
取扱説明書
品番：SE6100

焼き目の見える
ポップアップトースター

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
製品改良のため、予告なしにデザインや仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

家庭用

取消し

冷凍パン

あたため



この度は「焼き目の見える ポップアップトースター」をお買上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をお読み頂き、内容を十分にご理解された上でご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。
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焼き目の見える
ポップアップトースター



安全上のご注意
ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
誤った取扱いをした場合の危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。

死亡または重傷を負う
おそれがある内容です。警告 注意

軽症を負うことや、物的損害が
発生するおそれのある内容です。

◆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。

「禁止」（しないでください）を示します。 「強制」（必ずしてください）を示します。

警告

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
    感電・ショートの原因となります。
●本体を水に浸さないでください。
    感電・ショートの原因となります。
●電源コードや電源プラグを傷つけたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、
    重いものを乗せたり、ねじったり、挟んだりして破損させないでください。
    感電・ショート・火災の原因となります。
●分解・改造はしないでください。
    感電・火災・けがの原因となります。
●子供だけで使わせたり、乳幼児の手に届く場所で使用しないでください。
    感電・やけど等のけがの原因になります。
●スロット部分に下記のものは入れないでください。
　（手・金属製のもの・紙やタオル等可燃性のあるもの・パン以外の食べ物・電源コード、
　電源プラグ・プラスチック）感電・火災の原因となります。
●パンを焼く目的以外では使用しないでください。
    感電・火災の原因となります。
●パンくずトレーに油を入れて使用しないでください。
    火災の原因となります。
●カーテンや食器戸棚の下など、可燃性のあるものの近くで使用しないでください。
　火災の原因となります。

絵表示の説明

●交流100V・定格15Aコンセントを単独でご使用ください。
    他の機器と併用すると、発火による火災や故障の原因となります。
●電源プラグはしっかりと奥まで差し込んでください。
    指し込みが不完全な場合、感電・ショート・発火の原因となります。
●電源プラグのホコリは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
    ホコリが付着したままだと、ショート・火災の原因になります。
●使用中に異常（異常高温・こげ臭い・発煙等）が発生した場合、ただちに使用を
    中止してください。
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●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
     故障・火災の原因となります。
●必ず屋内で使用してください。
　ショート・故障の原因となります。
●使用中は本体から離れず、目を離さないでください。
●以下の場所では使用しないでください。
　（不安定な場所・熱に弱い敷物（じゅうたん、畳、テーブルクロス等）・可燃物の近く・
　　組込キッチンの中・食器戸棚の下）感電・火災の原因となります。
●壁や家具の近くで使用しないでください。
　蒸気や熱で、変色・変形する恐れがあります。
●ストーブ、コンロの熱源のそばや直射日光があたる場所では使用しないでください。
　火災・故障の原因になります。
●本体にふきんなどをかぶせないでください。
　火災・やけどの原因になります。
●必ず脚を下にした状態で使用してください。
　火災・故障の原因となります。
●本体を使用中に移動させないでください。
　やけどの原因となります。
●使用中や使用直後は金属部分や表面やガラスに触れないでください。
　高温になるため、やけどの原因となります。
●以下のときは、トースターカバーをスロットのうえに置かないでください。
　（パンを焼くとき・使用直後など本体が熱いとき、電源プラグを差し込んでいるとき）
　故障の原因となります。
●砂糖やバターやジャム等をぬったパンを焼かないでください。
　火災・故障の原因となります。
●指定寸法を超えるおおきさのパンや、変形したパンを焼かないでください。
　発火の原因となります。
●必要以上に加熱させないでください。
　火災の原因となります。
●使用後、本体に電源コードを巻きつけないでください。
　コードの破損・感電・火災の原因となります。

注意

●パンくずトレーは必ず正しく装着されているか、パンくずがたまって
　いないか確認し使用してください。
　正しく装着されていないと、火災・やけどの原因になります。
●使用後はパンくずが本体に残らないようにお手入れしてください。
　パンくずが発火して、火災の原因になります。
●お手入れ、持ち運び、保管の際は、電源プラグをコンセントから抜き、
　本体が完全に冷めてから行ってください。
　火災・やけどの原因となります。
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注意

