

【本体】
① 台所用合成洗剤をうすめた、水またはぬるま湯に布
をひたし、かたくしぼってふく。

② 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

【センターセンサー】
異物がセンターセンサーについているときは、取り除く。
※ センターセンサーの汚れが取れにくい場合は、市販
のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かた
くしぼった布でふき取る。

差込プラグ
電源コード

差込プラグ

電源コード 乾いた布でふく。

ご注意
 ●必ず差込プラグを抜き、本体・内なべ・ふたが冷めてからお手入れする。

ご注意
 ●内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。
 ●本体は、水につけたり、水をかけたりしない。
 ●本体内側へは、絶対に水が入らないようにする。
 ●内なべ・ふたは、こまめにお手入れする。腐食・
においの原因。

 ●シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞう
きん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使
わない。
 ●食器洗浄機・食器乾燥器などは使わない。

内なべ内側の汚れ・においが落ちにくいとき

① 内なべに水を最大目盛まで入れ、直火にかけ
てお湯をわかす。

② お湯がわいたら火を止め、内なべを本体に
セットして、2～ 3時間保温する。

 （保温温度は「90」に設定する）→P.8～10

③ お湯をすて、冷めてから、内なべをお手入れ
する。→P.12

※上記のお手入れをしても、内なべ内側の汚れ・
においが落ちにくいときは、内なべにクエン
酸（約60g）を入れ、再度①～③の要領でお手
入れしてください。それでも落ちにくいとき
は、下記のステンレス用みがき液で、内なべ内
側の汚れを取ることもできます。

内なべ外側の汚れが落ちにくいとき・
クエン酸のお手入れ（上記）をしても
内なべ内側の汚れが落ちないとき

市販のステンレス用みがき液で、汚れを取るこ
とができます。
※ただし、ステンレス用みがき液を使った場合、
使用上の品質には支障はありませんが、内な
べに傷がつくおそれがあります。

① スポンジに、市販のステンレス用みがき液を
つけ、こすり落とす。

② 内なべをお手入れする。→P.12

樹脂部品が傷んできたとき

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。
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お問合せくだ
さい。→P.15

本体とっ手・内なべとっ手がグラグラするとき

⊕ドライバーで、ネジを締め直す。

内なべ本体

ご注意
 ●とっ手がグラグラしたまま使わない。けが・
やけどのおそれ。

長期間ご使用にならないとき

① 各部をお手入れする。→P.12

② 風通しのよい所で、本体・各部を乾燥させる。
（特に内なべは充分に）

③ ポリ袋などで密封し、湿気の少ない所で保管
する。

◆ 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）を使う。
※ 洗剤分が残っていると樹脂などの劣化・変色の原因になるので、充分に洗い流す。

◆ スポンジ・布はやわらかいものを使う。
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▍故障かな？と思ったら
修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき ご確認いただくこと 直しかた 参照
ページ

スープが冷める。 差込プラグが抜けて
いませんか。

差込プラグをコンセントに確実
に差し込む。 8

保温する前に約30分間
予熱しましたか。

約30分間予熱してから、
保温する。 9

最小目盛より少ないスープ
（少量のスープ）で保温して
いませんか。

本体から内なべをはずし、
スープを最小目盛以上
入れてから、再度保温する。

9・10

内なべにふたをしていますか。 内なべにふたをしてから、保温する。 10
保温温度が低くなって
いませんか。

保温温度を高く設定してから、
保温する。 8～ 10

スープが煮つまる。 長時間保温していませんか。 保温時間を短くする。 －
保温温度が高くなって
いませんか。

本体から内なべをはずし、
保温温度を低く設定した後、
しばらくしてから再度保温する。

8～ 10

おかゆがのり状になる。 お米の量や水加減を間違え
ていませんか。

正しいお米の量と水加減で炊く。 11

1時間以上、保温して
いませんか。

保温時間を短くする。 11

おかゆが炊けていない。 保温する前に、内なべを
直火にかけて
調理しましたか。

本体から内なべをはずし、
内なべを直火にかけて
調理してから、保温する。

11

保温する前に、約30分間
予熱しましたか。

約30分間予熱してから、
保温する。 11

温度が上がらない。 この製品は調理済のスープ類を保温するものです。
加熱調理の機能はありません。 8

内なべやふたに「サビのよ
うな赤い斑点」や「ザラザラ
したもの」が付着した。

水に含まれるミネラル成分の作用によるもので、
内なべやふた自体の変色や腐食ではありません。 12

プラスチック部分に線状や
波状の箇所がある。

これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。
使用上の品質に支障はありません。 －

下図のような表示が点滅する。 本体が故障している場合があります。
お買い上げの販売店にご相談ください。 －

仕様
サイズ 5Lタイプ 8Lタイプ 12Lタイプ
定　格 交流100V 150W 50-60Hz 交流100V 220W 50-60Hz 交流100V 240W 50-60Hz
平均保温電力＊1（W） 94 115 162
内なべ容量 （L） 5 8 12

外形寸法＊2 （cm）
幅 31.5 36.2 42.6
奥行 27.1 31.5 36.8
高さ 33.1 33.5 35.5

質　量＊2 （kg） 4.0 5.2 6.5
コードの長さ＊2（m） 1.5
＊1 保温時の消費電力は、電圧：交流100V、室温：20度、最大容量、設定温度「90」の場合の平均電力（約）です。
＊2 おおよその数値です。

停電があったとき
万一停電があっても、再び通電されると停電前の設定温度で保温（予熱）を続けます。
長時間の停電があったときは、スープが傷んでいないかご確認の上、温めなおしてから再度保温して
ください。

消耗品・別売品のお買い求めについて
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、消耗品・別売品のご購入
専用ホームページでお買い求めください。→下記
◆内なべ　◆内なべとっ手　◆ふた

1

2

3

4

5

6

P.14
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