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＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危
害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を
明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分
しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示例と絵表示の意味

　 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容
（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

　 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指
示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの警告
誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの注意

安全上のご注意

※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。

改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。修理は、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

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ことがあります。
延長コードを使用するときは、定格１５Ａ（１５００Ｗ）以上のものを使用してください。
異常発熱・火災・感電の恐れがあります。

電源プラグ・器具用プラグは清潔にする。電源プラグの刃および刃の取り付け面・器具用プラ
グにほこりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の恐れがあります。

電源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・発火・発煙の恐れがあります。

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・発煙・感電やけがの恐れがあります。
<異常・故障例＞
・電源プラグ・器具用プラグ・電源コードが異常に熱い。
・電源プラグ・器具用プラグ・電源コードに傷が付いている、ふれると通電しない。
・こげくさい臭いがする。
・ヒーター板に汚れがついていたり、傷がついている。
・本体が破損している。
※すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

電源プラグ・器具用プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。
感電・けがの恐れがあります。

警告
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濡れた手で、電源プラグ・器具用プラグを抜き差ししない。
感電・けがの恐れがあります。

警告

取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。

AC100V以外では使用しない（日本国内専用）。
火災・感電の恐れがあります。

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・火災の恐れがあります。

電源コードは、通気口や高温部に近づけない。
火災・感電の恐れがあります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
たばねて使用したり、物をのせたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の恐れがあります。

電源コード・電源プラグ・器具用プラグが傷んだり、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・発火の恐れがあります。

調理器具の扱いに不慣れな方や子どもだけで使用させたり、乳幼児の手の届く所で使用しない。
やけど・感電・けがの恐れがあります。

揚げ物料理はしない。
火災・けがの恐れがあります。

すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない。
感電や異常動作を起こし、けがの恐れがあります。

本体とプレートの間に、燃えやすいものを挟まない。
火災・破損の恐れがあります。

次のような場所では使用しない。
・火気の近く
・可燃物の近く（カーテンなど）
・壁や家具の近く
・熱に弱い敷物、燃えやすい物の上（たたみ、カーペット、テーブルクロス、新聞紙など）
・不安定な場所（不安定なテーブルやワゴン、コンロのゴトクの上など）
・水のかかりやすい場所
・傾いている場所やすべりやすい場所（油汚れやほこりの多いテーブルなど）
火災・感電・故障・変色の恐れがあります。

使用中は、本体から離れない。
調理物が発火することがあります。必ず焼け具合を見ながら調理してください。

電源プラグ・器具用プラグの先端・器具用プラグ差込口に金属片や鉛筆の芯などの導電性異
物を接触させない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

本体・コードセットを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。
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使用中や使用後しばらくは、高温部にふれない。ふたを開けるときは、顔を近づけない。
やけどの恐れがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを器具用プラグ差込口から取
り外す。
けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の恐れがあります。

電源プラグ・器具用プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ・器
具用プラグを持って引き抜く。
火災・やけどの恐れがあります。