焼けるパンの目安とご注意
●市販の食パンは大きさ、厚みがメーカーによって異なります。
●変形、凹凸、反りがあるパンは中で引っ掛かる恐れがあるので
　ご注意ください。
●パンをアルミホイルで包んだまま、焼いたり温めたりしないで
　ください。
●４枚切りパンを調理する場合は、６枚切りパンや８枚切りパン
　 より焼き加減ダイヤルの数字を１つ小さくしてください。
　※４枚切りはパンの表面が熱源に近くなるため、よく焼けます。
●パンの焼き加減が見える窓側とその他の焼き面は熱源が異なるため若干焼き色に差異が
　 でることがあります。
●パンを縦方向に入れてください。
●４枚切りパンを調理する場合は、１枚ずつの調理を推奨します。重量が重いため調理後、
　 まれにレバーが上がりきらないことがあります。その場合は、お客様ご自身でレバーを
　 持ち上げてください。
　※調理後、熱源は切れますので、ご安心ください。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを
　持って抜き差ししてください。
　感電・ショートの原因となります。
●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
　感電・漏電火災の原因になります。
●パンが発煙・発火したときは、すぐに取消しボタンを押して、電源プラグ
　を抜いてください。
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各部の名称

付属品
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 ※焼き色をしっかりつけたいときは、
　 4以上に設定します。

取消しボタン
調理中のパンを取り出します。

冷凍パンボタン
冷凍状態のパンを調理します。

あたためボタン
冷めたパンを温めなおします。

レバー

焼き加減ダイヤル
1～ 6のダイヤル内で焼き加減を
無段階に調節できます。

電源プラグ

電源コード

スロット

パンくずトレー
（引き出した状態）

トースターカバー
トースターを使用していないときは、
ホコリやゴミが入らないように、
トースターカバーを被せてください。



取消し

冷凍パン

あたため

使い方

■ご使用前の準備

●ご購入後、当製品を初めて使用する際には、以下「ご使用前の準備」の手順で空焚きをします。
●空焚きの際はにおいや煙が若干出ることがありますが、故障ではありません。
●空焚きは、初回使用時のみで、その後の使用時には以下「通常調理」の手順で調理します。

本体にパンくずトレーがしっかりと
取り付けられていることを確認します。

スロット等パンが触れる部位のほこりを
拭き取ります。

本体を平らな場所に置き、電源プラグを
コンセントに差し込みます。

1

2

焼き加減ダイヤルを最大値（メモリ6）に
セットします。
4

3

本体が完全に冷めたことを確認して4と 5の
手順をもう一度繰り返します。
6

レバーを下げ、空焚きを開始します。
●レバーを下げると、取消しボタンが青く
　点灯し、 空焚きが終わるとレバーがあがります。
●空焚きのときは、スロットにパンを入れたり、
　トースターカバーをしないでください。

5

本体を平らな場所に置き、電源プラグを
コンセントに差し込みます。

本体のスロットに食パンを入れてください。
●一度に2枚まで焼くことができます。
●指定サイズのパン以外は入れないでください。
●砂糖やジャムやバターを塗ったパンは入れな
　いでください。

焼き加減ダイヤルを回して、お好みの焼き色に
調節します。
●1～ 6までメモリの数が増えるほど、焼き時間
　が長くなります。（初めはダイヤルの中間で焼き
　加減を確認してください）
●同じ設定でもパンの種類や大きさ、室内の環境
　によって差がでます。

1

2

レバーを下げて調理を開始します。
●調理開始すると、取消しボタンが青く点灯します。
4

3

調理終了後、コンセントから電源プラグを
取りはずします。
6

連続して調理する場合は、本体を完全に冷まし
てください。
7

焼きあがるとパンが自動的にスロットから
上がります。
5

6

取消し

冷凍パン

あたため

取消し

冷凍パン

あたため

取消し

冷凍パン

あたため

■通常調理



使い方　（つづき）

調理中のパンを途中で取り出します。

通常調理よりも長めに加熱し、冷凍状態のパンを調理することができます。

1焼き加減ダイヤルで焼き加減を設定します。
    冷凍状況やパンの種類によって、焼き具合が異なります。パンの表面が通常調理よりも
　焼けてしまうため、ダイヤル1～４までを使用し、5・6は使用しないでください。
　※1はパンが解凍される程度です。
2パンをスロットに入れ、レバーを下げた直後、「冷凍パン」ボタンを押してください。
    「冷凍パン」ボタンが青く点灯します。
3焼きあがると、自動的にパンがスロットから上がります。

冷めてしまった食パンをあたためなおすときや、もう少し焼きたい時などに使用します。

1パンをスロットに入れ、レバーを下ろした直後、「あたため」ボタンを押してください。
「あたため」ボタンが青く点灯します。
2焼き加減と関係なく、約30秒間あたため、自動的にパンがスロットから上がります。

