Smart Auto Cooker

AX-C1B

スマートオートクッカー 全自動調理器
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■ この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
■ 特に「安全上のご注意」「使用上の注意とお願い」は、ご使用前に
必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
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■ 本製品は、一般家庭用です。業務用にご使用ならないでください。
■ この取扱説明書は、いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。
■ 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入をご確認頂き、大切に
保管してください。
紛失の場合、保証修理が受けれない場合がございます。
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本製品は、 一般家庭用です。
日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

製品安全上のご注意
●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、人への危害、財産の損害を防ぐため、安全に関する重大な内容を
記載しておりますので、必ず守ってください。
■表示マークの説明

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れが想定される事を示します。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害または物的損害を負う恐れが想定される事を示します。

禁止

してはいけない行為の「禁止」事項です。

指示

実行しなくてはいけない行為の「指示」内容です。

※重傷とは、失明、ケガ、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないケガ、やけど、感電などを指します。
※物的損害とは、家屋、家財、及びペットなどに関わる拡大損害をさします。

警告

乳幼児には特にご注意

警告
禁止

水濡れ禁止

子どもだけで使わせたり、
乳幼児の手が届くところで使わない。
やけど・感電・ケガのおそれ

×

水に浸したり、水をかけたり
しない
感電のおそれ。ショートの原因。

濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグを
抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。

禁止

交流100V以外では調理しない
感電・火災の原因になります。

禁止

電源プラグをなめさせない。
感電・ケガのおそれ

×

コードや電源プラグが傷んだり
コンセントの差込みが緩いときは
使用しない
感電・ショート・発火の原因に
なります。
電源プラグを確実に差込み、アース線を接続
して下さい。

接触禁止 蒸気口に顔や手を近づけない。
感電・ケガのおそれ。特に乳幼児には、
さわらせないように注意する。

警告
分解禁止 修理技術者以外の人は、分解したり
修理をしない。
感電・ケガのおそれ。修理は、販売店または保証書
に記載のアイネクスお客様ご相談窓口、ホームページ
のお問合せよりご連絡ください。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを
乗せたり、挟みこんだり、加工したりすると
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

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、発火の原因になります。
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製品安全上のご注意

異常・故障時は

注意

警告
指示 すぐに電源プラグを抜いて、販売店
または保証書に記載のアイネクス
お客様ご相談窓口、ホームページの
お問合せより、点検・修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・ケガのおそれ。
火災の原因
＜異常・故障例＞
・ご使用中、電源コード・電源プラグ・接続プラグ
が異常に熱くなる。
・コードに深い傷や変形がある
・コードを動かすと、通電しなかったりする
・焦げ臭いにおいがする
・ピリピリと電気を感じる
・本体のダイヤルボタンを押してもディスプレイ
が点灯及び反応しない。

接触禁止 使用中や使用後しばらくは高温部
(持ち手・取っ手・ダイヤル
ボタン以外)に触れない。
やけどの恐れがあります。

指示

使用時以外は、電源プラグを
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
になります。

指示

予熱・調理中は煙やにおいに敏感な
小鳥などの小動物は別の部屋に移し、
窓を開けるか換気扇を回す
電源プラグを抜くときは、コードを
持たずに必ず先端の電源プラグを
持って抜く
感電やショート・発火の原因になります、

注意
禁止 調理以外の目的では使わない
不安定な場所や熱に弱い敷物の上、火の
近く、燃えやすいものの近く、すべり
やすい場所などで使用しない
火災の原因になります。

お手入れは冷めてから行う。
高温部に振れ、やけどの恐れがあります。

■ 他のなべを転用しない
■ なべを外して通電しない(火災の原因)
■ ヒーター部に汚れや異物がついたままにしない
(こびりつきや腐食の原因)

■ 取り扱いはていねいに行う(故障・破損の原因)

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない
缶や瓶が破裂したり過熱して、やけど、けがの恐れが
あります。