電源プラグ・器具用プラグを接続する前に、必ずプレートを取り付け、温度調節レバーが
［OFF］になっていることを確認する。
火災・やけどの恐れがあります。

注意

本体底部の通気口をふさがない。
火災・故障の恐れがあります。

ヒーター板の上に、プレート以外の物を置かない。
火災・故障の恐れがあります。

専用のコードセット・プレート以外は使用しない。
故障する恐れがあります。

屋外で使用しない。
感電・故障の恐れがあります。

業務用として使用しない。
火災・故障の恐れがあります。

プレートや本体を、ガスコンロやIH調理器で使用しない。
本体が燃えたり、プレートが変形して、故障する恐れがあります。

缶詰やびん詰などを加熱しない。
破裂したり高温になり、やけど・けがの恐れがあります。

使用後は必ずお手入れをする。
調理くずや油分が残ったまま調理すると、発火・発煙の恐れがあります。
また、プレートの底面が油などで汚れたまま使用しないでください。

お手入れは冷めてから行う。
高温部にふれ、やけどの恐れがあります。

液体（水、だし汁など）を加熱するときは、よくかき混ぜる。
沸騰して調理物が飛び散り、やけど・けがの恐れがあります。

ふたをして、水やだし汁を加熱するときは、ふきこぼれに十分気をつける。
やけど・火災の原因となります。

ふたを開けるときは、蒸気に気をつける。ふたを開けるときは、顔を近づけない。
やけどの恐れがあります。

通気口

安全上のご注意

本体底部



4

ふたをしたまま予熱・空焚きしない。また、長時間予熱しない。
ふたをしないときよりも温度が高くなり、やけど・変形・プレートの表面被膜の劣化が早まる恐れがあります。

使用中、金属製のヘラなどをプレートに置かない。
やけどの恐れがあります。

ヒーター板に無理な力をかけない。
火災・故障の恐れがあります。

注意
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＊使用中や使用後しばらくは、本体側面や底部、ふた、プレートが高温になります。取り扱いには十分
ご注意ください。

＊次に記載されている内容を必ず守って、正しくご使用ください。

使用上のお願い

●初めて使用するときは、次のことを必ず行う。
本製品を箱から取り出し、梱包材・緩衝材を必ず取り除いてください。
火災・故障の原因となります。
P. 11の「お手入れのしかた」をよくお読みの上、プレートとふたを洗ってください。

●衝撃を与えない。
落としたり、物にぶつけると、故障の原因となります。
また、プレートを変形させると、ヒーター板からプレートに熱が伝わりにくくなり、プレート
の温度が十分に上がらなくなることがあります。

●金属製のヘラやナイフ、フォークなど、角や先端が鋭利な物を使用しない。
プレートの表面被膜が傷付き、腐食の原因となります。

●調理物や水気を残したまま放置しない。

●プレートが熱いうちに、水などを入れて急冷しない。
プレートの表面被膜が腐食し、はがれる原因となります。

●熱いままのふたを、ビニールやテーブルクロスなどの上に置かない。
変形したり、跡形が付く原因となります。

●プレートやふたを洗剤でお手入れするときは、台所用中性洗剤（食器用・調理器具
用）を使い、十分に洗い流す。
洗剤が残っていると、劣化・変色の原因となります。

●使用中は、煙や臭いに敏感な小鳥などの小動物を別の部屋に移す。

●使用中は、窓を開けるか、換気扇を回す。

●ふた取っ手がぐらついてきたときは、内側の
ネジを締め付ける。
ぐらついたまま使うと、取っ手が外れてやけど・
けがの原因となります。

ふた内側
ネジ

●使用前に本体底部のゴム足にほこりが付着
していないか確認する。ほこりが付着してい
る場合はきれいに拭き取る。
ゴム足にほこりが付着していると、本体がすべり
やすくなり、やけどや故障の原因となります。

本体底部
ゴム足
（4か所）
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各部のなまえ

付属品

ふ　た

プレート

本　体

ふた取っ手

ヒーター板

蒸気口

器具用プラグ差込口
（マグネット式）

●　取扱説明書
（本書：保証書付）

●　コードセット

ランプ

温度調節レバー

器具用プラグ
（マグネット式）

電源プラグ

電源コード

温度調節中はランプが
点灯し、設定した温度に
なると消灯します。
また、温度調節のはたらきにより、
点灯と消灯を繰り返します。

深型ホットプレート
型番 MJ-HPFK1

取扱説明書

日本国内専用
Use only in Japan

保証書付

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
特に、P. 1 ～ P. 4の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

●この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any 
other country.
※業務用として使用しないでください。

家庭用
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使いかた

1. プレートを本体にセットする。
・ プレートと本体の間に異物がないことを確認してください。
・ 両手でプレートの両端を持ち、ゆっくり水平に置いてください。

2. 温度調節レバーを［OFF］に合わせる。

・ 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・火災の恐れがあります。警告

・ プレートや本体を、ガスコンロやIH調理器で使用しない。
本体が燃えたり、プレートが変形して、故障する恐れがあります。

・ 専用のプレート以外は使用しない。
故障する恐れがあります。

注意

プレート

本体

温度調節レバー
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4. 調理に応じて温度調節レバーを合わせて予熱する。
・ ランプが点灯し、加熱が開始されます。
・ 初めて使用する場合、煙や臭いが出ることがありますが、故障ではありません。

