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直接火に
かけない

急な冷却は
キケン

洗浄後の
自然乾燥

火を
はみ出さない

食器洗い乾燥機
使用不可

フライパン・いため鍋
のみ使用可

フライパンカバー

兼用型
cm 1820 ・・22

m.design It is a cooker of the Europe style 
with a high design and the  functionality.

CMD-1

m.design
フライパンカバーS(18.20.22cm)

品 番

品 名

材料の種類／

品番：CMD-1
m.design

フライパンカバーS
 (18.20.22cm)

アルミニウム合金
焼付け塗装
外面：シリコンコート加工　内面：竹炭コート加工
フェノール樹脂
強化の種類　全面物理強化
（耐熱温度差約180℃）

：
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：
：

本 　 体
表面処理

取 っ 手
ガ ラ ス

4 978352 670010
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フライパンカバー

兼用型
cm 1820 ・・22

品番：CFC-1
ウィンドークック
竹炭コートS

 (18.20.22cm)

4 978352 780016

CFC-1

ウィンドークック
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Cook
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CFC-1

ウィンドークック
竹炭コートS (18.20.22cm)

品 番

品 名

材料の種類／
アルミニウム合金
焼付け塗装
外面：竹炭コート加工　内面：竹炭コート加工
フェノール樹脂
強化の種類　全面物理強化
（耐熱温度差約180℃）

：
：

：
：

本 　 体
表面処理

取 っ 手
ガ ラ ス
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GREEN PRODUCTS
※PTFE(ポリテトラフルオロエレチレン）、
　PFOA（パーフルオルクタン酸）は使用しておりません。
※人体や環境に残留性が強いとされる化学物質は使用しておりません。

台紙

お願い

本製品に対するご意見、お気付きの点は、下記へご連絡ください。

お読みになった後はこの「取扱説明書」を保存してください。ご使用方法やお手入れ方法の確認にご利用いただけます。

お買い上げいただき、ありがとうございました。
本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず下記取扱説明書をお読みください。

ご使用の前に

ご使用中の注意点

お手入れ・保管について

ご使用中においては換気をよくしてください。
ご使用中はそばを離れないでください。
本製品は安定した載せ方をしてください。
取っ手や本体、ガラスが破損したら使用を中止し、必ず新しいものとお取
替えください。
落し蓋としては使用しないでください。
本製品をフライパンからずらして使用しないでください。部分的に加熱さ
れて破損の原因になります。
本製品は構造上完全密封はいたしませんご使用中多少の蒸気漏れはあります。
調理のはじめは熱気や蒸気でガラスがくもります。

本製品が破損するおそれがあります！特に注意

フライパンから外す際、ガラス面についた蒸気が水滴になり、こぼれ出る
場合がありますのでヤケド等にご注意ください。
調理使用中の本製品は熱くなっています。本製品を置く際は置き場所にご注
意ください。フッ素天板等、熱に弱い場所には置かないようご注意ください。
また、平らな場所に安定した置き方を確認の上ご使用ください。
調理中や使用直後の本製品は熱くなっていますので、ヤケドには十分ご注
意ください。
取っ手も熱くなる場合がありヤケドの危険があります。取っ手を持つ際は
注意してお持ちください。

　　炎がフライパン底面からはみ出さないよう火力の調整をしてください。
　　破損の恐れがあります。
　　ご使用直後に水をかけるなど、急激な温度変化はおさけください。　
　　ガラスが割れる場合がございます。
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対応サイズ（18.20.22cm）以外のフライパンでのご使用はおやめくだ
さい。本製品にガタツキが生じ、蒸気漏れによりフライパンの取っ手が熱く
なりヤケドの恐れがあります。
フライパン本体・取っ手の形状等により一部適合しないものもございます。
本製品は全面物理強化ガラス製品です。全面物理強化ガラスは落下衝撃
などに弱いガラスの強度を増して欠点を補い、安全性を向上させるために
開発されたものです。しかしガラス製品である以上、落下など物理的な衝
撃や急な加熱や急冷などの熱衝撃が加われば割れます。割れ方が一般的
なガラスと違い、破片が鋭利なかけらまたは細片となって激しく飛散する
という特性があります。取り扱い説明をよくお読みのうえご使用ください。
電子レンジオーブンでは使用しないでください。
ご使用前にラベルを取り外してください。その際紙のフチ等で手などを切
らないようご注意ください。
ご使用前に取っ手の取付けに破損やガタツキなどがないか、確認してから
ご使用ください。取っ手がガタついた状態でご使用されますと本体が脱落
してヤケドの恐れがあります。
ご使用前にガラスにキズ等がないかご確認ください。ガラス表面にキズが
あるとご使用中に破裂することがあります。
はじめてのご使用前に食器洗剤等で軽く洗い、すぐに水気をよく拭き取っ
てからご使用ください。
フライパンで魚を焼く場合にはフライパンの表面上が通常よりかなり高温と
なるため、本製品の塗装を傷めやすくなり劣化を早めますのでご注意ください。
フライパン以外では使用しないでください。

