




安全上のご注意
■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、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。また、表示内容を無視して誤っ

　た使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい

　ます。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

警告

注意

この表示の欄は、｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣

内容です。

この表示の欄は、｢傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が

想定される｣内容です。

△記号は、｢警告や注意を促す｣内容のものです。

　(左図の場合は高温注意)

　記号は、してはいけない｢禁止｣内容のものです。

　(左図の場合は分解禁止)

●記号は、必ず実行していただく｢指示｣内容のものです。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

警告
次の(1)～(16)の項目は、その内容を無視して誤っ

た取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷

を負う可能性が想定される場合を表示しています。

(1)器具の設置場所は、機器の重さに十分耐え、水平で安定してい

　 る場所に設置してください。また、通電中は移動させないでく

　 ださい。感電、ケガの原因になります。

取付

注意

(4)修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理、改造を行わな

　 いでください。火災、感電、落下の原因になります。

分解

禁止
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(2)電源は必ずAC100Vで6A以上からお取りください。

　 それ以外からとりますと、異常発熱、火災の原因になります。

取付

注意

(3)機器の差込みプラグおよび、電源コンセントにほこりが付着し

   ていないか確認してから、差込みプラグを確実にコンセントに

　 取り付けてください。接続が不完全な場合は感電や火災の原

　 因になります。 

点検

掃除
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保証とアフターサービス

アフターサービスは、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ株式会社

にお申しつけください。

この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。

但し、「使用目的」(P.6)以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原

則として有料修理になります。

保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。

(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

　当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住
  所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

１.当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新
   製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残す
   ことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令
   に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある
   場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
２.当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
３.お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談
   いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたし
   ます。



(5)電源コードを傷つけないでください。

　　加工したり、引っ張ったり、束ねたり、挟み込んだりしますと

    電源コードが破損し感電や火災の原因になります。

　　電源コードを、熱源に触れさせないでください。

禁止

屋外

禁止

(8)屋外で使用しないでください。

 　雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になり

   ます。

放置

禁止

(13)廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依

　  頼してください(有料になる場合もあります)。放置しますと、

　　第三者が製品を改造したり、カップウォーマー以外の目的で使

　　用したりすると、思わぬ事故の原因になります。

禁止

(14)ストーブやガスレンジなどの温度が高温になるものの近くや、

　　湿気の発生する場所では使用しないでください。火災や、感電

　　の原因になります。

禁止

(15)側面、背面はガラス(背面の一部はアクリル)となっております。

　  強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れ、ケガ、感電、

　  ショート、火災の原因になります。

禁止

(16)下段のプレート表面にあけられている穴を完全に塞いだ状態で

    使用しないでください。

    塞いで使用しますと、ショート、感電、火災の原因になります。

湿気

禁止

(10)湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に取り付けないでくだ

　　さい。絶縁が低下し、漏電、感電の原因になります。

禁止
(7)差込みプラグの刃を故意に曲げて使用しない

   でください。接触不良により火災の原因になります。

禁止
(12)幼児の手の届くところでは使わないでください。

　　ヤケド、感電、ケガをするおそれがあります。
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(11)異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入っ

　  た場合など異常を感じた場合には、すぐに電源を切り、異常が

　  おさまったことを確認してから、お買い上げの販売店または

　  タイジのアフターサービスへ修理を依頼してください。 

電源を

切る

水かけ

禁止

(9)水につけたり、水をかけたりしないでください。

　 ショート、感電のおそれがあります。 

禁止
(6)紙など燃えやすいものを棚の上に載せたり、かぶせたりしない

　 でください。火災の原因になります。

　がある場合は危険

な状態になっていま

す。事故防止のため

にすぐに使用を中止

し、新しい器具にお

取り替えください。

安全チェックシート
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●安全のため1年に1回の自主点検と3年に1回は工事店等の専門家による点検を

　おすすめいたします。

●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に　印を記入し

　処置手順に従ってください。

1.スイッチを入れても、電源が入らないときがある。

2.コードや本体を動かすと電源ランプが点滅する。

3.差込みプラグ、電源コードなどが異常に熱い。

4.こげくさい臭いがする。

5.電源を入れると漏電ブレーカーが動作することがある。

6.電源コードなどの配線部品に傷みやひび割れ、変形がある。

1.購入後10年以上経過している。

2.本体などに変色・変形・ひび割れなどがある。

3.塗装部にうき、ひび割れがある、または錆が出ている。

4.各部に変形・ガタツキ・ゆるみ等がある。

★チェック欄が足りない場合はコピーをしてお使いください。

上記点検項目以外でも不具合がございましたら、ご購入した販売店・工事店等の
専門家、もしくはタイジ㈱にご相談ください。

安全点検項目 点検結果

点検年月
処置手順

　がある場合は危険

な状態になっている

ことがあります。

事故防止のため

にすぐに使用を中止

し、新しい器具にお

取り替え、もしくは

継続的に点検してく

ださい。

製品の仕様

型　　　　　番 DA-300G/300G(R)

