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本体、内釜の取り扱い

開梱後、ご使用前にすべての梱包材を取り除き、破損や部品の欠品がないことをご確認ください 。

ポリ袋、発泡スチロール、テープなどの包装材は窒息事故につながるおそれがあるため、お子様の手の届かないところに
保管してください。

内釜は水洗いが可能ですが、火災、漏電、感電のおそれがあるため、本体を直接水で洗ったり、水などの液体につけない
でください。

内釜を洗った後は乾いた布で拭き、本体に正しくセットしてください。

内釜と下部加熱板は、損傷を避けるために異物がついたまま使用しないでください。

内釜の底は変形しないように衝撃から守り、付属の内釜以外は使用しないでください。また、本製品に付属していない
アタッチメントは使用しないでください。故障やけがの原因になります。

内釜は必ず本体と一緒に使用し、他の調理器具とは使用しないでください。 

内釜はコンロや IH クッキングヒーターの上に置かないでください 。

内釜のコーティングを傷つける可能性があるため、プラスチック製または木製のしゃもじを使用し、内釜に鋭利な物を接
触させないでください 。また内釜で米を洗う際もコーティングを傷つけないようご注意ください。

ふた表面に「注意」の表示がありますので、ご使用前にご確認ください 。

本製品にタイマーやリモコンを接続することはできません。

破損を避けるため、ボタンを強く押さないでください。

本製品を初めて使用する際に、まれにわずかなにおいと白い煙が出ることがありますが、故障ではありません。お使いに
なるうちにこれらのにおいや白い煙は出なくなります。十分に換気してください。

次の場所で使わない

本製品は発熱するものの近く、高温になる場所、水のかかる場所、火気の近く、カーペットやプラスチックなど熱に弱い
ものの上、荷重強度が不足しているスライド式テーブルなど、不安定な場所では使用しないでください。感電や火災、や
けどの原因になります。

蒸気口、排気口を布や異物で塞がないでください。故障の原因になります。

壁や家具の近く、キッチン用収納棚で使用する際は、ふたが完全に開かない場所は避け、蒸気がこもらないようにご注意
ください。

本製品は屋外で使用、また雨や日光にさらさないでください 。

使用中、お手入れ時の注意

本書で指定された調理方法に従って調理してください。 水や具材は内釜に刻印された最高水位の CUP5 を超えないようにご注
意ください 。

ご使用の前に

注意事項　障害または物的損害の発生に結びつくおそれのある内容です。

ご使用の前に

1

本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

警告　死亡や重傷に結びつくおそれのある内容です。

使用される方および第三者への危害、物的損害を未然に防止するための内容です。
下記の記載事項をよく読み、正しくお使いください。

故障の時も安心！メーカーサポートなら最短 2 営業日で交換保証
詳しくは「アフターサポート」ページをご確認ください。

電源プラグ、電源コードの取り扱い

回路の過負荷、異常発熱、ショートを防ぐため、定格 15A 以上、交流 100V のコンセントを単独で使用してください。

電力は直接コンセントからとることが望ましいですが、やむを得ず延長コードを使用する際も定格を超える使い方はしな
いでください。

本体後ろの定格ラベルに表示してある電源（電圧、周波数）以外では使用しないでください。

本製品を取り扱う際は、電源コードを傷つけないよう鋭利な刃物や高温部に接触させないでください。

感電を避けるため、分解 ・ 組立はしないでください。 また本体、電源コードを定期的に点検し、破損、異常が発生してい
る場合は直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートにご連絡ください。 

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込み、緩んだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。

電源コードの破損を防ぐため、電源コードをテーブルなどの端にひっかける、重いものをのせる、挟み込む、束ねる、ね
じるなどはしないでください。

使用時以外はプラグをコンセントから抜いてください。

電源コードを差込口から抜く前に、本製品をスタンバイ状態にしてください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。また、濡れた手で本製品に触れないでください。ショートや感電の
おそれがあります 。