本製品はフライパン専用カバーです。一般鍋には適合しません。また、
直接火にかけるなど用途以外の使い方はしないでください。1 初めてのご使用の前には食器用洗剤などでよく洗浄し、自然乾燥せ

ず、すぐによく水分を拭き取った後ご使用ください。製品の材質およ
び構造上、水分が残っていたり、乾燥までに時間を有した場合は腐食
の原因になります。また、注意シール等がはがれる恐れがあります。

洗浄後すぐに水分を拭き取り使用！

半熟の
目玉焼きに

ハンバーグ等の
肉料理に 餃子焼きに

※本製品は、昭和34年12月厚生省告示第370号「食品添加物等の規格基準」（改正平成18年3月31日厚生労働省告示第201号）による試験結果に適合しております。

食器洗い乾燥機使用不可電子レンジオーブン使用不可
フライパンのハンドルが角度の大きい
アップタイプの場合本製品と干渉する
場合がございます。

アップハンドル フライパン

落す等の強い衝撃を与えないでください。
取っ手部に無理な力をかけないようご注意ください。破損の原因となります。
竹炭コートは使用頻度や加熱状態によって次第に効力が失われます。
お手入れの際はたわしや磨き粉等の使用はお避けください。ガラス面をキ
ズつけるおそれがあります。また、本体のキズ、腐食等の原因になります。
必ずやわらかいスポンジを使用してください。
塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での
保管は腐食発生の原因になります。
フライパンの上にかぶせた状態で長時間放置しないでください。水蒸気中
に含まれる塩分、酸等により腐食の発生を促進させる場合があります。
本製品はフライパンの補助的な役目のため料理の出来、不出来には関係ございません。
途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、またガラスの部分が熱くなっ
ているときは濡れたふきんでふれたり、濡れたところに置かないでください。
本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。

　　食器洗い乾燥機での使用は出来ません。

　　本製品はアルミ製ですのでご使用後の乾燥が不十分な場合など腐食
　　の発生がおこる場合がございます。
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Aluminum alloy

Frypan Cover

竹炭コート効果で
up!

食材を芯まで、おいしく調理

竹炭コート
竹炭微粒子配合
コーティングで
遠赤外線放射率UP!!

竹炭微粒子配合
コーティングで
遠赤外線放射率UP!!

竹炭コート

アルミ
素材

竹炭コートとアルミ素材・フッ素コートの
遠赤外線放射率の比較
竹炭コートとアルミ素材・フッ素コートの
遠赤外線放射率の比較

も上昇！！

竹炭効果により
8.3フッ素コートよりも
450

％
％アルミ素材よりも

一般的な
フッ素コート

竹炭
コート

18.2％

76.6％83％
シリコンコートに竹炭
微粒子を配合することに
より、遠赤外線放射率を
UP!一般的なフッ素コートに
比べ、約8.3％の放射率
上昇が、アルミ素地材に
くらべ約450％もの遠赤
外線放射率の上昇が
認められました。

フライパンカバーを使用
することにより、遠赤外
線放射効果により、食材を
包み込むように芯から
調理します。
油ハネや煙を控え、調理
時間を短縮。ガスや電気
代の節約にも。

遠赤外線効果イメージ

中国製

http://www.mannen.co.jp/

TEL.048（224）9531（代）

株式会社万年

竹炭コート効果で
遠赤外線効果 up!

※捨てるときは、
お住まいの
自治体の区分に
　従ってください。※掲載の写真はイメージ写真です。

Bamboo Charcoal
coating

GE-162CFC-1 CMD-1共通 GE-162CFC-1 CMD-1共通