取消しボタン

冷凍パンボタン

あたためボタン

取消しボタン
冷凍パンボタン
あたためボタン

取消し

冷凍パン

あたため

7

■各ボタンの機能



お手入れと保管

本体・トースターカバー
よくしぼったふきんで拭き、乾いた
ふきんで仕上げてください。

その他注意
・水をかけたり、水につけたりしないでください。
・電源プラグを抜き、本体が完全に冷えていることを確認してください。
・ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤・たわし等は使用しないでく
　ださい。変色・傷の原因になります。
・こまめに行ってください。汚れは放置すると取りにくくなります。

パンくずトレー
ご使用のたびにパンくずがたまります
ので、使用毎に捨ててください。
よくしぼったふきんで拭き、乾いた
ふきんで仕上げてください。
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パンくずトレー
（引き出した状態）



故障かな？と思ったら
こんなとき 原因 対処方法

レバーがあがってこない
変形したパンや指定サイズ外の
パンを使用していませんか？

焼き加減ダイヤルは操作しましたか？

冷凍パンボタンを押してませんか？

電源プラグはしっかり差し込まれて
いますか？

レバーはしっかり下がっていますか？

パンくずトレーにパンくずはたまって
いませんか？

P4「焼けるパンの目安と注意」を確認し、
指定サイズのパンを調理してください。

焼き加減ダイヤルを回して、現数字
よりも多い数字に設定してください。

通常パンを焼く際は、冷凍パンボタン
は使用しません。

レバーをしっかりと下げ、取消しボタンが
青く点灯していることを確認してください。

コンセントにしっかりと差し込んで
ください。

P8「お手入れと保管」に従って、
お手入れしてください。

パンの焼き色が薄い

パンの焼き色が濃い

ヒーターが入らない

発煙や焦げくさい臭いがする

・電源コード、電源プラグに損傷が見られる
・使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
・いつもよりも本体が熱くなり、焦げくさい臭いがする
・その他異常や故障がある

このような症状が出たり発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
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製品仕様
LUCTUS 焼き目の見える ポップアップトースター

品番 SE6100

AC100V（50/60Hz）

800W

約 1.1ｍ

W27.2×D18.6×H18.5cm

1.5 ㎏

中国

トースターカバー、パンくずトレー

電源

定格消費電力

電源コード

外観サイズ

製品質量

生産国

付属品
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 保証書

＜保証規定＞

1. 保証の対象　　　LUCTUS  焼き目の見えるポップアップトースター　 本体とします。

2. 保証の適用       取扱説明書の注意事項に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には製品の無償修理を致します。

3. 保証を受けるための条件   保証を受ける際には保証書及び領収書をご提示ください。

4. 保証の適用除外       

  (1) 保証書及びお買い上げ販売店の領収書の提示が無かった場合。

  (2) ご使用 ・ お取扱い上の不注意や過失により故障が生じた場合。

  (3) 本製品をご使用者自身または他の業者により修理、 改造をした場合。

  (4) ご購入後の輸送、 衝撃等により故障や損傷が生じた場合。

  (5) 火災 ・ 地震 ・ 水害 ・ 落雷 ・ 塩害 ・ 有毒ガス ・ 薬品による被害、 その他の天災 ・ 公害などの外部の原因により故障が生じた場合。

  (6) 一般家庭以外 ( 例えば業務用 ) の使用で故障や損傷が生じた場合。

  (7) 日本国以外での使用で故障及び損傷が生じた場合。

※当製品の出張修理は一切行っておりません。 全て持ち込み修理となります。

※保証期間中における無償修理対象は、 修理費用 ( 部品料 ・ 技術料 ) のみとなっておりますのでご了承ください。

   送料、 その他費用につきましてはお客様のご負担となります。

※この製品保証書は本証書の明示した期間 ・ 条件において無償修理をお約束するものです。

　  この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は、 本書記載内容で製品の無料修理を行う事をお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、 お買い上げ販売店にご依頼の上、 修理に際して本書をご提示ください。

商品到着後、 必ず下記内容をご記入頂きお買い上げ販売店の領収書と共に大切に保管してください。

尚、 お買い上げ販売店の領収書を紛失されますと修理が実費になる場合や修理できない場合もございます。

本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

LUCTUS  焼き目の見えるポップアップトースター

（保証期間 ： ご購入日より 1 年）

2017.8.24株式会社スマイル 〒135-0052 東京都江東区潮見 2-8-10 潮見 SIF ビル

製品型番 SE6100