単相100V　50/60Hz

190W

面状ヒーター　35W

面状ヒーター　35W

上段

固定：バイメタルサーモスタット上段

固定：バイメタルサーモスタット中段

可変：液体膨張式サーモスタット下段

中段

シーズヒーター　 120W

W314×D465×H640

下段

上段・中段　約80℃　下段　40℃～90℃　(環境により変わります)

約23kg

定　格　電　圧

消　費　電　力

プレート温度

ステンレスプレート材質
強化ガラス側　面　材　質

裏面：強化ガラス　・　ミラー部：アクリル背　面　材　質

温度ヒューズ安　全　装　置

外　形　寸　法

温　度　調　節

質　　　　　量



禁止
(4)電源コ－ドや差込みプラグが傷んでいる場合は、使用しないで

　 ください。感電、ショート、発火の原因になります。

(9)製品の上に、重いものや水を入れたものを置かないでください。

　 製品を傷つけたり、ケガ・ショート・感電・サビ・故障の

　 原因になります。

注意

(10)みがき粉、ベンジン、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤を

　　直接かけないでください。傷、変形、変色などの原因になり

    ます。

注意

(6)通電中や、通電直後はプレート表面が熱くなっていますので、

　 その周辺を触らないでください。ヤケドの原因になります。

高温

注意
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濡れ手

禁止

(5)濡れた手で電気部品に、触れたり操作したりしないでください。

　 感電の原因になります。

注意
(3)製品を落としたり、倒したり、強い衝撃を加えないでください。

　 破損、故障、火災の原因になります。

(2)電気工事を伴う器具の取付工事は、必ず電気工事店(有資格者)

　 にご依頼ください。

　 一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

注意

(11)製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。

　  窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置

　  しないでください。

注意

注意
次の(1)～(11)の項目は、その内容を無視して誤った

取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想

定される、または物的損害のみの発生が想定される

場合を表示しています。

(7)雷が鳴り始めたらコンセントから差込みプラグを抜いてくださ

　 い。落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷等によって、電源線

　 等を通じて異常電流。異常電圧が侵入し、製品を壊してしまう

　 ことがあります。

プラグを
抜く

→

(8)使用時以外は、スイッチを切り、差込みプラグをコンセント

　 から抜いてください。感電・漏電・火災などの原因になります。
プラグを
抜く

→

(1)差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず差込みプ

　 ラグを持って抜いてください。感電・ショート・火災などの

　 原因になります。

プラグを
持って
抜く

→
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 使用方法

 

1. 各スイッチがOFFになっている事を確認してください。
2. 差込みプラグをコンセントに差し込んでください。
3. 温めるカップなどを各段に並べてください。
4. メイン電源スイッチを入れて(ONにして)ください。
　　電源ランプが点灯します。[図3]

5. 温めたい段のスイッチを入れてください。[図4]

　 ・上段プレート、中段プレートについて　(温度調節：固定)
　　　プレート表面は約80℃になります。
　　　※ただし、外気温によって温度は異なる場合があります。
　 
　 ・下段プレートについて　(温度調節：可変)
　　　温度調節ツマミが付いています。
　　　温度調節ツマミを右回りに回してお好みの温度になるようにあわせて
　　　ください。[図5]
　　　プレート表面は最大で約90℃になります。[図6]

電源ランプ メイン電源スイッチ

図3

上段スイッチ 中段スイッチ 下段スイッチ

図4

下段温度調節ツマミ

図5

最大

図6

注意
カップをプレートに直接置く場合、プレートの温度を上げ過ぎると、プレート

に接しているカップの表面が大変高温になります。温度を下げるなどして調節

してください。

注意
プレートが高温になりますので、カップの出し入れの際は、肌などが触れない

ように十分ご注意ください。

注意

カップの出し入れの際、

本体のガラスに十分気

をつけてください。

強く当てますとカップ

や、本体のガラスが割

れ、ケガ、感電、火災

の原因になります。

下段のプレート表面にあけられている穴を完全に塞いだ状態で使用しないでく

ださい。塞いで使用しますと、感電、火災の原因になります。
禁止

※初期に通電した場合、まれにヒーターより焦げたような臭いがする場合があ
　りますが、これは異常ではありません。製造上、ヒーターに付着した微量の
　油脂分が焼けたときにでる臭いです。数時間通電しますと消えます。