プラグを抜く際は電源コードを引っ張らず、プラグを持ってコンセントから取り外し、コードを収納してください。

本製品や電源コードを水に浸したり、液体を入れたりしないでください。 感電や火災の原因になります。

やけど・事故を防ぐため

取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、お子様に触れさせないでください。

お子様だけでのご使用、幼児の手の届くところで使用しないでください。電源コードを引っ張ったり、本製品に触れたり
すると、やけどや破損のおそれがあります。安定した場所に保管してください。

調理中は内部に触ったり、本体を動かさないでください 。

調理中、調理直後はやけど防止のため、取っ手、金属部分、蒸気口に近づいたり、触れないでください 。

加熱中は長時間そばを離れないでください。特に揚げ物調理の際は絶対にそばを離れないでください。

空だきをしないでください。火災、故障の原因になります。
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ご使用の前に

各部の名前・付属品・インジケーター

使用しない場合に、操作ボタンを誤って触れた場合は、加熱を防ぐために「停止」を長押ししてください。

内釜の中に物や食品を長期間保存しないでください 。

調理を開始する際はふたが「カチッ」となるまでしっかり閉めてください。

ふたを開ける際は蒸気にご注意ください。

本体を持ち運ぶ際はハンドルを持って移動してください。

お手入れの際は、電源プラグを抜き、本製品が完全に冷めてから行ってください 。

本体の下部加熱板を濡らさないでください 。

電源コードは使用時のみ差してください。

内釜は水滴を拭き取ってから本体にセットしてください。

誤操作防止のため、「開始」「停止」は長押し操作です。

蒸し器

付属品

しゃもじ

計量カップ
( 約 180ml )

