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サイズ

 グリルプレート W560×D255×H44
 台座 W614×D222×H70
全体重量 約3.4Kg

約2mコードの長さ

材　質

 グリルプレート アルミダイキャスト・セラミックコーティング

 台座 竹

カラー

 グリルプレート

 台座 キャメル

ホワイト

電源規格 100V 50/60Hz
消費電力 1300W

～250℃温度調節の範囲
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※本製品は日本国内専用です。海外で使用しないでください。本製品は家庭用です。業務用で使用しないでください。

（保証書付）103030



この度はTable Grill Pure 103030をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。本取扱説明書では、製品を正しく安
全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な
絵や表示で説明をしています。内容をよく理解してから、次の本文をお読みください。

ご使用の前に必ずお読みください

お使いになる前に

安全上のご注意

●ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関する重要なお知らせ

本製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に以下「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使い
ください。

絵表示の使用例

絵表示について

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

この記号は、禁止の行為であることを示します。

この記号は、警告・注意を促す内容があることを示します。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。本体を他の方に
譲渡される場合、この取扱説明書を必ず添付してください。保証書および購入日を証明できるものが無い
場合、保証期間内でも有償修理になることがあります。
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万が一、異常や故障の発生時には、すぐに使用をやめる。
次のような時は、そのまま使用を続けると人が死亡または重傷を負う危険性があります。次のような事が起き
た場合には直ちに使用をおやめください。また、故障が疑われる場合には弊社サポートセンターまでご連絡を
ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

本製品の使用中に水をかけたり、濡らさない。濡れた手で触らない。
火災、感電、けがの原因となります。

交流100Ｖ以外では使わない。定格15Ａ以上のコンセント単独で使う。
火災、感電の原因となります。他の器具と併用すると発火するおそれがあります。

取扱説明書指定以外の配線をしたり、一か所のコンセントから電源を取りすぎない。
火災、けがの原因になります。また、電源供給回路が損傷します。

本製品を高温になる場所に設置しない。
火災、故障、変形の原因になります。

分解、改造をしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
感電、けがをする原因になります。

子供だけで使わせたり、乳幼児や判断能力の無い方の手の届く場所で使用しない。
感電、けがをする原因になります。

本製品内部にヘアピンやコイン等の金属や燃えやすいもの、異物を入れない。
火災、故障、変形の原因になります。

電源コードは破損したまま使わない。電源コードを曲げる、加工する、高温部に近づける、引っ張る、束ねる、挟む等をしない。
火災、感電の原因となります。

濡れた手でコンセントのプラグを抜き差ししない。
感電、けがの原因になります。

コンセントの差し込みがゆるいときには使用しない。
感電、火災、故障の原因となります。

差し込みプラグにほこりが付着している場合は、しっかり拭き取る。
感電、火災、故障の原因となります。

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、火災、故障の原因となります。

本製品を2台以上並べて使用しない。
火災、故障の原因となります。

電源コードを抜く際には、差し込みプラグを持って抜く。 
感電、火災、故障の原因となります。
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本製品に汚れや異物が付いたまま使わない。
火災、故障、異常発熱の原因になります。

台座の上には、グリルプレート以外を置かない。
火災、故障の原因になります。

使用中には、そばから絶対に離れない、高温で長時間に渡り調理をしない。
火災や調理物が発火する原因になります。

使用中および使用後は冷めるまで、高温部には触らない。
けがの原因になります。

お使いになる前に

警告

注意

乳幼児や子供、判断能力の無い方やペットに感熱棒を舐めさせない。
感電やけがの原因になります。

揚げもの料理をしない。
火災の原因になります。

強い衝撃をあたえたり、落下させたりしない。
本製品の破損、けがの原因になります。

使用時以外は、コンセントプラグをコンセントから抜く。
感電やけがや漏電の原因になります。

本製品専用の温度調節プラグ以外は使わない、温度調節プラグをほかの器具に使わない。
故障や発火の原因になります。

たこ足配線はしない。
故障や発火の原因になります。

家具や壁などの近くで使わない。
故障や火災の原因、また家具や壁の変色変形傷みの原因になります。

本製品を以下のような場所で使わない。
火災、感電、故障、変形変色の原因になります。
・床面、畳、カーペットなどの上・カーテンや衣類など燃える可能性のあるものの近く・新聞紙や紙など燃える
可能性のあるものの近く・ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの近く・火気のそば・水のかかりや
すい場所・台座を支えられないような不安定な場所

