






 

材料 
（直径約6.5cm、高さ3cmのスフレ型4個分） 

●作りかた ●作りかた 
①スフレ型にケーキ用のケースを入れておきます。 
②クリームチーズを柔らかくしておき、ハンドミキサー
で砂糖を加えながらクリーム状にします。 
③②に卵を加え、もったりするまで泡立て、さらに牛乳と
サラダ油を加えて混ぜます。 
④③にふるった　 を加えサックリと混ぜ①の型に分け
入れます。 
⑤RZ-EX10J形は内がまの白米の水位目盛1まで、 
RZ-EX18J形は白米の水位目盛2まで水を入れ、蒸
し板を入れ、④をならべ炊飯器にセットし、  蒸し で約
20分加熱します。 

⑥スイッチが切れ、蒸気がおさまってから取り出します。 

チーズ蒸しパン 宇治金時蒸しパン 

材料（4人分） 

生地はチーズ蒸しパンの作りかたを参照して作りますが、
甘納豆は2/3量を混ぜ込み、型に流し入れてから、残り
を散らして蒸します。 
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　　小麦粉（薄力粉） 50g 
　　ベーキングパウダー 大さじ　  
クリームチーズ 80g 
卵（ときほぐしておく） 1個 
砂糖 40g 
牛乳 大さじ1 
サラダ油 大さじ1 
ケーキ用のケース 4枚 
スフレ型 4個 

　　小麦粉（薄力粉） 70g 
　　ベーキングパウダー 大さじ 　 
　　抹茶 小さじ1 
卵（ときほぐしておく） 1個 
砂糖 20～30g 
牛乳 大さじ2 
甘納豆        30g 
サラダ油 大さじ1 
ケーキ用のケース 4枚 
スフレ型 4個 
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材料 
（直径約6.5cm、高さ3cmのスフレ容器5個分） 

●作りかた 

●作りかた 

①　 を合わせ加熱しカラメル色になったら水を加えます。
（このとき、ソースが飛び散りますので注意してください） 
②型にバターをぬり、①を入れます。 
③人肌にあたためた牛乳に砂糖を入れとかします。卵と合
わせ、裏ごししてバニラエッセンスを加え、②の型に流し
入れます。 
④RZ-EX10J形は内がまの白米の水位目盛1まで、RZ-
EX18J形は白米の水位目盛2まで水を入れ、炊飯器に

付属の蒸し板をセットし③を並べます。 
　（並べかた参照） 
⑤ふたをして 蒸し で約10分加熱します。 
　（RZ-EX18J形は15分加熱します。） 
　スイッチが切れたら、ふたを開けずに5分間蒸らし
ます。 
★このとき、内がまは大変熱くなっていますので取
り扱いに十分お気をつけください。 

⑥お好みでクリーム等をトッピングします。 

プリン 

手作り寄せ豆腐 

材料 
（直径約7.5cm、高さ5cmの耐熱ガラス容器4個分） 

①ボウルに豆乳とにがりを入れよく混ぜます。液体
がドロッとしてくるのが目安です。 
②耐熱ガラス容器に①の豆乳液を4等分して注ぎ入
れ、表面の気泡をスプーンなどで取り除きます。 
③RZ-EX10J形は内がまの白米の水位目盛1まで、
RZ-EX18J形は白米の水位目盛2まで水を入れ、
蒸し板を入れ、②を並べて炊飯器にセットし、ふ
たをして 蒸し で約20分加熱します。 

④お好みで、ねぎ、しょうがなどの薬味を添えたり、めんつ
ゆなどをかけます。 

１個分  　約110kcal

１人分  　約45kcal

＜カラメルソース＞ 
　　砂糖 30g 
　　水 大さじ1 
水 小さじ2 
＜卵液＞ 
牛乳 カップ1 
砂糖 40g 
卵（ときほぐす） 2個 
バニラエッセンス 少々 
バター 少々 

豆乳（無調整・市販のものは大豆固形成分10%以上のもの） 
 400mL 
にがり 
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蒸し 蒸し 
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出来上がりの豆腐の固さは、豆乳
の温度やにがりの種類、量などに
よって変わりますので、にがりの量
はメーカーの指示に従います。 

Ａ Ａ 

Ａ 

１個分  　約200kcal １個分  　約140kcal

蒸し 

蒸し 

でき上がり目安 

 