5. 調理する。
・ 調理したい物によって、温度調節レバーで温度調節してください。
・ 汁物以外を調理する場合は、必ず油をなべやプレート全体にうすく塗ってください。
・ 汁物を調理するときは、ふたをして水やだし（スープ）を沸騰させてから、食材を
入れ調理してください。

・ 調理のしかたに応じて、ふたをしてください。また、調理物の焼け具合や煮え具合
を見ながら調理してください。

・ 油がはねるときは、温度を低くし、様子を見てください。
・ 食材を裏返したり、混ぜたりするときは、木べらや竹串などを使ってください。油
を多く使う料理は油や食材が飛び散り、やけどの恐れがあります。

・ 保温するときは、温度調節レバーを［WARM］に合わせてください。調理物が乾燥し、
風味を損なう原因となりますので、保温状態のまま長時間放置しないでください。

・ ふたをしたまま予熱・空焚きしない。また、長時間予熱しない。
ふたをしないときよりも温度が高くなり、やけど・変形・プレートの表面被膜の劣化が
早まる恐れがあります。

注意

・ 使用中は、本体から離れない。
調理物が発火することがあります。警告

・ 使用中や使用後しばらくは、高温部にふれない。ふたを開けるときは、顔を
近づけない。
やけどの恐れがあります。

注意

3. 器具用プラグを器具用プラグ差込口に取り付け、電源プラグを
コンセントに差し込む。

器具用プラグ（マグネット式）器具用プラグ差込口
（マグネット式）

電源プラグ

①

②
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調理の目安

料理例

・調理物の保温 50℃～70℃

目安温度（※） 温度調節レバーの合わせかた

［WARM］に合わす

・スープ
・カレー
・薄焼き卵
・アヒージョ

120℃

・フレンチトースト
・鍋料理
・ブイヤベース
・パエリア

160℃

・すき焼き
・ビビンバ
・ハンバーグ
・ぎょうざ

200℃

・ 調理物の仕上がりは、調理物の大きさ・室温などによって異なります。
お好みの仕上がりになるように、温度調節レバーを調節してください。

※ふたをしていないときの、プレート表面温度の目安です。

［LOW］に合わす

［MID］に合わす

［HIGH］に合わす

・ 液体（水、だし汁など）を加熱するときは、よくかき混ぜる。
沸騰して調理物が飛び散り、やけど・けがの恐れがあります。注意

使いかた
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6. 使用後、温度調節レバーを［OFF］に合わせる。
・ 電源が切れます。
・ 続けて使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグ
を器具用プラグ差込口から取り外してください。

・ プレートがあたたかいうちにやわらかい紙や布で汚れを拭き取る場合は、菜箸な
どを使用してください。

・ お手入れは冷めてから行う。
高温部にふれ、やけどの恐れがあります。

・ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを器具用プ
ラグ差込口から取り外す。
けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の恐れがあります。

注意



11

お手入れのしかた

2. 部分ごとに汚れを取る。

①台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う。
②水洗いする。
③乾いたやわらかい布で拭く。

ふた、プレート

①乾いたやわらかい布で水分を拭き取る。
②器具用プラグ（マグネット式）と本体の器具用プラグ差込口（マグネット式）を乾
いた布や綿棒で拭き取る。

※汚れていると接触不良で電源が入らなかったり発熱する可能性があります。

本体・コードセット

＊必ず温度調節レバーを［OFF］にして電源プラグをコンセントから抜き、本製品が十分に冷めてから
お手入れしてください。

・ 本体・コードセットを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。警告

・ お手入れは冷めてから行う。
高温部にふれ、やけどの恐れがあります。

・ 調理物や水気を残したまま、放置しない。
プレートの表面被膜が腐食し、はがれる原因となります。

注意

1. ふた、プレートを本体から取り外す。
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●修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。
●それでも異常のある場合は、商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。

