


　　記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 
具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。 

　　記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 
具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。 

　　記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 
具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。 

安全上のご注意 必ずお守りください 

取り扱いを誤った場合、死亡または重
傷※1を負うことが、想定される内容を
表します。 

取り扱いを誤った場合、傷害※2または物
的損害※3の発生が、想定される内容を
表します。 

●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 
●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 

禁 止 

指 示 

注 意 

警 告 

注 意 

警　告 

電源コード 

コンセント 

差込みプラグ 

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 
感電・けがをすることがあります。 

電源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、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、
挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 

交流100V以外では使用しない 
火災・感電の原因になります。 

電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは
使用しない 
感電・ショート・発火の原因になります。 

改造はしない。また、修理技術者以外
の人は分解したり修理をしない 
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い
上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口に
ご相談ください。 

吸・排気口やすき間にピンや針金お
よび金属物などの異物を入れない 
感電・異常動作してけがをすることがあります。 

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。 

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て発火することがあります。 

差込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の根元に
ほこりが付着している場合は、よくふく 
火災の原因になります。 
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子供だけで使わせたり幼児の手の届
くところで使わない 
やけど・感電・けがをする恐れがあります。 

水につけたり、水をかけたりしない 
本体内部にも水を入れない 
ショート・感電の恐れがあります。 

炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移
動させない 
やけどをする恐れがあります。 

蒸気口に手を触れない 
やけどをすることがあります。 
特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。 
 

差込みプラグに蒸気を当てない 
コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。 
スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。 

重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・
感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るも
のおよび治療に入院・長期の通院を要す
るものをさします。 
傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さ
ないけが・やけど・感電などをさします。 
物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペッ
トなどにかかわる拡大損害をさします。 

※1

※2

※3

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。 

吸気口 
排気口 

本体底部 





操作部 

付属品 

●キーは確実に押してください。 
●報知音の変化や、「炊飯」キー、「とりけし」キー中央の（　、　 ）は、目の不自由な方へ配慮したものです。 

表示部 
（すべてを表していますが、お使いになる中
でこのような表示はしません。） 

「とりけし」キー 

「炊飯」キー 

「メニュー」キー 

「保温選択」キー 

「無洗米」キー 

「時刻合わせ」キー 

「予約」キー 

無洗米を炊くときに使う → P.11 

炊飯するときに使う 

操作設定の取り消しや
作動中の機能を中止す
るときに使う 

予約時刻や現在時刻を合わせるときに
使う → P.16、P.19

食べたい時刻に自動的に炊き上げる
タイマー予約炊飯のときに使う 
→ P.16

メニューを選ぶときに使う → P.14

「標準保温」や「高め保温」を選ぶと
きに使う → P.18

しゃもじ しゃもじ受け 

白米用 
（180mL） 

無洗米専用 
（171mL） 

計量カップ 
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各部のなまえと扱い方 

排気口 
（本体裏側） 
 

吸気口 
（本体底部） 

電源コード 
 

差込みプラグを持って、2～3cm引いて
戻すと自動的に巻き込む 

 出し方 

 しまい方 

蒸気口 蒸気口セット 

差込みプラグ 

プッシュボタン 

蒸気口 
内ぶたセット取りつけ軸 

●炊飯時に蒸気が出て高温に
なるので注意してください。 

外ぶたを開けるときに押す 
●外ぶたが開いた状態でプッシ
ュボタンを押すと、押された状
態のままになりますがそのま
ま外ぶたを閉めると元の位置
にプッシュボタンが戻ります。
故障ではありません。 

ハンドル 
持ち運びのときに使う 

差込みプラグを持って引く 
（赤マーク以上引き出さない） 

しゃもじ受け取りつけ部（左右2ヵ所） 

●2ヵ所のツメを本体に強めに押しつけながら 
　（①）、脚をしゃもじ受け取りつけ部の穴に差 
　し込む（②） 

しゃもじ受けのつけ方 

●しゃもじ受けをひねり 
　ながらはずす 

しゃもじ受けのはずし方 

ツメ 
しゃもじ受け 
取りつけ部 

① 

② 

脚 

ふたセンサー 

内ぶたつまみ 
内ぶたセットの取りはずし・
取りつけのときに使う 
●お手入れ後、内ぶたセット
を必ず取りつけます。 
　→ P.25

外ぶたパッキン 

なべ 

操作部 

外ぶた 

本 体 

内ぶたセット 

サイドセンサー 

外ぶたの閉め方 

中央部を押してください 

●確実に閉まっていない場合、
炊飯中や保温中に外ぶたが 
　開く恐れがあります。 

外ぶたは｢カチッ｣と音がするまで

確実に押して閉める 





















●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。 

症　状 ●●お調べいただくこと 症　状 ●●お調べいただくこと 

炊
　
飯 

ご飯が、かたい 
　　　 やわらかい 

ご飯が、ひどく焦げる 

炊飯中にふきこぼれる 

炊飯できない 
キー操作できない 

●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のか
たさがかわります。 

●銘柄・産地・保存期間（新米・古米）などにより、ご飯のかたさがかわります。 
●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 
●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 
●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。 
●なべが変形していませんか？ 
●白米を無洗米専用計量カップで炊飯していませんか？ 
●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？　→　炊き上がったご飯をよくほぐしてく
ださい。 

●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか？ 
●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ 
●なべが変形していませんか？ 

●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか? 
●蒸気口セットをつけ忘れていませんか? 
●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? 
●なべが変形していませんか？ 
●メニューや水加減を間違えていませんか？　→　P.14