室内以外で使わない、調理以外の目的で使わない。
故障や火災の原因になります。
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お使いになる前に
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注意

グリルプレートと台座をセットしないまま使わない。
火災、けが、テーブルの損傷の原因になります。

食材が缶詰瓶詰や袋など、容器に入ったままで調理しない。
火災、けがの原因になります。

感熱棒を差し込んだままで、グリルプレートに触らない。
けがの原因になります。

製品やグリルプレートを直火にかけない。
火災、故障の原因になります。

スパチュラをグリルプレートに置いたままにしない。
火災、けがの原因になります。

グリルプレートの上に、食器や箸や金属製の調理器具などを置かない。
火災、故障の原因になります。

お手入れやメンテナンスは、必ず冷めてから行う。
けがの原因になります。

グリルプレートに直に触れない。
火傷の原因となります。

お酒等のアルコールを加熱したり、多量に食品に含ませて加熱したり、調理中に調理物や
製品に振りかけたりしないこと。
火災、けが、故障の原因となります。

ラップは使用しない。
火災、けが、故障の原因となります。

使用中は本体を傾けたり移動させたりしない。
火災、けが、故障の原因となります。

お手入れ前には必ず差し込みプラグをコンセントから抜く。
感電、けが、故障の原因となります。

必ずダイヤルをOFFの位置まで回し電源を切る。
感電、火災、火傷の原因となります。

本製品のそばにスプレー缶やガスボンベやガスライター等、可燃性ガスや溶剤等、引火や 
発火の危険性があるものを置かない。また、これらのものを近くで使用しない。
火災、けが、故障の原因となります。



使い方

同梱物、各部のなまえ

同梱物

各部のなまえ

本製品には、以下付属品が同梱されています。
ご使用になる前に、付属品が全て揃っていることをご確認ください。
万一、付属品等の不足や破損等ありましたら、弊社「お客様相談窓口」までご連絡ください。

※本製品、付属品、取扱説明書、保証書、パッケージ等は予告無く変更する場合があります。
※画像はイメージです、実際の内容と色や形が異なる場合があります。

１：グリルプレート
(食材を焼く所)

2：台座
(グリルプレートを置く台座)

3：オイルトレー
(油の受け皿)

4.温度調節プラグ
（温度調節部）

5.スパチュラ×6
（ヘラ）

温度調節ダイヤル
通電ランプ

感熱棒

スパチュラ
オイルトレー

排出口

グリルプレート

取っ手 取っ手台座

温度調節プラグ差し込み口
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使い方

準備をする

7

1 2使うもの：グリルプレート 使うもの：台座
柔らかい布巾を水やお湯で湿らせてプレートをふき
ます。組み立て、もしくは取り外す前に電源が切れ
ておりコンセントが壁から抜かれ、プレートが冷め
ていることをご確認ください。

台座を、安定しているテーブルに平行に置きます。
※開封時に台座の塗装のニオイがする事がありますが、数日使用
していると自然解消致しますのでご安心下さい。

3 4使うもの：台座、オイルトレー 使うもの：グリルプレート、台座、オイルトレー
オイルトレーを、台座の中央にある木枠に合わせて、
しっかりと置いて設置します。

グリルプレートを、台座に合わせて、しっかりと置
いて設置します。①～④を再度確認します。

テーブル



使い方

使ってみよう
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1
1 2温度調節プラグを奥まできっちりと差し込んで
ACプラグをコンセントに差し込みます。

グリルプレートが加熱を始めると、
通電ランプが点灯します。

3 4設定された温度に達したら通電ランプ
が消灯します。

③まで確認後、グリルプレートに食材を乗せ、
調理を開始してください。
※使用中は設定された温度を保つために
　通電ランプがついたり消えたりします。

連続使用時間は
60分以内となります。

温度を上げる時にはダイヤルを右回り ( 時計回り ) に、
温度を下げる時にはダイヤルを左回り ( 反時計回り ) に回します。

おおよその温度の目安は
下記となります。

ダイヤルを時計回りに回す

過熱を始めると点灯

使用中は通電ランプ
が点灯・消灯を繰り
返します。

温度を上げる温度を下げる

設定温度に達すると消灯

℃

℃

℃

温度設定

※温度調節プラグの差し込みが不十分ですと正しい温度が
　得られません。また故障の原因となります。

Min : 約 80～90℃
Mid : 約 160～180℃
Max : 約 240～250℃

※ ご使用になる場所の気温・湿度等により
温度差が生じますので、参考値となります。



使い方

ご使用上のヒント

メンテナンス
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食材を小さくカットしてから調理をすれば、
早く焼きあがります。

