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保証書付
保証書に、お買い上げ日、販売店などが
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ご使用になる前に
この取扱説明書（保証書付）を最後まで
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日本国内専用
FOR USE IN JAPAN ONLY
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 安全上のご注意
製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐため、この「安全上
のご注意」をよくお読みのうえ必ずお守りください。
製品を安全に正しくお使いいただくために、記号やいろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は、次のようになっています。

■【記号の意味】

警告
人が死亡または重傷を負う可能
性が想定される内容を示してい
ます。

注意
人がけがをしたり、損害の発生
が想定される内容を示していま
す。

■【本文中に使われている絵表示の意味】

禁止 分解 
禁止

ぬれ手
禁止

接触
禁止

水ぬれ
禁止

指示を
守る

プラグ
を抜く

　警　告

プラグを 
抜く

発煙や変なにおいがするときは、
すぐに電源プラグをコンセントか
ら抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げ
の販売店に修理をご依頼ください。

プラグを 
抜く

電源コードが傷んだり、電源プラ
グが発熱したときは、電源プラグ
をコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販
売店に交換をご依頼ください。

確実に
差し込む

電源プラグは交流100Vコンセ
ントに根元まで確実に差し込む
交流100ボルト以外を使用すると、火災・
感電の原因となります。
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因と
なります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差し
しない
感電の原因となります。

分解禁止

分解・修理・改造はしない
感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買い上
げの販売店にご依頼ください。

禁止

雷が鳴り出したら、電源コードに
触れない
感電の原因となります。

指示を守る

お子様やペットが触れない場所で使用する
また、小さなお子様のみで使用させない
倒したり、誤った使い方をしないようにご注意ください。感電やけが、故障の原因となります。
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　警　告

プラグを 
抜く

落としたり、強い衝撃を与えて
キャビネットを破損したときは、
すぐに電源プラグをコンセントか
ら抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。
お買い上げの販売店に点検をご依頼くだ
さい。

つぎのこと
を守る

電源コードを取り扱うときは、つ
ぎのことを守る
•	傷つけない
•	延長するなど加工しない
•	加熱しない・引っ張らない
•	重い物を載せない・はさんだりしない
•	無理に曲げない・ねじらない
•	束ねたりしない
守らないと、火災・感電の原因となります。

入れない

紙やプラスチック製品など可燃物
を入れて使用しない
発火の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ
さい。

水ぬれ禁止

雨天時の屋外や浴室など、水が
かかったり、湿気の多い場所に置
いたり使用したりしない
火災・感電の原因となります。
降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注
意ください。

プラグを 
抜く

内部に水や異物等が入ったらすぐ
に電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。お買い上げの販売店に点検
をご依頼ください。

ほこりを 
とる

電源プラグの刃や刃の取り付け
面にゴミやほこりが付着している
場合は、電源プラグを抜き、ゴミ
やほこりをとる
電源プラグの絶縁低下によって、火災の
原因となります。

接触禁止

使用中や使用直後のプレートには
絶対に手を触れない
使用中や使用直後のプレート使用中や使
用直後のプレートは、大変に熱くなってい
ます。やけどの原因となります。

禁止

ご使用中やご使用直後に本品
の上を布や紙などで覆わない	
また、これらのものが誤って本品
の上に落ちないようにする
発火の原因となります。

禁止

次のような場所には置かない
•	風呂場など、水がかかったり、湿気の多い場所
•	雨、きりなどが直接入り込むような場所
•	火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
•	直射日光の当たる場所
•	炎天下の車内・ほこり、油煙の多い場所
•	振動の強い場所
•	腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所
•	極端な高温、低温、温度変化の激しい場所
•	ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
火災・感電の原因となります。
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　注　意

禁止

使用後は、電源プラグをコンセン
トから抜く
本製品に電源スイッチはありません。
万一故障したとき、火災の原因となること
があります。

プラグを 
抜く

電源プラグをコンセントから引き
抜くときは、電源プラグを持って
引き抜く
コードを持って引き抜くとコードが破損し、
火災・感電の原因となります。

指示を守る

電源プラグは容易に手が届くコン
セントに接続する
本製品に電源スイッチはありません。
万一の事故防止のため、すぐに電源プラ
グを抜くことができるコンセントに接続し
てください。

禁止

持ち運ぶときは、電源プラグをコ
ンセントから抜く
けがやコードが傷つき、火災・感電の原因
となります。

禁止

機器の上に乗らない
倒れたり、こわれたりしてけがの原因とな
ります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ
さい。