※付属品は保証対象外です。

ふた

温度センサー

ふた加熱板

ライト

内釜

本体

下部加熱板 排気口

ハンドル

本体のプラグ差込口

4

ご使用の前に

使用上のお願い
1. 本製品を使用する前に、内釜に変形がないか、本体に正しくセットされているか、蒸気キャップが正しく取り付けられ
　ているかをご確認ください。

2. 使用中にわずかなハム音（ノイズ）などがしますが、これは正常な動作音です。 

3. 調理にお湯を使用しないでください 。温度センサーの温度判定、および調理結果に影響を与える可能性があります。

4. 内釜の目盛りを参考に水の量を調整してください。 

5. ふたの内側、ふた加熱板、蒸気口は使うたびにお手入れしてください 。

蒸気口

操作ボタン

「停止」ボタン
・スタンバイ状態にするとき
・操作を取り消すとき
・調理中のメニューを取り消すとき

「メニュー」ボタン
・メニューを選ぶとき、押すごとにメニュー
   順に切り替わります

「時間」ボタン
・調理時間 / 予約時間を設定するとき

「予約」ボタン
・予約調理をするとき

インジケーター・操作部

「開始」ボタン
・炊飯 / 調理を始めるとき

タイマー

蒸気キャップ

オープンボタン

インジケーター

無水調理
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料理集

作り方・ほかのレシピはホームページでもご覧いただけます。
https://areti.jp/pages/recipe

白米 ごぼうの炊き込み
ご飯

白米
白米 大豆とひじきの

炊き込みご飯

早炊き
玄米 玄米サラダ

玄米

アクアパッツァ カレー

無水調理
お粥 オートミール

中華粥

お粥
カレイの煮付け 鶏肉の

トマト煮込み

煮込み

蒸し野菜の
温サラダ 茶碗蒸し

スチーム
サラダチキン ローストビーフ

低温調理
卵と野菜の

脂肪燃焼スープ
玉ねぎとキャベツの

豆乳スープ

スープ

揚げ出し豆腐 そら豆の天ぷら

揚げ物
豆乳ヨーグルト パン生地の発酵

40℃発酵
チーズケーキ おから

シフォンケーキ

ケーキ

ホームページ内のレシピページ
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使い方
基本操作

機能説明

1. オープンボタンを押し、ふたを開ける 。

2. 内釜と下部加熱板の間に物がないことを確認してください 。

3. 内釜の目盛りに合わせて食材または水を入れる。最高水位は CUP5 です。

4. 内釜を本体に入れ、正しくセットされていることをご確認ください。（図 1）

5.「カチッ」と音がなるまでふたを閉め、電源コードを本体に接続し、
　プラグをコンセントに差し込む 。（図 2）

6.「メニュー」ボタンで調理したいメニューを選択 。

7.「開始」ボタンを押すと調理が始まります。
　揚げ物調理中はふたを閉めないでください。

「開始」
「開始」ボタンの長押し（2 秒）で調理をスタートし、ライトが赤く点灯します。

「停止」
メニュー設定、調理をキャンセルできます。
調理中に「停止」ボタンを長押し（2 秒）するとプログラムがキャンセルされ、新しいメニューの選択が可能になります 。
再度「停止」ボタンを長押しするとスタンバイ状態になります。

「メニュー」
「メニュー」ボタンでメニューを選択でき、操作中はライトが赤く点滅します。

「時間」
調理時間を調整できるメニュー（メニューシート P7 参照）は、以下の手順で調理時間を設定してください。

「保温」
「白米」「早炊き」「無水調理」「玄米」「お粥」「煮込み」「スープ」は調理後、自動的に保温になり、ライトが白く点灯します。

保温時間は最長 8 時間です。8 時間を超えると自動的にスタンバイ状態になり、消灯します。

「予約」
調理の完了時間を予約設定できます。

「早炊き」「低温調理」「揚げ物」「40 ℃発酵」「ケーキ」を除くすべてのメニューで使用できます 。
1. メニューを選択後、「予約」ボタンを押す。

2. ライトが赤く点灯し、インジケーターには「1:00」と表示。「時間」ボタンで、予約時間を設定。

3.「開始」ボタンを押すとランプが点灯に変わり、予約完了。

予約時間は 1 回押すごとに 30 分ずつ進みます。

図 1

〇 ×
内釜 異物

1. メニューを選択すると、インジケーターには初期設定の調理時間を表示。 

2.「時間」ボタンを押し、調理時間を設定。
　1 回押すごとに 5 分、長押しで 10 分ずつ時間が進みます 。調理時間が最長時間まで進むと、最短時間から再度調整できます。

3.「開始」ボタンで調理を開始 。

図 2

① ②

タッチ操作でプログラムを選択できます。
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使い方

メニューシート

調理完了後
「ピー」と 3 回なり、調理の完了をお知らせします。

完了直後にふたを開閉する際は蒸気にご注意ください。

メニュー 初期設定の調理時間 調理時間の調整 予約

白米 米 5 合で約 45 分

米 5 合で約 60 分

米 5 合で約 35 分

30 分

× 24 時間予約可能

無水調理

玄米 × 24 時間予約可能

お粥 90 分

40 分

30 分

25 分

30 分

30 分

10 分

45 分

45 分 ~2 時間 24 時間予約可能

5 分 ~1 時間 30 分 24 時間予約可能

煮込み 20 分 ~5 時間 24 時間予約可能

スチーム 5 分 ~1 時間 24 時間予約可能

低温調理 10 分 ~12 時間 ×

スープ 5 分 ~8 時間 24 時間予約可能

揚げ物 10 分 ~1 時間 ×

40℃発酵 10 分 ~24 時間 ×

ケーキ × ×

早炊き × ×

保温機能

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

×

×

×

〇
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使い方

各メニューの操作方法

「白米」「早炊き」5 合まで
1. 付属の計量カップで米をはかる。（図 3）
2. 米を洗い、内釜に入れる。
3. 内釜を水平に置き、炊く米のカップ数に合わせた内釜の目盛りまで水を入れる。
4. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
5.「白米」もしくは「早炊き」を選択し、「開始」を押す。

お米の銘柄によって水の量をお好みで調節してください。
炊き上がり 5 分前から残り時間がカウントされます。

「無水料理」
1. 材料を内釜に入れる。
2. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
3.「無水調理」を選択し、調理時間を設定後「開始」を押す。