故障かな？と思われたときは

このようなとき 点　　検 処置のしかた

器具用プラグが器具用プラグ差込口から外
れていませんか？

電源プラグがコンセントから抜けていませ
んか？

確実に取り付けてください。

確実に差し込んでください。

温度調節レバーを［OFF］や低い温度に合
わせていませんか？

調理したい温度に、温度調節レバーを合わ
せてください。

プレートの裏面やヒーター板に、異物が付
着していませんか？

本製品を十分冷ましてから、異物を取り除
いてください。（P. 11）

梱包材・緩衝材を取り除かず使っていませ
んか？

ご使用前に必ず取り除いてください。
火災・故障の原因となります。

プレートの表面を十分にお手入れしていま
すか？

プレートをお手入れしてください。
（P. 11）

故障している場合があります。
お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

プレートが正しくセットされていますか？ 確実にセットしてください。（P. 7）

温度を上げすぎていませんか？ 焼け具合や煮え具合に合わせて、温度を調
節してください。

タコ足配線をしていませんか？
定格15A以上のコンセントを単独で使用
してください。プレートの温度が

上がらない

プレートに色むら
があったり、変色
している

調理物がひどく
焦げる

使用中にランプが
点灯しているのに
温度が上がらない

使用中にランプが
消える

煙や臭いが出る

使用中は温度調節のはたらきにより、ランプがついたり消えたりします。

ご使用とともに、調理物の油によってプレートが変色することがありますが、使用上の品
質に支障はありません。

使い始めのうちは、煙や臭いが出ることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

調理物を放置していませんか？
使用後は調理物を取り除き、本製品が冷め
てから必ずお手入れしてください。
（P. 11）

プレートにすり傷
が付いた プレートの着脱時にすり傷が付くことがありますが、使用上の品質に支障はありません。

プレートの表面被膜は、使用により消耗しはがれてくることがありますが、人体には無害
です。はがれがひどい場合は販売店にご相談ください。

プレートの表面被
膜がはがれている
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故障かな？と思われたときは

このようなとき 点　　検 処置のしかた

熱による本体内部の熱膨張によるものです。故障ではありません。

異常に熱くなる場合は、ご使用を中止し、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜い
て必ず販売店にご相談ください。電源コードが熱い

使用中に「カチッ」
とキシみ音がする

仕様

電 源
消 費 電 力
温 度 調 節 範 囲
外 形 寸 法
質 量
電源コードの長さ
プレート内寸法
プレート内容積
安 全 装 置
付 属 品

AC100V 50/60Hz共用 
650W
保温～200℃
約22（幅）×16.5（奥行）×14.5（高さ）cm （ふた装着時、コードセット含まず）
約1.4kg（コードセット含む）
約1.5m
約19(幅)×13.8(奥行)×4.3(深さ)cm
約1Ｌ
温度ヒューズ192℃
コードセット、取扱説明書（本書：保証書付）

※本製品の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

＊プレート・ふたなどは別売部品としてご購入いただけます。
＊別売部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

別売部品について

名　称

プレート

ふた（ふた取っ手付き）

MJ-HPFK1-01

MJ-HPFK1-02

型　番

コードセット MJ-HPFK1-03
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アフターサービスについて
1. 保証書
● この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名
などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

3. 補修用性能部品の保有期間
● 深型ホットプレートの補修用性能部品の保有期間は製造打切後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。

2. 修理を依頼されるとき
● 保証期間中は
商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。保証の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理
いたします。

★長年ご使用の深型ホットプレートの点検を！

ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか？

愛情点検

ご使用
中　止

このような症状のときは、
故障や事故防止のため、電
源を切り、コンセントから
電源プラグを抜いて必ず販
売店にご相談ください。

●電源コードや電源プラグ・器具用プラ
グが異常に熱い。
●電源コードに深い傷や変形がある。
●こげくさい臭いがする。
●その他の異常、故障がある。

お客様の個人情報のお取り扱いについて
お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がな
い限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。
＜利用目的＞
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使
用させていただきます。
なお、この目的のため「（株）良品計画」および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるととも
に適切な管理・監督をいたします。

お客様相談室
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2022年3月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買いあげ日は、ネットストア
マイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書
によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利
を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客様相談室」（14ページ）
にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、14ページの「アフターサービスに
ついて」の項をご覧ください。

証期間内のサービス活動およびその後の安全点
検活動のために記載内容を利用させていただく
場合がございますので、ご了承ください。

深型ホットプレート　保証書
MJ-HPFK1

製　造　管　理　元

本社　〒541-0051
大阪市中央区備後町3-3-7

ご使用による汚れ、傷、変色、保管上の不備による損傷、消耗品の交換など。

「お客様相談室」（14ページ）にお問い合わせください。
This warranty is valid only in Japan.

お客様相談室