禁止

本体や電源プラグを水につけた
り、水をかけたり、丸洗いしない
ショートや故障の原因となることがありま
す。

禁止

一般家庭用以外の用途に使用し
ない
故障の原因となることがあります。 禁止

家具のすき間など、狭い場所で
使用しない
風通しが悪くなり、発火や火災・故障など
の原因となることがあります。

禁止

調理以外の目的で本体を使用し
ない
発火ややけどの原因となることがありま
す。

禁止

水のかかるところや、火気の近く
では使用しない
感電や故障、発火、火災の原因となるこ
とがあります。

禁止

熱に弱い物の上では使用しない
火災の原因となることがあります。

禁止

使用中は移動させない
けがややけど、故障の原因となることがあ
ります。

指示を守る

使用中は本体から離れない
調理物が発火するおそれがあります。

禁止

調理物を必要以上に加熱しない
調理物が発火するおそれがあります。

禁止

調理物を入れ過ぎない
故障、発火、火災の原因となることがあ
ります。
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 ■免責事項について
	地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意また
は過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いま
せん。
	取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

 梱包品
ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お
買い求めになられた販売店または当社のサポートセンターまでご連絡ください。

レシピ

ワッフルお椀メーカー 取扱説明書
（本書）

レシピブック
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 各部の名前
加熱表示ランプ
ランプの点灯・消灯で本機の
加熱状態を表します。
点灯：電源投入、加熱中。
消灯：加熱中断、余熱調理中。

電源コード

電源プラグ
電源プラグを接続すると
加熱が始まります。

ストッパー
使用中はロック状態で
お使いください。

上プレート

下プレート
生地や具材を
入れます。
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 お使いになる前に
 ●設置について
※	たこ足配線にならないように、電源は電源コンセントに直接接続してください。

※	カーテンや衣類などが本機にかかる恐れのない場所に設置してください。
	 発火や故障の原因となることがあります。

※	スプレー缶など、引火性のものを本機の近くに置かないでください。爆発や火災の原
因になります。

※	本機を壁やカーテン、家具、観葉植物、ふすまなどの近くには設置しないでください。

※	水平で安定した場所に設置してください。
	 故障や転倒、落下によるけが、感電の恐れがあります。

※	本機を開けたまま、移動させないでください。
	 上プレートが閉まって、指を挟むおそれがあります。

※	本機の下に、物が入らない場所に設置してください。特に可燃物や溶けやすい物が本
機の下に入り込まないように注意してください。

	 発火や故障の原因となることがあります。

※	長時間連続して使用した場合にはテーブルが熱くなり、材質によっては変色や変形の
おそれがありますのでご注意ください。

 ●ご使用前のお願い
	■ 本体やランプ部に水がかからないようにしてください。もし、本製品内部に水が入った場合は、
使用を中止してください。

	■本製品の設置に際しては、本製品の周囲には、30cm以上の空間をあけてください。また、
本製品を設置する面は十分な熱に耐えられることを確認してください。

	■はじめてお使いになるときや、毎回のご使用の前には、各プレートを丁寧に拭き、よく乾燥さ
せてからお使いください。

	■生たまごは、そのままでは使わないでください。調理中にあふれ出すおそれがあります。
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 使い方
1. 本機のロックをかけ、電源プラグを壁のコンセントに接続します。

※	電源プラグをコンセントに接続すると、加熱表示ランプが点灯し、加熱がはじまります。
※	濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本機を操作しないでください。
※	電源プラグは必ず家庭用交流100V（50/60Hz）のコンセントに直接接続してくださ
い。延長コードをご使用になるときは、定格電力1,000W以上の延長コードに本機だ
けを接続してご使用ください。

※	電源コードは束ねたまま使用しないでください。
※	加熱中は、プレートが大変熱くなりますので、絶対に触れないようご注意ください。

	加熱表示ランプは、規定の温度に達すると消灯します。温度が下がると、再び点灯し、加熱が始ま
ります。

2. 本機が余熱状態（加熱表示ランプが消灯）になったら、本機を開きます。
	具材がプレートにくっつくときは、適量の溶かしバターまたはサラダ油を上下のプレート全体に塗っ
てください。

3. 生地や具材を下プレートに入れ、本機を閉め、ロックをかけます。
	生地や具材などが、あふれ出さない量を入れてください。
	生地や具材を入れると、加熱表示ランプが点灯する場合があります。

※	使用中、プレートは大変熱くなっています。本機を開くときや、生地や具材を入れると
きは、調理用のミトンなどを使って、やけどにご注意ください。

※	具材を入れ過ぎて、無理にロックを掛けようすると、本機を破損するおそれがあり
ます。
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4. お手持ちのタイマーなどで調理時間を計ります。