「玄米」5 合まで
1. 付属の計量カップで米をはかる。
2. 米を洗い、内釜に入れる。
3. 内釜を水平に置き、炊く米のカップ数に合わせた内釜の目盛りまで水を入れる。
4. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
5.「玄米」を選択し、「開始」を押す。

玄米の銘柄によって水の量をお好みで調節してください。炊き上がり 5 分前から残り時間がカウントされます。

「お粥」1 合まで
1. 付属の計量カップで米をはかる。
2. 米を洗い、内釜に入れる。
3. 内釜の目盛り CUP4～5 を目安に、米と水の割合が 1:7 になるように水を入れる。
4. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
5.「お粥」を選択し、「開始」を押す。

※付属の計量カップをご使用ください。

〇 × ×
正しい計量例 間違った計量例

図 3

メニューの選択、時間設定は基本操作（P6）をご参照ください。
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使い方

「煮込み」
1. 下ごしらえした 500g 以下の材料と計量カップ半分程度の水分を内釜に入れる。
2. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
3.「煮込み」を選択し、調理時間を設定後「開始」を押す。

「スチーム」
1. 内釜の目盛り L0.5 まで水を入れる。（図 4）
2. 下ごしらえした材料を蒸し器に入れ、内釜にセット。
3. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
4.「スチーム」を選択し、調理時間を設定後「開始」を押す。
調理時間は水が沸騰してからカウントされます。

「低温調理」
1. 材料を内釜に入れる。
2. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
3.「低温調理」を選択し、調理時間を設定後「開始」を押す。
調理時間は設定温度の約 65℃に達してからカウントされます。

「スープ」
1. 下ごしらえした 500g 以下の材料を内釜に入れる。
2.CUP5 を越えないように、適量の水を入れる。（図 5）
3. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
4.「スープ」を選択し、調理時間を設定後「開始」を押す。

「40℃発酵」
1. 材料を内釜に入れる。
2. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
3.「40℃発酵」を選択し、調理時間を設定後「開始」を押す。

「揚げ物」
1. 内釜、ふた加熱板に水滴がついていないことを確認する。
2. 内釜の目盛りL0.5~0.8まで油を入れる。（図 6）
3.「揚げ物」を選択し、調理時間を設定後「開始」を押す。
4.160℃に達すると「ピー」と 30 回なってお知らせ。
    ※所要時間は 15 ～ 20 分程度
5. 具材を揚げる。
揚げ物調理はふたを開けたまま、ご使用ください。
油量は目盛り L0.8 を超えないようにご注意ください。油の温度は 160℃まで上昇しますが、具材を入れることで温度が下が
るため、少量ずつ入れてください。揚げる途中で上下を返すときれいに仕上がります。

【注意】安全のため過熱防止機能を搭載しています。温度が一定以上に上昇すると警告音がなり、スタンバイ状態になります。
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図 4
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図 5
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3
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1
0.5

0.8

図 6

「ケーキ」
1. 材料を内釜に入れる。
2. 内釜を本体にセットし、ふたを閉める。
3.「ケーキ」を選択し、「開始」を押す。
分量は内釜の半分を目安にしてください。
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お手入れ

製品仕様

本体

ふた・ふた加熱板

・調理後の臭いを残さないために、毎回お手入れしてください 。
・製品をお手入れする際、腐食性の洗剤や硬いものを使用しないでください。 
   例：ガソリン、研磨剤、硬いブラシなど

・炊飯器を清潔に保つために、吸水性の良い柔らかい布で、本体を拭いてください。
   ※プラグ、電源コードは水拭きできません。

・下部加熱板を水で濡らすなど、本体を水洗いしないでください 。
・内釜はノンスティックコーティングを傷めないように、スポンジなどの柔らかいもので洗ってください。
・本体、内釜の変形や事故のおそれがあるため、食器洗浄機で洗浄しないでください 。