スパチュラをご使用いただくと、簡単に
食材をひっくり返すことができます。

焼き加減は、
ダイヤルで調節。

食材を返すのは
スパチュラが便利。

お手入れ前に必ず、コンセントを抜いて、グリルプレート等製品が十分に冷めている事を確認してから
行ってください。また、万が一プレートに焦げが生じ、これを清掃するときには、コンセントを抜いた後で
プレートが温かいうちに処置する事をお勧め致します。

①使い捨てのペーパータオル等で、食材のカスを拭き取ります。
②水で濡らした柔らかいタオルや布巾で、拭いてください。
③乾いたタオルや布巾で水分をしっかりと拭き取り、
　十分に乾かしてください。

①水で濡らし、よく絞った布巾等で拭いた後、
　乾いたタオルや布巾で水分をしっかりと拭き取って
　ください。

①オイルトレーとスパチュラは市販の中性洗剤を
　使って洗浄し、洗剤は水で充分に洗い流してく
　ださい。
②台座は濡れたタオルなどで拭き、乾いたタオルなど
　で水分を拭き取って下さい。

食材をカットすると
早めに焼き上がります。

低温から中温でじっくり加熱して頂くと、
食材が美味しく焼きあがります。

まれに焦げつくことがありますが、強い力
で擦らないでください。
万が一焦げた時は柔らかい布巾等を置き、
少量の水をかけ、汚れを浮かし拭き取って
ください。

グリルプレートのお手入れ

温度調節プラグのお手入れ

オイルトレーとスパチュラのお手入れ

グリルプレートは、金属製のタワシやヘラ、ナイフなど硬いものや尖ったものでこすらない。研磨剤、研磨剤入り洗剤を使用しない。

金属製のヘラ、ナイフ等硬いものや尖ったものでこすらない。グリルプレートを傷める原因となります。



困ったときは

故障かな？ Q＆A

アフターサービス
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このようなときは故障ではありません。修理を依頼する前に、もう一度ご確認ください。
それでも正常に機能しない場合はお求めの販売店またはお客様相談窓口（11ページ参照）まで
お問い合わせのうえ、修理を依頼してください。

Q＆Aこんなときは お調べいただくこと 直し方
温度調節ダイヤルを回して
もプレートが熱くならない

電源プラグがコンセントから抜け
ていませんか？

電源プラグをコンセントに
差し込んでください

感熱棒差し込み口から、感熱棒が
外れていませんか？

感熱棒を、しっかり感熱棒差し
込み口へ差し込んでください

焼き上がりが遅い 食材が凍っていたり、冷蔵庫や冷
凍庫から出したばかりではありま
せんか？

食材を解凍してから、焼き始め
てください

半焼け、食材の中身まで
火が通っていない

食材が凍っていませんか？ 食材を解凍してから、焼き始め
てください

温度調節を高温にしすぎていませ
んか？

温度を下げて時間をかけながら
ゆっくり加熱をしてください。
（食材やお好みによりますが、高温で
短時間の加熱では食材の表面しか焼け
ない場合があります）

異臭がする 初回ご使用開始直後ではありませ
んか？

製造特質上、初回ご使用時に異
臭を感じられる場合があります
が、使用を続ければ徐々に消え
てなくなります。

１:保証書の内容のご確認と保管のお願い
　必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの
　うえ、大切に保管してください。
2:保証期間はお買い上げ日より1年間
3:修理を依頼されるとき
　<<保証期間中>>
　製品の保証書をご用意の上お買い上げの販売店、もしくはお客様相談窓口までご連絡ください。
　保証書の記載内容に基づき修理いたします。
　<<保証期間を経過しているとき>>
　修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料にて修理致します。
4:補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。
■お客さまご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください



困ったときは

お客様相談窓口

ハードウェア保証規定
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使用中に異常（※）が生じた場合は、ただちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。その後「故障かな？Q&A」を調べても
正常に機能しない場合は、お求めの販売店または当社お客様ご相談窓口（下記参照）にご相談ください。

