
このたびは日立 IH クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが
とうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイドとともに大切に
保存してください。

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド別添付

取扱説明書・料理集
日立 IH クッキングヒーター 家庭用

－型式

20A仕様－ （ブラック）型式

30A仕様（ブラック）



通電してしばらくの間、前回の調理で
ヒーターに付いた脂が加熱され、にお
いや煙が出ることがあります。

材料の温度、大きさ、置く位置によっ
て、焦げ目がつきにくい場合がありま
す。焼き色が薄いときは追加焼きをし
てください。 P.26

お困りのときは

（左・右IHヒーター）

（左・右IHヒーター）

（左・右IHヒーター）

（左・右IHヒーター）

IH加熱の原理（イメージ図）

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では
電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIHコ
イルに電流を流し、磁力（磁力線）によりトップ    
プレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

金
属
鍋

トッププレート
（結晶化ガラス） 磁力（磁力線）IHコイル

●「ご相談窓口」



2014年6月現在

焼　　網
（消耗部品）

天ぷら鍋
（HT-N40）

グリルドア HT-CS331 001 4,800円（税別）

2,500円（税別）

1,500円（税別）

HTW-4DF  024

HTW-4DD 032

部品名

部品の交換・追加購入
部　品　番　号 希望小売価格

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定
に伴い変更する場合があります。



●油煙が多く出たら電源を切る
●鍋はIHヒーターの中央に置く
●必ず揚げもの温度コントロールを使用する
手動によるお好みの火力では揚げもの調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできない
ため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になリます。

●揚げもの調理中はそばを離れない
●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない
市販のフライパン・鍋は使わないでください。付属の天ぷら鍋以外を使用すると
温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

●鍋底が変形したものは使わない
●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない
●油は500g（550mL）未満では調理しない
油は500g（550mL）～800g（880mL）の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油
が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。

●揚げもの調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります●揚げもの調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります揚げもの調理中は

P.18

使用中(調理中)・使用後は
●使用中や使用後しばらくはトッププレートやグリルドアおよび庫内などの高温部に触れない
●鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない
●炒めもの・焼きものなど、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて
調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない
使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。加熱し過ぎないように火
力をこまめに調節してください。

●市販の電磁調理器カバー（汚れ防止プレート）※を使わない
鍋の温度が正しく検知できず油が過熱され発火するおそれがあります。
※トッププレートの上にのせて、その上で調理をすることでトッププレートの汚れを防ぐものです。

・電源スイッチを入れてもヒーターが作動
　しないときがある。
・こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常
　な音がする。
・トッププレートにひび割れがある。

●調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき混ぜる
加熱した水などの液体にインスタントコーヒーなどの粉末や牛乳などの液体を入れる場合も
火力を弱めにし、よくかき混ぜてください。

●トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない、ひびが入ったり割れた場合は使わない
万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
煮汁などが入り火災・感電、けがの原因になります。

●トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調理器具以外のものは置かない
　下記の物は特に注意してください。誤って加熱した場合、火災や破裂、赤熱してやけど・けがの原因になります。



お手入れは
お手入れは必ず電源を切り本体が冷えてから行う

使用中(調理中)・使用後は
●鍋は不安定な状態で使用しない
●鍋の下に紙やシートを敷かない
●あらかじめ加熱した油で揚げもの温度コントロール
を使わない

　揚げもの温度コントロールが正しく働かず、異常過熱することがあります。
●本体前方に物を置かない
●空だきや必要以上に加熱をしない
・鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は「中火」以上で予
熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。空だきなど異常
に高温になった場合、トッププレートが変色することがあります。

・ホーロー鍋は、空だきしたり、こげつかせたりすると鍋底が過
熱して、底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレート
が破損、損傷する原因になります。

●火気を近づけない
●吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気カバー付近
に手、顔、鍋の取っ手を近づけない

●トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋など
を置かない

●トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
●使用中は本体から離れない

グリル使用中に
●グリル使用中に
調理物が発煙・
発火した場合は、
次の手順で消火
する

使用後は本体は
●吸・排気カバーやすき間にピンや針金などの異物を入れない
●吸・排気口に指を入れない
●吸・排気口に水などを入れない
●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、
乳幼児に触れさせない