壁や家具の近くで使わない
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になり
ます。

専用の電源コード以外は使用しない
電源コードは他の機器に転用しない
故障・発火の原因になります。

ふた及び他の付属品を他の製品に使用
転用しない
ガラスが割れる恐れ、故障・発火の原因になります。

■ なべのフッ素被膜を傷つけたり、調理物を
入れたままにすると、フッ素被膜のはがれや
腐食の原因になります。
フッ素被膜を長持ちさせるために次のことを必ずお守り
ください。
・金属製のおたまやヘラなどは使用しない。
・ナイフ,フォークなど鋭利な刃物でこすらない。
・空焼きはしない
・研磨剤入り洗剤、みがき粉やナイロンまたは金属製のたわし、
メラミンスポンジなどは使用しない。
・なべの表面および裏面に調理物や汚れが残ったまま放置しない
酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。
また付着物によりムラや調理物の風味を損ないます。
必ずきれいにお手入れしてください。
なべのフッ素被膜は使用により消耗します。
・色ムラができたり、剥がれることがありますが、衛生上の支障は
ありません。
人体への影響(害)はなく、調理をするうえで問題なくご使用いただけます。
・フッ素被膜のはがれが気になるときや、変形したときはご購入できます。

■ 調理物を押さえつけたり空焚き状態にしない。
(フッ素被膜の剥がれや腐食、なべの変形や調理物の色移りなどの原因)

■ なべを直火やIHクッキングヒーターで使用しない。
(フッ素被膜の剥がれや腐食、なべの変形や調理物の色移りなどの原因)

■ 直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器・IHクッキン
グヒーターなどの上に載せない(火災・故障などの原因)
■なべを急激に冷やさない(なべが変形し、故障などの原因)
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各部のなまえと付属品
持ち手

各部のなまえ

ガラス蓋

操作パネル

ふた固定パーツ

かき混ぜウイング
蓋取付固定穴
取っ手

固定穴を取付軸に差し込み
取り付ける
正しく設置を行わないと故障の原因になります。

蓋取付軸
なべ

結露受けトレイ

なべは直火やIH調理器で使わない
火災や故障の原因になります。絶対にやめてください。

接続プラグ差込み口
ダイヤルボタン

操作パネル

なべ

なべはご使用の前に必ず組み立てて使用する

付属のネジを使用し、
しっかりと固定してください。付属品以外のご使用は故障の原因になります。
簡易ドライバーを使用し、しっかりと固定出来ない場合、お持ちのドライバー等を使用して
しっかりと固定をしてください。

なべ
取っ手固定パーツ
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簡易ドライバー

取っ手固定ネジ

動

取っ手
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使い方

1. 調理モードの選択/決定
ダイヤルボタン

▶

▶

ダイヤルを回すと「炒め」⇄「煮込み」⇄
「パスタ」⇄「カレー」⇄「手動」の順で
モードが切り替わります。

▶

モード
選択
▶

左右回転どちらでも

モード
選択

調理モードが決まったら、
ボタンを押して決定をします。

調理
モード
炒め

煮込み

2. 調理時間の変更/決定
パスタ

▶

▶

調理時間が点滅するので、
ダイヤルを回して調理時間を変更します。

▶

モード
選択

カレー

▶

左右回転どちらでも

調理時間を合わせたら、
ボタンを押して決定します。

モード
選択

手動

設定可能
時間

設定可能
温度

30秒～15分

×

※30秒単位の
設定が可能です

※温度設定は
出来ません

1分～60分

×

※1分単位の
設定が可能です

※温度設定は
出来ません

1分～60分

×

※1分単位の
設定が可能です

※温度設定は
出来ません

1分～60分

×

※1分単位の
設定が可能です

※温度設定は
出来ません

1分～60分

50℃～190℃

※1分単位の
設定が可能です

※10 ℃単位の
設定が可能です

3. 調理の開始
ディスプレイ

予熱が始まり、ディスプレイ表示が回転します。
※材料および量によっては、調理開始時に蓋が完全に閉まらない場合がございます。
使用上は問題ございませんので、蓋を強く押さないでください。
無理に力を加えると破損する恐れがございます。