○修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください
　（1.お買い上げ日　2.製品名と型式番号　3.故障の状況などをご連絡ください）。
○転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
○所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

（※）以下のような場合には、点検および修理が必要です。
●使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが異常に熱くなる ●本体に強い衝撃を与えた ●本体に水などの液体をこぼした
●取扱説明書どおりに使用しているのに、正常に機能しない ●電源コード、電源プラグが変形/破損している

お客様相談窓口：0570-081-512

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させて
いただく場合がございますのでご了承願います。

営業（電話受付）時間10:30～16:00
（土・日・祝祭日および弊社規定休業日を除く)

当社ホームページのご案内：http://www.princess-jp.com

本取扱説明書の注意書きおよび付属の説明書に従った使用状況で、本製品が保証期間内に故障した場合、下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。
以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載しています。
（注意）この保証内容は本製品のハードウェアに関するものです。誤使用による損害、または損失についての責任はご容赦ください。
1. 保証対象
 　本製品の保証は保証書記載の保証期間中（お買上げ日当日より起算して1年間）、本製品の本体のみを保証対象とするものです。
 　消耗品類については、保証書記載のお買上げ日より14日間の初期不良期間に限り同様に保証させていただきます。
2. 保証内容
(1)製品が取扱説明書の通常の使用方法により保証期間中に正常に動作しなくなった場合は、弊社にて検証をした後、無償での修理または同等製品との交換を致します。
　修理のため交換した旧製品、旧部品、お客様個人で旧製品に貼付されたシール、文章等の返却は致しかねます。
(2)以下のような場合には無償での修理、または交換は致しかねます。
　 1）弊社製品と判断できない場合。　 2）保証書の提示がない場合。
　 3）保証書の所定事項（お名前、ご住所、販売店等）の未記入、または字句を書き換えられた場合。
　 4）取扱説明書等に記載された動作条件の範囲外での使用による故障や損傷。
　 5）使用上の誤り、取扱説明書に記載された安全上のご注意、お願い事項を守られない場合の故障や損傷。
　 6）本製品の自然消耗に起因する故障または損傷。
　 7）火災、天変地異（地震、風水害、落雷等）、塩害、ガス害、虫害、公害、異常電圧などによる故障や損傷。
　 8）お客様による外的要因（落下、衝撃、圧力等の負荷、液体、薬品等の付着、水没など）により生じた故障や損傷。
　 9）ご使用時の不備あるいは接続しているほかの機器によって生じた故障または損傷。
　10）取扱説明書の記載内容に反する取扱いによって生じた故障または損傷。
　11）弊社以外で改造、調整、部品交換している場合。　12）本製品の改造や指定品以外のオプション品の使用に関連した故障や損傷。
　13）消耗品の交換。　14）本製品の外装、および内部部品が損傷している場合。　15）他の機器に起因して受けた故障や損傷。
　16）中古にて購入または譲渡を受けた場合。　17）その他、修理もしくは交換を認めがたい行為が発見された場合。
　18）お客様のご都合による返品。　19）海外でご使用された場合。　20）その他の間接障害等の賠償。
3.保証対象外の有償修理または交換
　(1)保証期間経過後、または上記2項(2)の各項目のいずれかに該当する修理または交換の申出については、弊社の判断で有償での修理、
　　または同等製品と交換させていただきます。修理のため返却された故障品などは返却致しかねますのでご了承ください。
　(2)次のような場合には、有償・無償にかかわらず、修理、または交換は致しかねます。この場合には修理、交換はお受けせず、送付された製品を返却させていただく場合がございます。
　　1)弊社製品と判断できない場合。　2)損傷が著しい場合。　3)弊社以外で著しい改造、調整、部品交換している場合。4)その他修理および交換を認めがたい行為が発見された場合。
4.免責
　本製品を使用した結果生じた他の製品等への影響については、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
5.経年劣化に関して
　本製品の経年劣化で生じる不具合に伴う損害については、弊社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
6.有償修理に関して
　弊社規定の保証期間を過ぎている(ご購入日の証明ができない)場合や、お客様の過失による損傷の場合などは、必ず送付前にお客様相談窓口までご連絡ください。
　弊社に直接修理を依頼される場合は、下記のような料金が発生致します。
　1)お見積料金：修理の有無に関わらず、製品の動作検査・お見積等をさせていただいた時点で発生する料金です。メンテナンス・消耗品交換などはこちらに含まれます。
　2)往復の送料：修理の有無に関わらずお客様負担となります。　3)技術料金：製品の分解を要する修理内容の場合に発生する料金です。
　4)部品代金：実際に交換等させていただく部品の代金です。　5)お支払い方法：次よりお選びいただけます。＜代金引換払い・銀行振込み＞