●カーテンなどの可燃物の近くで使用しない
●本体や、電源プラグに水などをかけない

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

使用する方は
医療用ペースメーカーをお使
いの方は、本製品のご使用に
あたって医師とよく相談する
本製品の動作がペースメーカーに
影響を与えることがあります。

●調理以外の用途に使用しない
　湯たんぽなどを加熱しないでください。

●不安定な場所や熱に
　弱い敷物の上では使用しない

●使用後は電源を
切る
使わないときは、電
源を切ってください。
長期不在のときは専
用ブレーカーを切っ
てください。

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

●火災・感電・けがの原因になります。

●左・右IHヒーター使用中は磁力（磁力線）が出
ているため、磁気に弱いものを近づけない
・ラジオ・テレビ・補聴器など（雑音の原因となります）
・キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など
（記憶が消える原因になります）

●酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる
ジャム、レモン汁、梅、お酢を使った食品などを付着した
まま放置すると、 トッププレート、プレートワクが変色し
たり、接続部分が劣化しはがれの原因になります。

●土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない
「　　　　または　　　　　 付、IHで使える」と表示
している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも形
状によっては　  クッキングヒーターが故障したり鍋
が割れたりする場合がありますので使わないでください。

●害虫（ゴキブリなど）が製品内に侵入すると
故障の原因となる
適切な環境下でご使用ください。

 

グリルを使用するとき

次の点もご注意ください

●使用中や使用後はグリルドア
　（強化ガラス）に水をかけない
高温になっているところに水をかけると
割れるおそれがあります。

●グリルドアを持って勢いよく引き
出したり、持ち上げながら引き出
したり、またグリルドアに強い力
を加えたりぶらさがらない
グリルドア、受皿、焼網などが落下して、や
けどやけがをしたり、破損の原因になります。

●少量の調理物を長時間調理しない
発煙・発火するおそれがあります。

●受皿が破損した場合は使わない
キャビネット内に水などが落ちる原因に
なります。

●使用中は本体から離れない

●トッププレートの上で、　　ジャー炊飯器な
ど電磁誘導加熱の調理機器を使わない
磁力線により本製品が故障する原因になります。

●キャビネット（本体左右・下側）に調味料・食
品などを置かない
本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因
になります。

●プレートワクを鍋底でこすったり、プレート
ワクに熱い鍋を置かない
ステンレスの傷つき・変色の原因になります。

●トッププレートの上に鍋のふたや受皿、バー
ベキュー用やホットプレート用の鉄板などを
置かない
IHヒーターが通電すると加熱され、火災・故障の原因に
なります。

●使用中や使用後は、グリルドア、
受皿、焼網は高温になっているので、
お手入れをするときは十分冷えて
いることを確認してから行う

●グリルドア（強化ガラス）に傷がついた場合は
使わない
強化ガラスは普通のガラスに比べ強度が高く、安全性
の高いガラスですが、小さな傷でも亀裂が進行し、傷
を起点として一瞬で粒状に破損するおそれがあります。
傷がついた場合は、 日立の家電品取扱店でお買い求
めください。

●受皿には水以外のもの（アルミホイル・クッ
キングシート・オーブンシート・グリル用の
石など）を入れて使用しない

　脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくで
きないことがあります。

●グリル（魚焼き）は、必ず受皿に水を入れて
使用する

●同じ食品を繰り返し調理しない
発煙・発火するおそれがあります。

●グリル庫内や受皿は、魚などの脂がたまらないよ
う使用の都度掃除し、定期的にお手入れをする
続けて使用するときは、受皿にたまった脂を捨て、汚
れをきれいに落としてください。

●揚げもの調理中は、飛び散る油に注意する
●油煙が多く出たら電源を切る
●使用中や使用後、庫内クリーニング中はレンジ
フードファンを使用する
煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移してください。

①電源を切る
②吸・排気カバー全体を
ぬれたタオルでふさぐ
※このときグリルドアの周囲
から煙が出ます。

③専用ブレーカーを切る
※グリルドア（強化ガラス）
に水をかけない。
　（強化ガラスが割れます）

●消火するまでグリルドア
を開けない（空気が入り、

　 炎が大きくなります）



IHヒーター
の中央に置く

水を鍋など
に入れ、IH
ヒーターの
中央に置く



約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動
的に通電を停止します。

右IHヒーターで説明しています。（左・右どちらのIHヒーターでも確認できます）

付属の天ぷら鍋以外は絶対
に使わない
火災の原因になります

警告

※日立の家電品取扱店にご相談ください。
　希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

　　　　または　　　　　　付、「IHで使える」
と表示しているものも含みます。

ガラス・陶磁器（土鍋など）直火用魚焼き網

底が平らなもの

底に反りのあるもの

底がまるいもの
外側に反っているもの
脚のあるもの

（反り）1mm以下）

反りが3mm以下

●ホーロー鍋は空だきしたり焦げつかせないようにしてください。底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトップ
　プレートが破損、損傷する原因になります