・ふた表面も内側も湿った布で拭いてください 。
・ふた加熱板はふたから取り外し、スポンジなどの柔らかいもので毎回洗ってください。
   取り外し方
   上部にある左右のつまみを押し下げながら手前に引く。
   取り付け方
   下部にある溝にふた加熱板を差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込む。

・長期間使用するとわずかな変色や筋がつくことがありますが、使用には影響ありません 。
   その際は柔らかい布で拭いてください。パッキンは湿った布で拭き、乾燥させてください。
   ※パッキンは引っ張らないでください。 調理結果に影響を与えるおそれがあります。

・蒸気キャップ
   蒸気キャップを取り外し、突起したつまみ部分をしっかり持ち、分解して水洗いしてください。矢印通りに「カチッ」
   となるまで回すとロックの施錠、解錠ができます。（図 7）
   お手入れ後は蒸気キャップが正しく取り付けられているかご確認ください。（図 8）

品番

商品名

サイズ

重量

電源

定格電力

炊飯容量

コード長

セット内容

家庭用品品質表示法に基

づく表示

r2250

ていとうシェフ

21.6( 幅 )× 26( 奥行 ) × 23.5( 高さ ) cm（ふたを開けた時の高さ：41cm）

2.4kg

AC 100V 50/60Hz

400W

白米 L（合）：0.9L（5 合）

1.2ｍ

本体・内釜・蒸し器・電源コード・しゃもじ・計量カップ・取扱説明書

区分名：E

蒸発水量：45g

年間消費電力量 (kWh/ 年）：70.81(kWh/ 年）

1 回当たりの炊飯時消費電力量（Wh）：194（Wh）

1 時間当たりの保温時消費電力量（Wh）：6.94（Wh）

1 時間当たりの待機時間消費電力量（Wh）：1（Wh）

1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量（Wh）：2.4（Wh）

感電を避けるため、お手入れの前に必ず電源を切り、電源コードを抜いて、完全に冷えてから行ってください。

図 8

図 7

つまみ部分



1年保証
Areti.

11

故障サポート

故障かなと思ったら

アフターサポート

※土・日・祝日および年末年始等にご連絡いただきました場合、翌営業日のご対応となります。

※安全性を最優先するため、万が一の故障の際には、修理ではなく製品交換にて対応いたします。

※アレティの知識豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

※最短 2 営業日以内のご対応は、お問い合わせから交換品のお受け取りまで最短の日程で対応が完了した場合の所要時

間です。

2 営業日以内に交換品のお届けをお約束するものではございません。お問い合わせから 2 営業日以上経過しても連絡が

ない場合、弊社からのメールがお手元に届いていないおそれがございます。その際はお手数ですが再度ご連絡ください。

※メーカー保証期間：購入日より 1 年間

アレティカスタマーサポート窓口
メールアドレス：info@areti.jp
またはこちらの QR コードからご連絡ください

修理・交換のご対応は、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。
最短 2 営業日以内にご対応いたします。

