
GE-1156M
MSF-23 取説 表面 - 改版 サイズ表記修正

173A2364M
MSF-23 取説 中面 - 改版

ご使用の前に

●

●

●

●

●

取っ手やツマミの取り付けに破損やガタツキなどがないか安全を確認してから使
用してください。
油ハネ防止のフタは、空気を取り込み対流を促す構造になっている為、本体緑に
突起を設けております。
最初に使用するときは食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。
製品にシールが貼ってある場合は、シールを剥がしてから使用してください。
（但し、ガラス蓋上の注意喚起シールは、安全の為はがさずにご使用下さい。）
品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は使用しないで販売
店や弊社までご連絡ください。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございました。
この商品は家庭で調理するために使うものです。

●

●

●

●

料理以外の目的で絶対に使わないでください。
使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取り扱いは火災や火傷などの事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。

取扱説明書

品番

食器洗い乾燥機使用不可

m.design

MSF-23

SAFETY FRYER

※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。

お 願 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。

緩衝材
袋：PE

ダンボール

材質の種類／

本体寸法／

家庭用品品質表示法に基づく表示

ガラス蓋部分に関するご使用の注意
●本製品のガラス蓋は全面物理強化ガラス製品です。全面物理強化ガラス製品は破損した際、破片が
細片となって激しく飛散する特性がございます。注意事項をよくお読みのうえご使用ください。

●キズをつけたり、落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。
●電子レンジ、オーブンでは使用しないでください。
●ご使用前にガラス面にキズ等がないかご確認のうえご使用ください。ガラス面にキズがあ
りますと、加熱により割れる恐れがございます。
●ガラス蓋に直接炎を当てたり、蓋を本体からずらして加熱調理することを絶対にしないでください。
部分的に加熱によりガラス蓋が突然割れて破片が飛散し、ケガや事故の原因になります。

●調理中は、本体にキチンとセットした状態でご使用ください。また、調理中にガラス蓋を取
り外したりしないで下さい。高温になっておりヤケドやケガの恐れがございます。
●使用直後に水をかけるなど急激な温度変化を与えないで下さい。ガラスが割れる恐れがございます。
●鍋からはずす際、ガラス面についた蒸気が水滴になり、こぼれ出る場合がございますので
ヤケド等にご注意ください。
●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恐れがあります。

鉄　表面処理／内外面：シリコンコート加工
取っ手／フェノール樹脂
鉄枠+ガラス　鉄枠表面処理／シリコンコート加工
ガラス／強化ガラス製器具　強化の種類：全面物理強化
（耐熱温度差約180℃）  （耐熱ガラスではありません）
つまみ／フェノール樹脂
シリコーンパッキン：シリコーンゴム（耐熱温度約230℃）

本 体

フ タ

：

：

内径 23㎝ 約370×265×135㎜ 満水容量 2.5ℓ  適正容量 1.25ℓ以下

日本製

● 天ぷら等の料理に際しては、安全の為、付属のふた以外を使用しないで下さい。

油温を200℃以上にしないでください。油が引火する原因になり、火災、ヤケドの
危険があります。

●使用する前には必ず各部に異状がないことをご確認下さい。また、各部にき裂、
破損、へこみ、曲がり、緩みなどの異状を生じた場合はご使用を中止してください。

●本体とガラスフタは安全の為、完全密封はしません、本体の突起により空気の流
入を行う設計となっております。

●ご使用後洗浄の際は中性洗剤、スポンジタワシ、または普通タワシで軽く洗って
下さい。磨き粉や硬いブラシなどで強く擦るとシリコンコート樹脂塗膜が剥げ。
サビの発生を促進させます。

油ハネ防止のガラスフタの開閉はさい箸などで軽く開閉して下さい。勢い良く
開閉しますとバネの作用により、フタが脱落し、ヤケドや事故の原因になります。

シリコンコート樹脂塗膜は使用頻度により劣化が始まり次第にその効力を失い
ますので永久ではございません。
本体外側、フードのシリコン樹脂塗膜は使用により劣化いたします。また熱によ
る変化もあります。

●油に引火するおそれがありますので、鍋の緑まで油を満たした状態で使用しな
いで下さい。（油料の目安は、深さの半分くらいまで）

対応の熱源

ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからない
ようにご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。
電子レンジにおいてのご使用はできません。

IH200V対応

IH

電子
レンジオーブン

カセット
コンロ

ハイカロリー
バーナー

シーズ
ヒーター

ハロゲン
ヒーター

ラジエント
ヒーターガスコンロIHクッキング

ヒーター

ご使用中やご使用直後は本製品が熱くなっています。ヤ
ケドの危険がありますので、お子様は遠ざけ、絶対に手
を触れさせないでください。

本体はコンロまた、クッキングヒーターの中央に乗せ、
安定してご使用下さい

 0G

●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。

〒332‐0002 埼玉県川口市弥平3-3-17
TEL.048（224）9531（代）
http: / /mannen.co. jp

株式会社万年
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