予熱が終わると、調理残り時間のカウントダウンが始まります。
≪手動モードのみ≫

▶

▶

▶

モード
選択
▶

左右回転どちらでも

予熱開始後、調理終了までの間、ダイヤルを回すと『調理温度(※)』を
変更することができます。
※鍋底部のセンサーの温度であり、必ずしも鍋内部の材料等の温度ではございません。

4. 調理終了
アラームが鳴り、調理の終了をお知らせします。
なお、安全上の観点から保温は行いません。

操作のキャンセル
モード
選択

ボタンを長押しすると、操作をキャンセルします。
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お手入れの仕方

必ず本体から接続プラグを抜き、本体が完全に冷めてからおこなう
●本体に水をかけたり、水洗いをしない
→感電や故障の原因になります。
●洗剤・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・シンナー
ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・金属たわし、硬いたわしなどは使わない
→変形や変色、傷の原因になります。
●弊社指定以外の食器洗い乾燥機や食器乾燥機での洗浄、乾燥はしない
→変形や故障の原因になります。

●調理後は毎回お手入れをしてください。

本体

水洗いできません。

※本体からガラス蓋、結露受けトレイを外します。
ふた固定パーツを回して取り外します。

●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。
●本体内側のヒーターや温度センサーに、
食材や異物などついていたら丁寧に
取り除いてください。

ガラス蓋 使うたびに洗います。
ガラス蓋周囲のゴムパッキンは外れません。
そのまま台所用中性洗剤等を使用し、
柔らかいスポンジ等で洗ってください。

なべ

使うたびに洗います。

※腐食やにおいを防ぐため、いつも清潔にしてください。
●台所用中性洗剤を使い、柔らかいスポンジで洗います。
●乾いた布巾で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。
●なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。
また、なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。
フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因となります。
●ガラス蓋、結露受けトレイを熱湯に浸さない。変形の原因となります。
●金属へらなどを使用すると、なべ表面にキズがつき、フッ素加工
がはがれることがあります。樹脂製か木製のへらをお使いください。
●ナイフやフォークなど鋭利なもので表面をこすらないでください。
●なべは丸洗いできますが、みがき粉やナイロンたわし、金属タワシなどは使わないでください。
●調理物を長時間放置しないでください。また、お手入れは早めに行ってください。
※なべのフッ素加工がはがれても使用できますが、焦げやすくなります。
公式オンラインストアより新しいなべをご注文できます。
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お手入れの仕方

ふた固定パーツ・ウイング

使うたびに洗います。

●台所中性洗剤を使い、柔らかいスポンジで洗います。
●乾いた布巾で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。

結露受けトレイ

使うたびに洗います。

●台所中性洗剤を使い、柔らかいスポンジで洗います。
●乾いた布巾で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。

電源コード

水洗いできません。

●ゴミやほこりは定期的に乾いた布で拭き取ります。
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故障かなと思ったら
●修理を依頼される前に、再度お取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。

警告 お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。
こんなとき

お調べいただくこと/なおしかた

電気が入らない

●電源プラグや接続プラグが、根元まで確実にコンセントや本体に差し込まれていますか？
→確実に差し込んでください。

調理ができない

●調理モードの設定をしましたか？
→ダイヤルボタンを回して、ご希望の調理モードを選択してください。
●かき混ぜウイングが正しく設置出来ていますか？
→調理モードに応じて、最適な間隔でかき混ぜウイングは動きます。正しく設置してください。