●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか? 
●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか?　→　P.28 
●なべが入っていますか?　→　なべを入れてください。 
●標準保温ランプ・高め保温ランプが点灯していませんか？　→　「とりけし」キーを
押してから再度「炊飯」キーを押してください。 

炊飯・保温中に音が 
する 

外ぶたと本体の間から 
蒸気がもれる 

●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。 
●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。 

●外ぶたが変形していたり、外ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。 
●外ぶたパッキンが汚れていませんか？　→　汚れている場合はお手入れをしてくだ
さい。 

保
　
温 

予
　
約 

保
　
温 

●現在時刻は合っていますか?　→　時計は24時間表示です。もう一度、調べ直して
ください。 

●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまり
ます。 

●現在時刻は合っていますか?　→　時計は24時間表示です。もう一度、調べ直して
ください。 

●しゃもじを入れたまま保温していませんか? 
●冷めたご飯をあたため直していませんか? 
●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?　→　炊き上がったご飯をよくほぐしてく
ださい。 

●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? 
●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。　→　念入りになべを
洗ってください。 

●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませ
んか？ 保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。　
→　P.9 

●24時間以上の標準保温をしていませんか？ 

保温中、ご飯がにおう 

保温中、 
ご飯がにおう・ 
変色・乾燥する 

保温中、 
ご飯がにおう・ 
べちゃつく 

予約をすると 
すぐに炊飯がはじまる 

予約時刻に炊けない 

そ
の
他 

●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格
電流を超えてブレーカーが下りることがあります。　→　炊飯ジャーは単独のコン
セントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら
継続して炊きはじめます。 

●予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか?　→　「炊飯」キーを押さないと、
タイマー予約は完了しません。 

●「7:00」が点滅していませんか?　→　時刻合わせをしないと予約を受けつけま
せん。　→　P.19 

予約できない 

停電が 
起こったら 

●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。これはIH炊
飯ジャー特有のもので故障ではありません。 

差込みプラグから 
パチッと火花が飛ぶ 

●「標準保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか?  →　P.18 
●保温経過時間が12時間経過していませんか?　→　保温経過時間が12時間経過
すると「標準保温」を受けつけません。 

●冷めたご飯を保温していませんか?　→　なべの温度が低いと「標準保温」を受け
つけません。 

標準保温ができない 

●現在時刻を表示していませんか?　→　「時刻合わせ」キーを押して表示を切りか
えてください。　→　P.18

●少量のご飯を保温していませんか? 
●12時間以上の高め保温をしていませんか? 
●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。 

保温経過時間表示 
しない 
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故障かなと思ったとき 

●高め保温を使う　→　（ご飯のにおいの発生やべちゃつきをおさえる効果がありま
す。）　→　P.18





●特定地域（高い山･厳寒地）においては、所定の性能が確保できないことがあります。 
　こうした場所での使用はなるべくおさけください。 
●日本国内交流100V専用（定格100V以外の電源では使用できません。） 

型　　　名 

炊
飯
容
量（
約
Ｌ
）　[

　]

内
は
カ
ッ
プ
数 

定 格  

炊 飯 方 式  

電 源 コ ー ド の 長 さ  

外 形 寸 法（約cm） 

質 量  

最 大 炊 飯 容 量  

区 分 名  

蒸 発 水 量  

年 間 消 費 電 力 量  

一回当たりの炊飯時消費電力量 

一時間当たりの保温時消費電力量 

一時間当たりのタイマー予約時消費電力量 

一時間当たりの待機時消費電力量 

NP-PE10 NP-PE18

白米・白米急速 

炊きこみ 

無洗米 

無洗米 

無洗米 

おかゆ 

おこわ 

無洗米 

無洗米 

すしめし 

玄米・玄米活性 

発芽玄米 

IH（誘導加熱）方式 

1.0ｍ（コードリールつき） 

0.09～1.0     [0.5～5.5]

0.09～0.94   [0.5～5.5]

0.09～0.68      [0.5～4]

0.09～0.72      [0.5～4]

0.09～0.26   [0.5～1.5]

0.09～0.27   [0.5～1.5]

交流 100V 1100W 50/60Hz

幅25.5×奥行37.5×高さ20

約3.8kg

0.18～0.72         [1～4]

0.18～0.72         [1～4]

0.17～0.68         [1～4]

0.17～0.94      [1～5.5]

0.18～1.0        [1～5.5]

0.18～1.8        [1～10]

0.17～1.71      [1～10]

0.34～1.03        [2～6]

 0.36～1.08         [2～6]

0.09～0.43  [0.5～2.5]

0.09～0.45  [0.5～2.5]

0.36～1.44        [2～8]

雑穀米 

0.09～0.72      [0.5～4] 0.36～1.44        [2～8]

0.36～1.08        [2～6]

0.34～1.02        [2～6]

交流 100V 1290W 50/60Hz

幅28×奥行40.5×高さ24

約4.7kg

1.0L 1.8L

B D

34.7g 52.7g

91.6kWh/年 139.8kWh/年 

180Wh 238Wh

17.0Wh 22.0Wh

1.10Wh 1.10Wh

0.96Wh 0.96Wh

0.17～1.71      [1～10]

0.18～1.8        [1～10]

無洗米 0.09～0.68      [0.5～4]

0.09～0.72      [0.5～4]

0.34～1.03        [2～6]

 0.36～1.08         [2～6]
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仕 様 メモ 
■お買い上げ日　　　年　　月　　日 

■販売店名 

TEL

おぼえのため、記入され

ると、便利です。 
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