故障 原因 解決方法

ライトが赤く点灯するが
加熱されない

米の炊き上がりが悪い

プログラム故障
弊社のカスタマーサポートにご連絡ください

弊社のカスタマーサポートにご連絡ください

弊社のカスタマーサポートにご連絡ください

下部加熱板の故障

お粥を調理中に溢れる

エラーコード E1 下部センサーのショート

下部センサーのショート

下部センサーのショート

下部センサーのショート

上部または下部センサーが温度異常を感知 プラグを抜いて本体を冷却する

エラーコード E2

エラーコード E3

エラーコード E4

エラーコード E5

米または水の量が多すぎる 米や水分量を調整する

「お粥」メニューを選択するメニューの選択ミス

米の量が多すぎる、または少なすぎる 米 1: 水 1.2 を目安に水加減してください

内釜と下部加熱板をきれいにする
下部加熱板は直接水で洗わないでください

内釜が正しくセットされていない 内釜の位置を調整する

内釜と下部加熱板の間に異物がある

内釜が変形している

プログラム故障

下部加熱板の故障

センサーの故障

12
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保証規定

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従い、正常に使用して故障した場合は、保証書の記載内容に基づき無償で
修理いたします（有料修理対象の保証規定 1. に該当する破損などが見られない場合）。
保証期間内に故障した場合は、公式 HP「areti.jp」のお問い合わせフォームまたはメールでご連絡ください。
弊社で確認作業を行い、保証内容に準じた対応をいたします。
なお、修理依頼品の発送につきましては、送料はお客様のご負担となります。
1. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
　・使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障または破損。
　・お買い上げ後の郵送、移動、落下などによる故障または破損。
　・火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、および公害、異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）などによる故障または破損。
　・一般家庭以外（業務用の長時間にわたる使用など）での故障または破損。
　・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書きかえられた場合。
　・消耗品の交換。
2. 生産終了などにより部品在庫がなくなった場合、同等性能の製品と交換させていただきます。
3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

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償修理をお約束するものです。従って、本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ので、保証期間後の修理などについてご不明の場合は、弊社またはお買い上げの販売店までご
相談ください。お客様のご要望により有料修理させていただきます。

〒103-0012 
東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 5 - 7   
YOUビル  6 階
Areti 株式会社

お問合せ：アレティカスタマーサポート
公式 HP：areti.jp をご覧ください。
もしくは  info@areti.jp に E メールをお送りください。



友だちを追加

areti_jp

追加

Areti’s Lifestyle Magazine

美の旅
アレティが提案する

ライフスタイルウェブマガジン

Presented by

https://areti.jp

【ヘアメイクさんおすすめ】

ヘアアイロン
基本の選び方

【保存版】
髪のツヤがアップす
るヘアアイロンの仕
組み

40 代、50 代、60 代の
大人髪にも最適　
3WAY ヘアアイロン
の使い方

毛穴吸引器の使い方
次第で効果が変わる
徹底いちご鼻ケアの
3 ステップ

家庭用脱毛器は効果
アリ？使い方は簡単
ホームケアで男性の
ヒゲもワキも
ツルツルに

詳しくは
コチラから
https://areti.jp
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LINE 友だち追加
キャンペーン

友だち追加でもらえる特典
・Areti. 公式ストアのお買い物で使えるクーポンやお得なセール情報をいち早くゲット*1
・ヘアアレンジの方法、スキンケアのコツ、アンバサダーによる美容の情報を配信

友だち追加の方法
【QR コードから友だち追加】

LINE アプリの「友だち追加」→「QR コード」で下の QR コードを撮影し、ご登録ください。

【ID 検索から友だち追加】
LINE アプリの「友だち追加」→「ID/ 電話番号」で下記の ID を入力し、ご登録ください。

※1：キャンペーンは予告なく変更になる場合が
あります。予めご了承下さい。

友だち追加は
コチラから
LINE ID:@796cgfal

スマホ連動なら、10 倍ズームカメラと特殊
なライトで汚れや微細な産毛も可視化。

毛穴吸引器

繰り返す毛穴づまり
ザラつきを強力吸引

通常販売価格：15,800 円

速乾しながら光美容で
キューティクルケア

通常販売価格：15,800 円 -

大風量で髪や頭皮がうるおうドライヤー。
毛先まで、しっとりまとまる髪に。

ドライヤー

ヘアダメージを軽減、高品質セラミックコーティング
ショートからロングまで、カール付けも簡単。

ヘアアイロン

好評の数こそ
プレミアムの証

通常販売価格：4,980 円～

おすすめ商品
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Areti. の商品については
ホームページで
ご覧いただけます。

https://areti.jp

Areti. はギリシャ語の「ARETE（卓越）」に由来し、
ブランド名に込めた思いを実現するため、日々、
お客様の声に耳を傾けながら改良を重ねています。
Areti. を選んでくださったすべてのお客さまへ感
謝を込めて。これからも卓越した商品をお届けし
ます。