約 分 

でき上がり目安 

 

約 分 

でき上がり目安 

 

約 分 

でき上がり目安 

 

約 分 



















●ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。（表面を傷つける原因） 

必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。（やけどの原因） 

　注意 

　注意 

お
手
入
れ 

お
手
入
れ 
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●炊き込みごはん・雑炊・バラエティー調理や保温の後のにおいが気になるときには、以下の方法でお手入れしてください。 

においが取れにくい場合 

本体・ふた 

蒸気口キャップ 

固くしぼったふきんでふく。 
アルカリ性の洗剤は使わない。（変色の原因） 

ふた加熱板 

内がま 

温度センサー 

フック部 
ふたからはずして、ふた加熱板ごとスポンジで洗ってく
ださい。 
●安全弁は綿棒などで2～3度押して動くことを確認して
ください。 

●負圧弁に異物があったりめくれのないことを確認して
ください。 

●安全弁や調圧弁にごはんが詰まっている時は、綿棒な
どで取り除いてください。 

●パッキンは外れないので引っぱらないでください。変
形すると圧力がかからず上手く炊けない原因になります。 

しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ・蒸し板 
食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。 

米粒などがつまってフックが「パチン」と閉まらないと
きはようじなどでかき出してください。 

●片手でふたつまみを持ち、
ロックレバーを上方向に
押し上げ、ふたつまみを
手前に引きます。 

①ふたパッキンが手前側にくるように取り付ける。 
②両側のツメをフタのミゾに差し込む。 
③ロックレバーを上方向に押し上げながら、ふた加熱板
の上側を押し、ロックレバーを下げます。 

内側は、スポンジなどのやわらかいもので洗う。 
外側は、洗って水気をふき取り、水あか等が付着した場合は中性洗剤を使い、ナイロンたわしで洗う。 

使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障はありません。フッ素被膜は、人体に害はありません。 

■ふた加熱板のはずしかた 

■ふた加熱板の取り付けかた 

つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を付けない
とふたが閉まりません。 

吸気口・排気口 
吸気口・排気口のごみを掃除機で吸い取る。 

こびりつきができたら、細かい紙ヤスリ（600番程度）
に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取る。 

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのや
わらかいもので洗う。 

■蒸気口キャップのはずしかた 

①パッキンをカバーの溝に入れる。 
②キャップ本体の▲マークをカバーの▼マークの位置と
合わせ、3ヶ所の爪を確実にはめ込み「しめる」の方向に
回してカバーの　マークの位置まで回して取りつける。 

③カバー羽根部が後ろになる
ようにしてふたに差し込み、
蒸気口キャップの中央部を
押さえて、確実に取り付ける。 

①本体から取りはずします。 
②図のようにもち、キャップ本体の▲マークを「はずす」
の方向に回し、カバーの▼マークと位置を合わせるとは
ずれる。 

■蒸気口キャップの取りつけかた 

内がまに水を入れる 1

　　を押して　　 しゃっきりを選択 
する 

2

　　を押す 3

約60分程度経ったら　　を押す 4

●水の量は、1.0Lタイプでは「白米（無洗米）」
の水位目盛2まで、1.8Lタイプでは「白米（無
洗米）」の水位目盛4まで。 

※水以外（洗剤など）は絶対に入れないでくだ
さい。 

●上記でもふた加熱板のにおいが気になるときは 
①ふた加熱板の入る大きさの鍋・フライパンなどに食塩水（1％程度）を入れ、湯をわかす。 
②湯がわいたら弱火にし、ふた加熱板を入れて15分程度加熱する。 
③湯をすて、ふた加熱板が冷めたら水洗いする。 
※プラスチック部が変形しますので、絶対に空炊きしないでください。 

●終了直後は、内がまやふた加熱板が熱くなっ
ていますので、本体が冷めてからお湯を捨て、
水滴をふき取ってください。 

●においによっては、完全に落ちないものも
あります。 

排気口 

吸気口 

カバー パッキン 

爪（3ヶ所） 
カバー 
羽根部 

点灯 

ふたつまみ 

ロックレバー 

ふたパッキン 

調圧弁 

安全弁 

負圧弁 
ふたつまみ ロック 

レバー 

カバー 

キャップ本体 この位置を 
合わせる 

この位置を合わせる 
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