●IHヒーターには、一般財団法人 製品安全協会の　　　　　　または　　　　　　　　マークの付いた鍋をおすすめします。
　（鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください）

自動湯わかし推奨ケトル（2014年6月現在）品名：ケトル
型式：106971※　希望小売価格：6,500円（税別）



トッププレートに汚れが付着するおそれがあります
湯気が噴出したり、

閉めてください。

IHヒーター通電後 約45分経過した。
（グリル手動は約30分）

（やけどや火災の原因になります）

IHヒーターの上に、ナイフやフォークな
どの金属製小物がある。または直径（12cm
未満）の小さな鍋がある。

自動的に電源が切れます。（「高温注意」表示
は電源が切れても、温度が下がるまで表示
します）



●炒めもの・焼きものなど、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の
後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない
　使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれ
があります。加熱し過ぎないように火力をこまめに調節してください。

●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない
　水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突
然沸とう（突沸）して飛び散ったり、鍋が跳び上がるこ
とがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれが
あるため、加熱中や加熱後および再加熱の際は鍋に
顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。

●調理するときは食材の加熱状態を均一にする
ため火力を弱めにし、よくかき混ぜる

　加熱した水などの液体にインスタントコーヒーなどの粉末や牛乳な
どの液体を入れる場合も火力を弱めにし、よくかき混ぜてください。

●調理中はそばを離れず、調理の仕
上がりに合わせ、火力を調節する

●鍋底の薄いもの、鍋底が反っているフ
ライパンや鍋などは『強火』で予熱す
ると赤熱する場合があるので注意する
●火力が強い場合、鍋ややかんの形
状などによってはふきこぼれたり、
蒸気が勢いよく出るおそれがある
ので、沸とうしたら火力を下げる

●煮込みなど長時間後使用時は、途
中でかき混ぜるなどし、ふきこぼ
れやこげつかせないようにする
　特にタイマーを使用するときは
　こげつきに注意する

茶わん蒸し

●火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライパンを傷めるおそれがあり
ますので、火力を下げることをおすすめします。
●火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると「ピピピッ」と鳴って自動的に火力「11」に下がります。
●火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると「ピピピッ」と鳴って自動的に火力「10」に下がります。



P.30、31

●次のような場合、揚げもの鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。
・鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合（鍋を交換する　　　　　）
  （鍋底の反りは1mm以下のものをご使用ください）
・鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合（お手入れをする　　　　　　　）
・予熱中に油を注ぎ足した場合（揚げもの温度コントロールの設定をし直す　　　　　）
●油の種類によっては油煙が出る温度が異なります。（油の説明書を確認してください）
●付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。
●再使用油は油煙が出やすくなります。
●揚げもの調理中に隣のIHヒーターで湯をわかすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入ら
ないように火力の調節に注意してください。
●廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。
●天ぷら鍋の鍋底に垂れた油が固まり、トッププレートが茶色くなることがあります。
　汚れている場合は、お手入れをしてください。

●油煙が多く出たら電源を切る
●鍋はIHヒーターの中央に置く
●必ず揚げもの温度コントロールを使用する
手動によるお好みの火力では揚げもの調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできない
ため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になリます。

●揚げもの調理中はそばを離れない
●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない
市販のフライパン・鍋は使わないでください。付属の天ぷら鍋以外を使用すると
温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

●鍋底が変形したものは使わない
●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない
●油は500g（550mL）未満では調理しない
油は500g（550mL）～800g（880mL）の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油
が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。

●揚げもの調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります●揚げもの調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります揚げもの調理中は

P.18



●保温中はときどきかき混ぜて、こげつかせ
　ないようにしてください。
●長時間保温するとこげつく場合があります。

●湯わかしができるのは、常温の水道水のみです。
●水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パック
などをわかさないでください。
●水量は1～2Lまでとしてください。また、鍋(ケト
ル)も満水量の約60％までとしてください。

●必ずふたをしてください。

調理終了後のあたたかい調理物を入れた

鍋をIHヒーターの中央に置く



●調理物を入れたままにしておくとクリーニング
　や余熱でこげ過ぎることがあります。



●調理物を入れたままにしておくとクリーニング
　や余熱でこげ過ぎることがあります。

●受皿には水以外のもの（アルミホイル・クッ
キングシート・オーブンシート・グリル用の石
など）を入れて使用しない
(脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がう
まくできないことがあります)

●吸・排気カバーの上に鍋等を置かない
（吸・排気カバーをふさぐとグリルドアから煙が漏れたり、周
囲や下側に露が付く場合があります）

●連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れを
きれいにし、グリル庫内の温度を下げてから調理する
（庫内の温度が高いまま調理すると、温度センサーが正しく働
かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします）
●調理の途中でグリルドアを開けない
（上手に調理ができません）（カウンタートップをこがしたり、
本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります）
●換気扇を使用する
（調理中、排気口から煙が出ます）

●調理中、グリルドアがくもったり、周りに露が付いたりす
ることがあるので、周りに付いた露はふきんでふき取る

●焼網、受皿は使うたびにお手入れをする
●グリルドアの取っ手の下側が熱くなるので注意する
（長時間グリルを使用すると、取っ手が熱くなる場合があります）
●グリルドアは、取っ手の中央部を持ってゆっくりと開閉する
（調理物が焼網から落ちる場合があります）

●材料は焼網からはみ出したり、間からたれな
いように置く
（材料が下ヒーターに触れていないことを確認
してください。触れていると、こげたり、におい
や煙が出たり、発火のおそれがあります）
●アルミホイルはヒーターに触れないように置く
（ヒーターに触れると発火のおそれがあります）
●ガラス容器や陶器容器は、焼網からすべり落
ちたり焼網の傷つきの原因となるため使用
しない
●もちはヒーターに触れるので焼かない
（焼く場合は、フライパンで様子を見ながら焼い
てください）
●閉じるときは、ドアがフロントグリルに密着
するまで押し込む
（グリルドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合
があります）

P.41
P.33



●調理物を入れたままにしておくとクリーニング
　や余熱でこげ過ぎることがあります。

●魚を調理する場合は、尾などの薄い部分がこげやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
●魚を少量（1尾～2尾）焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合がありま
すので魚を斜めに置いてください。
●焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
●こげ目のつき具合は魚の種類や大きさ、同じ大きさでも脂ののり具合、魚の温度、塩のふりかげんによっ
て異なります。（塩のふる量が多いとこげ目が強くなります）お好みにより「焼きかげん」キーで調節し
て調理してください。
●生魚（さんまやあじなど）は、焼き色がつきにくいので、調理する約10～20分前に塩をふっておきます。
●冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き
不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。
●焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
●複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
●塩さんま（生）は、保存（冷蔵）期間が2日以上の場合、切身・ひものメニューで焼いてください。
（皮が乾燥しているので丸焼きメニューで焼くと皮が裂けたりこげやすくなります。）
●つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついているとこげやすくなります。お好みにより「焼きかげん」
キーで調節して調理してください。



●途中でタイマーを中止するときは、もう一度　  を押してください。

を押し、通電中のIHヒーターまたはグリルの位置に

通電中のIHヒーターまたはグリルが設定できます。

●タイマーを使うときは、ふきこぼれやこげつきにご注意ください。

●使用中のIHヒーターまたはグリルの一つだけ選んでセットすることができます。

●タイマー運転中は表示窓に設定したIHヒーターまたはグリルの残時間を表示します。（IHヒーターのタイマー運転中にグリル
　で追加焼きを設定する場合は、追加焼きの設定時間を表示します。設定終了後はIHヒーターのタイマー表示に戻ります）

●このタイマーは残時間タイマーです。

●残時間タイマー表示中にIHヒーターまたはグリルの　　を押すと、5秒間そのIHヒーターまたはグリルの設定状
　態を表示します。

●全てのIHヒーターとグリルが切れている状態で受け付けます。



しないでください。日立の家電品取扱店で別売
の天ぷら鍋をお買い求めください。

●お手入れは、　　　電源を切り、本体が冷えてから行う

●ご使用のたびにお手入れしてください。
●ベンジン、シンナー、粉末タイプのみがき粉は使用しないでください。
●吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

●トッププレートの汚れをおとし、光沢
をだし、ふきこぼれによる汚れやこげ
つきを抑えます。

トッププレート専用クリーナー
2014年6月現在

　部 品 名：ガラスクリーナー
（HT－K1）

　部品番号：HT－D8 009
　希望小売価格：1,400円（税別）

 ※日立の家電品取扱店にご相談ください。
　希望小売価格は価格改定に伴い変更する
　場合があります。

 

●軽い汚れ
絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

●油汚れ
台所用洗剤（中性）を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、
水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんでからぶ
きする。

酸性・アルカリ性の強い洗剤（漂白剤、住宅用
合成洗剤など）や、お酢を使って清掃しないで
ください。付着した場合はすぐにふき取ってく
ださい。（液剤や洗剤が残ると、表面が変色し
たりトッププレートとプレートワクの接合部分
が劣化し、はがれの原因になります）

●落ちにくい汚れ
クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこすりとる。
※プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。

●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや
粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
●金属のたわし・スポンジのナイロン面、アルミホ
イルなどでこすらないでください。（トッププ
レート・プレートワクが傷つく原因になります）

●それでも落ちないときは
市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分だけを
軽く削り落とし、その後よくふき取る。(トッププレートとプレー
トワクの合わせ目を、ドライバーやフォークなど先の鋭いもの
でこすらないようにしてください。合わせ目にすき間ができ、
水もれなどの原因になります)

●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
●トッププレートにひびが入ったり、割れたり、トッププレートワクのすき間が大きくなっ
た場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上げの販売店または「ご
相談窓口」　　　　　にご相談ください。51



●たわし・みがき粉は使用しないでください。（強化ガラスや樹脂部を傷つけます）
●グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。（樹脂部が変形します）
●グリルドア（強化ガラス）に傷がついた場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。 P.5

P.5●焼網は消耗品です。フッ素加工が傷んだ場合や破損した場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。



使用途中にIHヒーター
またはグリルの通電が
停止した
（切り忘れ防止自動停止
機能）

●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。

●鍋をIHヒーターの中央に置いていますか。

●通電中のIHヒーターまたはグリルは停止し、タイマーも取り消されます。

各IHヒーターとグリルに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切
り忘れ防止自動停止機能が設けられています。



表示とお知らせ内容 原　因

上面操作パネルに次の表示が出たとき

●電源電圧が異常に高い場合や低い
場合。液晶表示が赤く点灯する

●部品の故障が生じた場合。などのH＊＊表示

下記の表示が出たときは故障ではありません。「直しかた」を確認し、表示を消してから
再度操作を行ってください。

表示を消したいときは

、 、 、 の表示が出たときは左IHヒーターの「切/スタート」キーを押す。

、 、 、 の表示が出たときは右IHヒーターの「切/スタート」キーを押す。

、 の表示が出たときはグリルの「切/スタート」キーを押す。

●電源電圧が異常に高い場合や低い
場合。

●お買い上げの販売店にご連絡くだ
さい。

●受皿に水が入っていません。
●通電したまま連続して魚などを焼
いた場合。

グリル使用時、火力表示ランプが点滅
する
（グリル過昇防止自動停止）

●受皿に水を入れてください。
●一度通電を切り、グリル庫内の温度
を下げてから、次の調理物を入れる。

●鍋の種類が違っています。左・右IHヒーター使用時、火力表示
ランプが点滅する

●鍋の種類を確認してください。
　

左・右IHヒーター、グリル使用時、
火力表示ランプが点滅する

●吸・排気カバーにほこりがたまって
います。

●吸・排気カバーがふさがれています。

左・右IHヒーター使用時、火力表示
ランプが点滅する
（過熱防止自動停止）

●ほこりをふきとってください。
　

●ふさがないでください。

●空だきになっています。
●炒めものの調理を行うと表示する
場合があります。

左・右IHヒーター使用時、火力表示
ランプが点滅する
（過熱防止自動停止）

●鍋に調理物を入れてください。
●火力を下げてご使用ください。

●付属の天ぷら鍋の底に2mm以上の
反りがあったり変形しています。

●付属の天ぷら鍋の底やトッププレート
に異物や汚れが付着している。

●付属の天ぷら鍋以外の鍋で揚げも
の温度コントロールを使用した場合。

揚げもの温度コントロールを使用時、
火力表示ランプが点滅する
（揚げもの鍋反り検知自動停止）

●反りや変形がある場合は新しい鍋を
ご購入ください。

●異物や汚れの場合はお手入れをし
てご使用ください。

●付属の天ぷら鍋を使用してください。

表示とお知らせ内容 原　因 直しかた

●お買い上げの販売店または
「ご相談窓口」　　　　　に
ご連絡ください。

「直しかた」に従って再度操作しても同じ表示が出たり、上記以外の表示や下記の表示が出たとき
は故障の可能性があります。お買い上げの販売店または「ご相談窓口」     　　 にご連絡ください。51

51
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油の飛び散りを少なくするために

●特にしいたけやピーマンなどは、水気が
残っていると破裂することがあります。

材料は必ず水気をふき取る

●長時間揚げると破裂することがあります。特に、けんさ
きいか・するめいかなどは注意してください。
●鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認をしてください。

いかやゆで卵などは揚げすぎない

●天ぷらの衣は固すぎないように。
　水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけてください。
●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れ
て揚げてください。
●冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落としてか
ら入れてください。油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場
合があります。

衣や生地作りに注意

揚げもののコツ

特に下ごしらえの必要な材料

えび ししとう辛子 いか
尾の先を切っ
て水分を出す。

水気をふき取り、
縦に切り込みを入れる。

皮をむき水気をふき
取り、切れ目を入れる。

●火災・やけどの原因になります。

●油煙が多く出たら電源を切る
●鍋はIHヒーターの中央に置く
●必ず揚げもの温度コントロール
　を使用する P.18

●揚げもの調理中はそばを離れない
●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない
火災の原因になります。

●鍋底が変形したものは使わない
●鍋底やトッププレートに汚れがこびり
ついたまま使わない
●油は500g（550mL）未満では調理しない
やけどや火災の原因になります。

揚げもの調理中は ●揚げもの調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



グリル魚焼きで調理する場合、受皿
に水(200mL)を入れてください。

グリル魚焼きで調理する場合、受皿
に水(200mL)を入れてください。



グリル グルメで調理する場合、
受皿に水を入れないでください。

グリル グルメで調理する場合、
受皿に水を入れないでください。
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この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。 保証とアフターサービス

【ご連絡していただきたい内容】

できるだけ具体的に
付近の目印等も併せてお知らせください

　　　　年　　　月　　　日

技 術 料

品 　 名
型 　 式
お買い上げ日
故障の状況
ご 住 所
お 名 前
電話番号
訪問ご希望日

部 品 代

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、
一般管理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

出 張 料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

「お困りのときは」　　　　　　 に従って調べていただき、
なお異常のあるときはご使用を中止し、専用ブレーカーを切
り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
●保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規
定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させてい
ただきます。

当社はこの　　クッキングヒーターの補修用性能部品を、製
造打ち切り後6年保有しています。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必
要な部品です。

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売
店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

日立　　クッキングヒーター

P.34～37

必ずお読みください

（家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示）

保証書（別添）

補修用性能部品の保有期間

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受け
られない場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居されるときは

修理を依頼されるときは

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理料金の仕組み

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお
確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよ
くお読みのあと、大切に保管してください。
尚、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせ
ていただきます。
（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送等による故

障及び損傷。
（ハ）火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガ

ス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電
圧、周波数）による故障及び損傷。

（ニ）一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両（車載
用を除く）、船舶への搭載》に使用された場合の故障及び損傷。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。
※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

「ご相談窓口」

出張修理

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

0120－3121－11
0120－3121－34

TEL
FAX

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

（受付時間）9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。

TEL
FAX

0120－3121－68
0120－3121－87

修理に関するご相談はエコーセンターへ

（受付時間）9:00～19:00（月～土）、9:00～17:30（日・祝日）

●出張修理のご用命はインターネットからも申し込みいただけます。
URL http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html
または、　　　　　　　　　   「お問い合わせ」ページ　　　　　　　   ボタンより入力画面にお進みください。

（注）対象製品をご確認のうえお申込みください。
●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

出張修理のWeb受付日立家電修理 　検索
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●電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
●プラグや電源コードが異常に熱くなる。
●電源コードに傷がついていたり、動かすと通電したり
　しなかったりする。
●トッププレートにひび割れがある。
●ビリビリと電気を感じる。
●その他の異常や故障がある。
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