ウイングが動かない
温度が上がらない

●ガラス蓋は付いていますか？ ふた固定パーツが正しく設置出来ていますか？
→ふた取付固定軸に注意して、必ずふたを取り付けて下さい。
●なべの裏面やふち、ヒーター・温度センサーに異物がついていませんか？
→調理前に、必ず取り除いて下さい。
●なべが本体に確実にセットされていますか？
→傾いていたり、浮いていたりしている場合は再度、セットしなおしてください。
●なべが変形していませんか？
→ただちに使用を中止し、弊社お問い合わせよりご相談ください。
●「カチッ」と音がする。
→ヒーターの膨張による音で故障ではありません。

使用中に音がする

●調理終了後も暫くの間、ファンが回っている。
→内部クールダウンの為であり、故障ではありません。
なおコンセントを抜く際には、ファンの動作が停止した事を確認してください。
●ふた固定パーツがしっかりとついていますか？
→蓋取付軸に注意して、必ずふたを取り付けて下さい。

ディスプレイに
エラーコードが
表示される

●E6 … 調理中に蓋を開けると自動停止します。(手動モードを除く)
また、蓋を閉めると調理が再開されます。
→手動モード以外で調理中に蓋を開ける際には、ダイヤルボタンを押し、一時停止をして
から、蓋を開ける様にしてください。
問題が解決しない場合は、アイネクスお客様相談窓口、ホームページのお問合せより
点検・修理をご相談ください。

上記以外のエラーコードが表示され、緊急停止した場合、電源プラグをコンセントから抜き、
アイネクスお客様相談窓口、ホームページのお問い合わせより直接ご相談ください。

●問題が解決しない場合は、
アイネクスお客様相談窓口、ホームページのお問合せより点検・修理
をご相談ください。
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製品仕様

定格電圧

AC100V

定格周波数

50/60Hz

定格消費電力

950W

温度調節範囲

50℃～190℃

時間調節範囲

炒めモードのみ 30秒～15分 30秒単位
炒めモード以外 1分～60分 1分単位

モード

炒め、煮込み、パスタ、カレー、手動

容量

3.5ℓ

質量

約7㎏(内釜含む)

本体サイズ

横幅310mm(なべセット時 : 横幅400mm)
×奥行375mm×高さ207mm

材質

(本体)PP、(なべ)合金アルミ

コードの長さ

1.5m

付属品

なべ、取っ手、取っ手固定ネジ、簡易ドライバー
かき混ぜウイング、ガラス蓋、ふた固定パーツ
結露受けトレイ、電源コード

生産国

中国

保管のしかた
●長期間保管される場合は、本体の汚れをしっかり拭き取り、塵や埃がかから
ないように袋などに入れて保管して下さい。
●直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
●振動のある場所や冷暖房機のそばは避けてください。
●お子様の手が届かない場所で保管してください。

廃棄のしかた
●自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。
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保証書
AINX スマートオートクッカー AX-C1B
年

ご購入日

月

日

お名前

お客様

保証期間

ご購入日より1年間

お電話番号

ご住所 〒

無料修理規定
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用
状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品と本保証書
をご持参・ご提示の上、AINX株式会社お問合せフォームよりご相談ください。
1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
。
③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷
。
④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷
⑤本書の提示がない場合。
⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、
「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 販売店発行の領収書及び保証書がある場合、本書と一緒に大切に保管をしてください。

お客様の個人情報お取扱いについて

販売店名

AINX株式会社（アイネクス）は、お客様の個人情報
をご相談対応や修理対応などに利用させていただき
ます。またお電話での会話内容は録音させていただ
く場合があります。折り返しお電話をさせていただく
ために発信番号の通知のお願いと発信番号の確認
をさせていただいております。個人情報を適切に管
理し、修理業務の委託の場合や正当な理由がある場
合を除いて、第三者に開示・提供することはありませ
ん。個人情報お問い合わせは下記記載の窓口にご連
絡いただけますようお願いします。

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-3-8 VORT芝大門Ⅱ 4F

商品に関するお問い合わせ窓口
下記URLのお問合せフォームよりお願いします。

TE L: 03-6381-5050

https://www.ainx.jp

販売元 ： AINX株式会社（アイネクス）
Fax: 03-5860-1058
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