
パッキン�

ベン�

128mm

各部のなまえとはたらき�ご使用前使用前に必ず必ず各容器、各容器、はしを�
洗ってからご使用使用ください。�

取扱説明書�

タイガーステンレスランチジャー� 　　品番  �

　LWS-A型�

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。お読みになったあとは、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。�

ホルダー
にはし箱
を差し込
めます。�

＜ベルトの着脱方法＞�
�1 32 4

※取りはずしは、つけるときの逆手順で行ってください。�

とめ具�

ベルト�
折り返し�

ベルト折り返し�

外ぶた�

菜入れぶた�
�菜入れ�
おかずを入れます。�

飯器ぶた�
断熱材が入っていますので、�
飯器の熱が菜入れに伝わり�
にくくなっています。�

汁器ぶた（パッキン・ベンつき）�
汁がこぼれないよう、回転密閉式です。�

汁器（スープパック）�
みそ汁やスープを入れます。�

本体�
�

ベルト�

ホルダー�
内びん�

飯器�
ごはんを入れます。�

はし�

● 菜入れ・飯器・汁器は、ふたを�
　はずした状態で電子レンジで�
　加熱できます。�
　（必ずふたをはずしてください。）�

● 各容器は食品衛生試験に合格�
　したポリプロピレン樹脂を�
　使用しています。�

はし箱�

はし箱�

＜飯器ぶたのしめかた＞�
凹部と凸部を�
合わせてしめます。�
※あけるときは、�
　しめるときの�
　逆手順です。�

凹部�

凸部�

ホルダー�

し
め
る�

あ
け
る�

お買い上げの状態� 「ベルト折り返し」だけを�
「とめ具」からはずす。�

「ベルト通し」へベルト�
を上から差し込む。�

「ベルト折り返し」を�
「とめ具」に差し込み、�
しめつける。�

ベルト通し� とめ具�

ベルトの�
長さは�
自由に調節�
できます。�（　 　 　 ）�



●複合電子レンジのオーブン・�
　グリル機能での使用はしない�
　でください。�
　容器が変形し、故障の原因になり�
　ます。また、他の料理でオーブン・�
　グリルを使用した後、レンジで加熱�
　する場合は、庫内がさめてから�
　使用してください。�
�

ご注意と必ずお守りください� もれたりあふれたりすると、やけどや他のものを汚す原因になります。�

　LWS-A　内面 (H-182mm×W381mm)
128mm 128mm

倒したり落
ぶつけたり
与えないで

変形して保温効果
また本体に傷が
お手入れの際に
ことがあります

においの強
いもの（ホウ
しそなどの
などに包ん
直接入れると、
ついたり変色す

ごはんやお
早く（約6時
お召し上が
そうしない場合

本体の丸洗いは、�
しないでください。�
�
水が浸入しサビの発生や、他のもの�

を汚すおそれがあります。�

製品の横置きはしないで�
ください。�
内容物がもれる�
原因になります。�

本体や部品の煮沸、および�
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。�
熱による変形や、もれる原因になります。�

菜入れぶたは70℃以上の�
お湯に入れないでください。�
ポリエチレン製ですので、変形し、�
もれる原因になります。�

ベルトを持って�
振りまわさないでください。�
人や物に当たると危険です。�

�

コンロやストーブなど、�
火気のそばには近づけない�
でください。�
樹脂部の変形、�
変色の原因に�
なります。�

飲食物の保温、保冷以外に�
使用しないでください。�

飯器にごはん以外のものを�
入れないでください。�
内容物がもれるおそれがあります。�

菜入れぶたに食酢や油類が�
直接ふれないようにして�
ください。�
変形し、もれる原因になります。�

�

ごはんやおかず、スープ類を�
内びんに直接入れないで�
ください。�
サビの原因になります。�

乳幼児の手の届くところには�
置かないでください。�
また、いたずらには充分に�
ご注意ください。�
やけどやけがなどのおそれがあります。　　　　�

長時間の保温は�
しないでください。�
内容物を長時間保存すると腐敗する�
おそれがあります。�
また、生もの、乳製品など変質、腐敗�
しやすいものの保温はおやめください。�

火を通したおかずはさまして�
から入れてください。�
そうしない場合、腐敗の原因になります。�

電子レンジで菜入れ、飯器、�
汁器を加熱するときは�
次の点をお守りください。�

●電子レンジで加熱するときは�
　必ずふたをはずしてください。�
　変形や破損の原因になります。�

●ステンレス本体を電子レンジ�
　に入れないでください。�
　火花が飛び散ったりして危険です。�

●容器が空の状態で�
　加熱しないでください。�
　容器が変形し、故障の原因になります。�

●油分、糖分の多い食品は、�
　長時間加熱しないでください。�
　容器が変形し、故障の原因になり�
　ます。�
�

ふたを持っ
ください。
ふたがはずれて
危険です。�
�

本体に飯器をセットする際は、�
必ず汁器を下にセットして�
ください。　　　　　�
汁器を正しくセットしないと、飯器が�

本体から取れにくくなる場合があります。�
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ご注意とお願い�

125mm

シンナー類、クレンザー、�
金属たわし、化学ぞうきん�
などは使用しないでください。�
傷やサビ、保温効果の低下の原因に�

なります。�

塩素系漂白剤は使用しないで�
ください。�
さびたり穴があく原因になります。�

各容器のふたは確実にしめて�
ください。�
内容物がもれる原因になります。�

汁器ぶたのパッキンとベンは�
必ずつけてください。�
つけないと、汁がもれる原因になります。�

飯器や汁器を�
本体に入れるときは、�
ふたのつまみを持って�
静かに入れてください。�
変形して保温効果が低下したり、�
内容物がもれる原因になります。�

倒したり落としたり�
ぶつけたり、強い衝撃を�
与えないでください。�

変形して保温効果の低下の原因になります。�
また本体に傷がつくと、さびたり�
お手入れの際に、塗装がはがれたりする�
ことがあります。　�

においの強いもの、色素の濃�
いもの（ホウレン草、たくあん、�
しそなどの有色野菜）はラップ�
などに包んでください。�
直接入れると、容器ににおいが�
ついたり変色する原因になります。�

ごはんやおかずはできるだけ�
早く（約6時間以内）一度に�
お召し上がりください。�
そうしない場合、腐敗の原因になります。�

、�

�

�
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�
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ふたを持って運ばないで�
ください。�
ふたがはずれて落ちるおそれがあり�
危険です。�
�



長時間使用しないときは、汚れを充分に落とし充分乾燥させてください。�

お手入れの方法�

125mm

＜汁器ぶたについて＞�
汁器ぶたは、パッキンを�
取りはずすことが�
できます。�

■本体・内びん・ベルトは、�
　台所用合成洗剤を�
　うすめたお湯を布に含ませ、�
　かたくしぼりふいた後、�
　乾いた布で充分にふいてください。�
■各容器、ふた、はし・はし箱は、�
　ご使用後そのつど充分に洗い、�
　乾燥させてから保管してください。�
■汁器のパッキンは、はずして洗い�
　乾燥させた後、必ず元通りに�
　取りつけてください。�
■汁器のベンは、取りつけたまま�
　洗ってください。このとき強く�
　こすったりしないでください。�

パッキンのはずしかた�
パッキンは台のふちに�
ふきんなどをかけて、�
汁器ぶたを�
軽くたたくと�
はずれます。�

保温効果を高めるために�
● 内びん、汁器、飯器はあらかじめお湯で温めておいてください。�
　内びんにお湯を入れた後は、水分を充分にふき取ってからご使用ください。�
● 飯器には炊きたての熱いごはんを入れてください。�
● 汁器は不要な場合でもお湯を入れてご使用ください。�

※本体の丸洗いはしないでください。�
　水が浸入し、サビが発生したり、�
　他のものを汚したりします。�
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
さびたり、穴があく原因になります。�
※シンナー類、クレンザー、金属たわし、�
　化学ぞうきんなどは使用しないでください。
傷やサビ、保温効果の低下の原因になります。�

※本体や部品の煮沸、および食器洗浄機や
食器乾燥器などの使用はしないでください。
傷やサビ、変形など、故障の原因に�

　なります。�
※お手入れをするときは、柔らかいスポンジ
以外は使用しないでください。�

※他のものと一緒にお手入れするときは、
製品に傷がつかないようにご注意ください。�

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�
にお手入れをしてください。�

軽くたたく�

パッキン�

汁器ぶた� ベン�

お手入れの後、�
パッキンと�
ベンが確実に�
セットされて�
いることを�
ご確認ください。�


