


注 意

ご使用の前に必ずお読みください。
この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい
事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。
製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

警 告 この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

注 意 この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、
対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警 告

安全にお使いいただくために

●使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、
　直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。 
　*傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
　*但し、初めて使用する際は予熱中に多少の煙やにおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。
●分解は絶対にしないでください。また分解や改造、修理はしないでください。
　 *感電、ショート、発火の原因になります。
●交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。（交流100V以外では使用しないでください。）
　 *火災、感電の原因になります。  
●電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。 *感電、ショート、発火の原因になります。
●コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。 *感電、ショートの可能性があります。
●本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。 *感電、ショートの可能性があります。
●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。 *やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
●電源コードに対して以下の行為はしないでください。
　•曲げる •ねじる •引っ張る •束ねたまま使用する •何かを上に載せる •加工する  *感電、ショート、発火の原因になります。
●コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。 *電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
●本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。 
　*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
●ご使用の際は必ず本体にプレートをセットして電源プラグを差してください。
　*異常発熱、やけど、発火の原因になります。

●不安定な場所で使用しないでください。 *火災の原因になります。
●使用時以外は電源プラグはコンセントから抜いてください。 *ケガややけど、漏電の原因になります。
●使用中や使用後しばらくは、本体プレートおよび高温部分を触らないでください。 *やけどの原因になります。
●5分以上空だきで使用しないでください。 *ショート、発火、製品故障の原因になります。
●調理中は高温になり蒸気が出る場合があります。家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。 
　*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
●使用中は絶対に製品から離れないでください。 *火災の原因になります。
●屋外や水気の多い場所では使用しないでください。 *感電、ショート、製品故障の原因になります。
●直射日光のあたる場所では使用しないでください。 *発火、製品故障の原因になります。
●使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。
　 *やけどの原因になります。

●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。 *製品の変色、変形、故障の原因になります。
●使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。 *思わぬ事故、ケガの原因になります。
●誤った使用方法で取り扱わないでください。
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ハンドルロック

ハンドル

コンセント

電源コード

 ヒーター 遮熱板

プレートロック

電源プラグ

緑ランプ
加熱中に点灯。使用可能時に消灯。

プレートの温度調節のため
ついたり消えたりします。

赤ランプ
通電中は常に点灯。

各部名称

ご使用前に

本製品は業務用ではありません。
本製品には電源スイッチがありません。
電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。緑ランプは中の温度によってついたり消えた
りしますが、緑ランプの点灯、消灯にかかわらず、鉄板は熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
使用中や使用後しばらくは、プレートと本体ともに大変熱くなりますので、お子様のいるご家庭では目を離さないでください。
生地を入れすぎると、本体の蓋が閉まりにくい場合があります。指を挟んでやけどをしたり、蓋の隙間から高温の蒸気が漏れる
などの危険がありますので、無理に蓋を閉じないでください。
焼き上がった生地をプレートから取り外す際は、木製の箸やへらなどを使用してください。金属製のナイフなどは、プレートにキズが
つく可能性があります。十分ご注意ください。
ご使用後は電源プラグを抜き、本体とプレートを十分冷ましてから保管してください。
本体表面が高温になるので、持ち運び等は、必ずハンドルを掴んでください。
お手入れの際、研磨剤や金属製のたわしなどで本体やプレートをこすらないでください。破損やキズの原因になります。
本体の水洗いはしないでください。本商品は防水加工されておりません。
お子様だけでの使用は危険ですのでおやめください。
屋外でのご使用はお控えください。
お菓子の家など調理以外の目的でのご使用はおやめください。

●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

※ご使用前に必ずお読みください

※使用中、使用後しばらくは、本体及びプレートが大変熱くなります。
　やけどには十分ご注意ください。
※本製品を誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、
　弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

突起

ツメ

【本体】

【プレート ３種】

上部

下部

本体上部に取りつける 本体下部に取りつける
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プレートA プレートB プレートC



プレートの取り付け / 取り外し

クッキー生地の基本レシピ

アイシングの基本レシピ

■ プレートの取り付け

プレートの突起を、本体の図.1の
○で囲まれた部分に差し込み、
ツメがプレートロックに固定される
よう『カチッ』と音がするまで
上から押します。

プレートの突起を、本体の図.2の
○で囲まれた部分に差し込み、
ツメがプレートロックに固定され
るよう『カチッ』と音がするま
で上から押します。

■ プレートの取り外し

プレートロックボタンを下に
ずらしてプレートロックを解除し
プレートを上に取り出します。

プレートロックボタンを奥に
ずらしてプレートロックを解除し
プレートを手前に取り出します。

図.1（上のプレート） 図.2（下のプレート） 図.3（上のプレート） 図.4（下のプレート）

・突起がしっかり差し込まれていない状態で本体を閉じると、加熱されたプレートが外れてやけどしたり、差し込み部分
 周辺が破損する恐れがあります。
・プレートの取り外しは、本体及びプレートが十分に冷めてからおこなってください。やけどをする恐れがあります。
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1. 材料を混ぜて生地をまとめます。

薄力粉 ・・・・・・・・・ 250g
卵 ・・・・・・・・・・・・・ 1個

砂糖 ・・・・・・・・・・・ 70g
バター ・・・・・・・・・・ 70g

■材料 (お菓子の家１個分)

1. 粉砂糖に水を少しずつ加え、よく混ぜます。

粉砂糖 ・・・・・・・・・ 40g
水 ・・・・・・・・・・・・・ 小さじ2

食紅などの着色料 ・・・・・・・ 適量
■材料 (お菓子の家１個分)

※デコレーション用に色をつける場合

2. ビニールの絞り袋に入れ、絞り口が小さくなるよう先を切り落とします。
３. お菓子の家の接着面やデコレーション部分に絞り出します。

スプーンですくうと、すくった跡の角がすぐに倒れるくらいの固さが目安です。
混ぜながら水の量を調節してください。色をつける場合は着色料も加えます。

お菓子の家の作り方

中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジでプレートを洗って、水でよくすすぎ、乾いた
布などで水分を拭き取ってください。
プレートを本体にセットし、プラグをコンセントにしっかりと差し込んで、2～3分空焚
きしてください。(赤・緑の両ランプが点灯します。)

空焚き後、十分にプレートを冷ましてから下部のプレートを取り外し、生地をのせます。

生地をのせたプレートを本体にセットして蓋を閉じてハンドルロックをします。
プラグをコンセントに差し込んで、加熱します。焼き時間は約８～10分です。お好みの
焼き加減になるまで調節してください。

ハンドルロックの開け、蓋をプレートをいっぱいまでゆっくり開けてください。

焼き上がったクッキーのパーツを組み立てて、アイシングで接着します。アイシングが
固まったら完成です。

待ち時間を利用してアイシングやデコレーションの準備をしておくと合理的です。

1.初めてご使用の際は空焚きする

2.クッキー生地をプレートにのせる

3.本体の蓋を閉じて生地を加熱する

4.デコレーションなどの準備をする

5.クッキーを本体から取り出して冷ます

6.クッキーのパーツを組み立てる

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】
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プレートからクッキーを取り出します。焼きたてはクッキーが柔らかいので、形が崩れ
ないよう丁寧に取り出してください。取り出したクッキーを平らな場所で10分程度
冷まします。冷めるとクッキーがかたくなります。

※プレートを生地に押し当てて型をつけてから、生地を切り抜くとプレートにのせやすくなります。
※生地はプレートの型に隙間なく埋めるようにのせてください。隙間があると上手く焼けない
　場合がございます。

※煙や臭いが出る場合がありますが、短時間で解消されますので問題ございません。

※空焚きの際も必ずプレートをセットしておこなってください。プレートのない状態で加熱
　すると温度が上がり過ぎて、故障の原因となります。

※加熱開始後、本体の隙間から蒸気がでます。蒸気がでなくなった頃が、焼き上がりの目安
　です。
※生地は焼いてる間に膨張します。本体から生地がはみ出た場合は、お箸等で削ぎ落として
　ください。

　お手持ちのフードプロセッサーに材料をすべて入れて混ぜます。

※ハンドルロックの開け方
　ハンドルロック部分を下から上へ引き上げるようにして開け、蓋を開けてください。
※手をプレートで挟んだり、プレートに触れてやけどをしないようにご注意ください。

※型からはみ出たクッキーは、焼き上がってすぐに包丁で切り落として形を整えておくと
　接着しやすくなります。
※プレートBで１回、プレートCで２回生地を焼くと、お菓子の家１個分のパーツが焼けます。

※お菓子の家のサイズに合わせてアルミホイルや牛乳パックなどで枠を作り、枠に沿って
　組み立てると接着作業がしやすくなります。

【図1】【図1】

【図3】【図3】【図3】【図3】

【図4】【図4】【図4】【図4】

【完成イメージ】【完成イメージ】【完成イメージ】【完成イメージ】

【図2】【図2】【図2】【図2】 焼き時間
約８～10分

2. ラップを敷き生地を乗せ、その上にラップを被せて生地を伸ばします。
3. ラップで生地を包み、冷蔵庫に入れて１～２時間生地を寝かします。
4. 生地を厚み5mmくらいに伸ばします。

●フードプロセッサーを使用しない場合

●フードプロセッサーを使用する場合

バターを常温に戻し柔らかくします。卵も常温にしておきます。
ボウルにバターを入れクリーム状になるまで混ぜ、砂糖を加えて白っぽく
なるまでよく混ぜます。
卵を加えてなめらかになるまでよく混ぜます。
ふるっておいた薄力粉を加え、生地がまとまるまでゴムベラでさっくり
混ぜます。

1.
2.

3.
4.



お手入れの方法

故障かな？と思ったら
■修理を依頼される前にご確認ください
●下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
●それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてください。
　安全を確認したうえでお買上げになった店舗、または発売元にご相談ください。
●ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例

熱くならない 電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。電源プラグがコンセントに
差し込まれていますか？

煙や臭いが出る 生産時に必要な油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。
使用開始後、短時間で解消されます。問題ありません。初めてのご使用でしたか？

煙が出る 使用開始後、短時間で解消されます。
解消しない場合は使用を中止してください。長期間使用していませんでしたか？

再確認するところ 問題解消の方法

製品仕様

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

■ 本体のお手入れ
本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に
水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。
※本体を水や液体に絶対に浸さないでください。

■ プレートのお手入れ

※ご使用後、洗浄前にプラグをコンセントから抜き、熱を冷ましてからおこなってください。

※お手入れの際に研磨剤や金属製のたわしなどで
　こすらないでください。破損やキズの原因になります。

型番

定格電圧

定格消費電力

定格周波数

ST-25-PC

AC100V

520Ｗ

50/60Hz

本体サイズ

本体重量

電源コード

温度ヒューズ

約W235×D235×H110㎜

約1.6kｇ

約1.4ｍ

240℃

1.

2.

3.

毛先の柔らかいクッキングブラシなどで、プレートに残った食材のカスを
取り払います。
中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすいで、
乾いた布などで水分を拭き取ります。
こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで
洗い取ってください。
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(プレート含まず)

本体：ステンレス、フェノール樹脂
プレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）材質