7.有償修理後の保証に関して
　有償修理後に故障が発生した場合は、同内容・同箇所の故障および不具合に限りお客様のお手元への製品到着後30日以内は弊社保証規定に基づき無償にて再修理致します。
　別内容・別箇所の故障および不具合に関しては有償修理となります。
　○保証期間経過後の修理について
　　この保証規定は、規定内で明示した期間・条件のもとにおいて無償での修理または交換をお約束するものです。したがって、保証規定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。保証期間経過後の修理・サポートについてご不明な場合には、お客様相談窓口にお問合せください。
8.製品のご返品について
　製品の品質については万全を期しておりますが、万一製品に不具合、破損等が見付かった場合は、直ちにお客様相談窓口までご連絡ください。製品の返品につきましては、原則として弊社で
　現象確認後、判断させていただきます。必ずお客様相談窓口へご連絡のうえ、お客様相談窓口へ製品一式をご送付ください。返品受付期間は製品購入後10日以内のご連絡（電話・E-mail等）
　とさせていただきます。弊社の検査にて問題が確認された場合、製品返送時に「検査報告書」を同梱致します。「検査報告書」と製品一式を揃えてご購入店様にて返品の手続きをしてください。
　弊社の検査結果によっては、返品をができない場合があります。
　○返品ご依頼の手順
　　1．お客様相談窓口へご連絡ください。
　　 　お名前、ご住所、お電話番号、製品名、購入日をお伺いしますので、必ず保証書（紛失された場合は、購入日付が記載されているもの）をご準備のうえお問合せください。
　　　<お客様相談窓口：0570-081-512>
　　2．製品および付属品一式を弊社サポートセンターへお送りください。
　　3．弊社より「検査報告書」と製品を返送致します。（約1～2週間かかります）
　　4．ご購入店へ製品一式、レシート等をご持参のうえ、「検査報告書」をご提示ください。
　○返品をお受けできないもの
　　・ご購入後10日以上過ぎている場合　・事前に弊社サポートセンターへのご連絡が無い場合
　　・ご購入店が返品を受け付けられない場合。　・製品に欠品がある場合（説明書、外箱など商品の付属品含む全て）
　　・お客様の過失による製品不良が見られた場合　・お客様のご都合による場合（色が違う・イメージが違う等の理由）
　　・アウトレットおよび中古品
　○返品依頼（返金）について
　　返品依頼は、ご購入店へお願い致します。なお、弊社WEBショッピングでお買上げいただいたお客様のみ弊社にて対応致します。
　　ご不明な点がございましたら、お客様相談窓口：0570-081-512までご連絡ください。



※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1. 転居・贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様相談窓口にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

(イ ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
( ロ ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
( ハ ) 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異、公害・塩害・

虫害・ガス害 ( 硫化ガスなど）、異常電圧、想定外の使用電源
( 電圧・周波数 ) などによる故障および損傷。

( 二 ) 一般家庭用以外 ( たとえば業務用など ) に使用された場合の
故障および損傷。

( ホ ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
( へ ) 本書の提示がない場合。
( ト ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない
場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

( チ ) 消耗品などの交換。

3. 本書は日本国内においのみ有効です。 This warranty is valid in japan

4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。
なお修理に際し製品輸送が必要な場合は輸送料などの実費を申し受けます。

●お客様に御記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動の為に利用させていた
だく場合がございますので、ご了承ください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書に
よって保証書を発行している者 ( 保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様
相談窓口にお問合せください。

PRINCESS 日本総販売代理店

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 2-23-5 JP 浜町ビル7F

CORED株式会社

2016年5月作成

※

お
客
様

型 名 プリンセス Table Grill Pure 103030
お名前

電話番号

ご住所 〒

※お買い上げ日

年 月 日
保証期間

お買い上げ日より本体1年

※販売店名・住所

修理メモ

プリンセス・テーブルグリル保証書
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