※	調理中に上・下プレートの隙間から蒸気がでることがあります。故障ではありません。

5. 目安の調理時間に達したら、ストッパーのロックを外し、本機を開き、具材を取り
出します。

※	使用直後はプレートは大変熱くなっています。本機を開くときや、プレートから具材を
取り出すときは、調理用のミトンなどを使って、やけどにご注意ください。

※	本機を開いた時に、具材が上のプレートに付いてることがあります。具材が落ちて、
やけどをするおそれがあります。

※	プレートから具材を取り出すときは、木製やシリコン製の調理器具をお使いください。
金属製の調理器具を使うと、プレートのフッ素加工を痛めるおそれがあります。

6. ご使用後は、電源プラグを壁のコンセントから抜きます。

	続けて調理を行うときは、手順2.からはじめてください。

※	続けて調理をおこなうときは、プレートが大変熱くなっています。調理用ミトンなどを
使ってください。

※	電源プラグをコンセントから抜いても、しばらくはプレートは熱くなっています。素手
で触る時は、十分にプレートが冷えていることを確認してからおこなってください。
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 お手入れ
※	お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※	電源プラグは絶対に水に浸けないでください。

 ●毎回のお手入れ
※	ご使用直後は、プレートは大変に熱くなっています。十分にさめていることを確認して
からお手入れをおこなってください。

※	使用後は、毎回お手入れをおこなってください。お手入れをおこなわずに放置すると、
プレートや本製品の劣化や故障の原因となります。

	■プレートは乾いた柔らかい布で、プレート表面の凹凸部に残った生地や具材をから拭きします。

	■プレートにこびりついた汚れは、プレートが温かいうちに、トングなどを使い湿らせたキッチン
ペーパーで拭きます。

※	温かいうちにお手入れをおこなう際は、やけどに注意してください。

	■本機表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。
	■本機表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてく
ださい。

※	メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。
※	みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

 ●電源プラグのお手入れ
	■ 乾いた柔らかい布で、から拭きします。
※	みがき粉、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。
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 故障かな？と思ったら
修理を依頼される前に一度以下の項目を確認してください。
それでもなお異常があるときは使用を中止して、サポートセンターまでご連絡ください。

症状 ご確認ください
電源が入らない。 	電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでいることを

ご確認ください。

使いはじめにニオイがする。 	はじめてお使いになるときや、長期間お使いにならなかったとき
は、使いはじめにニオイがすることがありますが、不具合ではあ
りません。長らくお使いになってもニオイがする場合は、お買い
上げになった販売店または当社のサービスセンターにご連絡くだ
さい。

使用中に加熱表示ランプが消える。 	加熱表示ランプは、あらかじめ設定された温度に達すると、ラン
プが消え、ヒーターが切れます。温度が下がると、加熱表示ラン
プは点灯し、加熱が再開します。
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 仕様
品 名 ワッフルお椀メーカー
型 名 WB-300
電 源 AC	100	V　50/60	Hz
消 費 電 力 550	W
容 量 200	ml
深 さ 50	mm（最大）
外 形 寸 法 約190（最大直径）×125（高さ）mm		（突起部含まず）
質 量 約1.35kg
付 属 品 取扱説明書(保証書付き：本書)、レシピブック
※	本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。電源電圧や周波
数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは対象外となります。
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メ　モ
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メ　モ
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 保証とアフターサービス
 ● 保証書
	 保証書は、本書に添付されています。
	 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、
大切に保管してください。

 ● 補修用性能部品の保有期間
	 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
	 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
	 消耗部品のご注文などについては販売店または弊社にご相談ください。

 ● 部品について
	 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
	 修理の際には、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

 ● 修理を依頼されるときは・・・・持ち込み修理
	「故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。
	 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

 ● 保証期間中は
	 保証書の規定に従って、販売店または弊社にて修理させていただきます。	
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

 ● 保証期間が過ぎているときは
	 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。	
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
	 消耗品のご注文は販売店または弊社にご相談ください。

 ●アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

持込み先または送付先 メールでのお問い合わせ 電話でのお問い合わせ
株式会社太知ホールディングス

サービスセンター
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目2番4号秋葉原村上ビル3階

☎03-5846-7211

E-mail：
taichitky@anabas.co.jp

ホームページ：
http://www.anabas.co.jp

☎03-5846-7211
受付時間

月〜金　午前10時〜午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

 ● 個人情報の取り扱いについて
	 株式会社太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録
を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しま
せん。

 ● 補修修理の仕組み
修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技 術 料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部 品 代 修理に使用した部品代金です。

長年ご使用の機器の点検を！

このような
症状はあり
ませんか？

●	電源コード、プラグが異常に熱い。
●	電源コード、プラグに傷が付いてい
たり、触れると通電しなかったりする。

●	焦げくさい臭いがする。
●	本体がいつもより異常に熱い。
●	その他異常や故障がある。

このような症状の時
は、使用を中止し、
故障や事故の防止の
ため必ず販売店に点
検をご相談ください。
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