
お買いあげいただきありがとうございます。
この取扱説明書 (保証書付 )をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
ご使用の前に、｢安全上のご注意｣を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に
必ず保存してください。

1.5合 炊飯器
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安全上のご注意 必ずお読みください
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各部のなまえ

蒸気口弁
(取り外し不可)

外蓋

内蓋取付軸

内釜
(取り外し可能)

取っ手

電源プラグ差し込み口炊飯スイッチ

ボタン

本体

内蓋位置決め

内蓋位置決め穴

内蓋
（取り外し可能）

内蓋つまみ

パッキン

蒸気口

電源コード計量カップしゃもじ

付属品

付属の計量カップを使って正しくお米を軽量し、
水位目盛に合わせます。

水位目盛は標準的な目安です。好みの硬さや
お米の種類、新米度によって水加減を調整
してください。

かため：水位目盛より少し少なめ
ふつう：水位目盛どおり
やわらかめ：水位目盛より少し多め

内釜の水位目盛

CUP ml

160

120

80

401/4

1/2

3/4

●白米は最大 1.5カップ（1.5合）まで、炊飯できます。

白米
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ごはんをおいしく炊くために

※必ず付属の軽量カップで計ってください。１カップすり切り１杯は約150g(１合) です。軽量米びつや、
　市販のカップでは炊飯時間や炊き上がりのごはんのかたさが変わることがあります。
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ごはんを炊く準備

6

●白米は最大 1.5カップ（1.5合）まで、
　炊飯できます。

9

内釜にフッ素加工がされているため、内釜で洗米せずボウル等にお米を入れて
洗米してください。洗米したお米を内釜に移してから炊飯してください。

内釜を長くお使いいただくには

白米

1.5カップの白米を
炊く場合は「白米」の
1.5に合わせます。
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ごはんの炊きかた

※万が一、蓋を開ける場合は、
　必ず電源コードを抜いて電源を
　落としてから開けてください。

炊飯中は、蓋を開けない

炊飯スイッチを下に押して炊飯スタート

炊飯完了

●保温ランプが点灯します。

●炊飯ランプが点灯して炊飯が始まります。

●炊きあがると、電源　スイッチが上に上がって
　炊飯ランプが消灯し保温ランプが点灯します。
　（保温温度 約 60～ 80℃）

●炊飯後はふたを開けずに約10分間蒸らして
　ください。

※炊飯を停止させたいときは、炊飯スイッチを
　上げて電源コードを抜いてください。

炊　飯 保　温

炊　飯 保　温
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ごはんの炊きかた（つづき）

本体から接続プラグを抜き、コンセントから
電源プラグを抜いてください。

1.0合

約15～25分

1.5合

約20～30分

※炊飯時間は炊飯量、お米の種類・室温・水温・水加減などにより多少異なります。

※保温 /使用していない時は、必ず電源コードを抜いてください。
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お手入れのしかた

※本体の外蓋から内蓋を外します。
　外蓋内側のくぼみとつまみを手前に
　引いて外します。

●内側・外側を水で濡らして固く
　絞った布巾などで拭きます。

●本体内側の炊飯ヒーターや
　温度センサーに、ごはん粒や
　異物などがついていたら丁寧に
　取り除いてください。

①内蓋周辺のパッキンを外し、台所用
　中性洗剤を使い、柔らかいスポンジ
　で洗います。
②乾いた布で水分を拭き取り、パッキン
　を内蓋の外周にゆるみが無いように
　正しく取り付け、必ず外蓋にセットします。
　【注】周囲のパッキン以外のパッキンは
　外さないでください。

内蓋位置決めに内蓋位置決め穴を合わせて外蓋
にセットし、内蓋位置決めが完全に表に出る
ように両手で押して確実に取り付けてください。

内蓋位置決め穴 内蓋位置決め

内蓋つまみ
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お手入れのしかた（つづき）

CUP
ml

160

120

80

40
1/4

1/2

3/4

蒸気口弁

①外蓋から内蓋を外します。

②水に浸して固くしぼったやわらかい布で、
　蒸気口弁を、ふいてください。

蒸気口弁は取り外さない
でください。

内蓋

パッキン
蒸気口弁

使うたびにふきとりします。
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故障かな？と思ったら

→5ページ参照してください。

（9ページ参照）

（9ページ参照）

●炊飯スイッチを押しましたか？
→スイッチを下に押し直してください。（7ページ参照）

→6ページを参照して正しい分量で準備してください。

→6ページを参照して正しい分量で準備してください。

→6ページを参照して正しい分量で準備してください。

●洗米加減によって、ぬかの成分が残ると、
　焦げることがございます。
→気になる場合は、軽くお米をすすいでください。
　（5ページ参照）

炊きあがったごはんが
焦げる
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保管 /廃棄のしかた

製品仕様

定  格  電  圧

定格周波数

定格消費電力

モ  　ー  　ド

容　　　　量

本 体 サ イ ズ

付     属    品

コ  ー  ド  長

生     産    国

質　　　　量

AC100V～

50/60Hz

200W

炊飯、保温（保温温度：60～80℃）

1.5合炊き

約（幅）185 ×（奥行）187×（高さ）179mm

計量カップ、しゃもじ、電源コード

約 1.2ｍ

中国

約 1.37kg（内釜含む）
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保証とアフターサービス

●煙が出る
●異常なニオイや音が出る
●内部に水や異物が入った
●本体の変形や破損がある
●その他の異常・故障がある
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1.5合炊飯器

RC-MX152

保証書

保証規定

■保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。
　（保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
■保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
■保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに
　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。

1.修理はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
2.ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、
　ご相談ください。 また、保証書には、ご購入履歴を印刷いただき一緒にご提示ください。
3.次のような場合、保証中でも有料修理になります。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。　（This warranty is valid only in japan.）
5.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等の天災地変による故障や損傷。
・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
・ お買上げ後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
・ 保証書の提示がない場合。
・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）
・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
・ 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
・ 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
・ オークションで落札された商品の場合。
・ 離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。

保証書

ご購入履歴を印刷いただき本書と
一緒に保管してください

保証書のお買い上げ日については
商品出荷日となります

保証書は再発行いたしませんので、
紛失しないように大切に保管して
ください

販売店

保証とアフターサービス
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〇本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入なきものは、
無効となりますので必ずご確認ください。

〇本製品ならびに本書は、改善のために予告なく変更する場合があります。
〇本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。

〇本製品の使用・故障によって生じた、直接・間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。
●乱丁本・落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはテクニカルセンターにご連絡ください。

マクスゼンテクニカルセンター
TEL.0570-099-455

受付時間：平日 9:00～17:00 月曜～金曜日(祝日を除く)
mail：ｍｔｃ@maxzen.jp

Copyright © 株式会社 MOA STORE All Rights Reserved.
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