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安全上のご注意  必ずお守りください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、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。

こ
こ
ま
で

警  告 警  告

注  意

接触禁止

禁　止 けがをする恐れ
があり危険です。

子供だけで使わせたり、幼児の手の
届くところでは使わないでください。

禁　止

湯が流れ出てや
けどの恐れがあ
ります。

抱きかかえたり、フタを持って移動
したり、傾けたり、ゆすったりしな
いでください。

禁　止 湯がふきこぼれて、
やけどをするこ
とがあります。

使用中、ふきんなどで蒸気口など
をふさがないでください。

禁　止 湯がふきこぼれ
やけどの恐れが
あります。

湯がふきこぼれ
やけどの恐れが
あります。

満水目盛以上の水を入れないで
ください。

禁　止

ふたは勢いよく閉めないでくだ
さい。

禁　止

氷を入れて保冷用に使わないで
ください。

禁　止

湯が流れ出てや
けどの恐れがあ
ります。

転倒させないでください。

分解禁止

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。

発火したり、異
常動作してけが
をすることがあ
ります。

蒸気口に手をかざしたり、触れた
りしないでください。

やけどをするこ
とがあります。
特に乳幼児には
さわらせないよ
うご注意ください。

水ぬれ禁止 ショート・感電
の恐れがあります。

本体を水につけたり、水をかけた
りしないでください。

電源プラグやマグネットプラグな
どに金属やほこりなどのゴミが付
着したときは、よく拭いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

結露が生じ、感電、故障の恐れがあります。

禁　止

電源コードや電源プラグが傷ん
だりコンセントの差し込みがゆ
るいとき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。

強　制

湯沸かし中はフタをあけたり、給
湯したり、湯を注がないでください。

たくさんの蒸気
が出たり、湯が
飛び散り、やけ
どの原因になり

強　制強　制

定格15A以上・交流100Vのコンセ
ントを単独で使ってください。

他の器具と併用する
と分岐コンセント部
が異常発熱して発火
することがあります。
また、火災・感電の
原因になります。

コンセント
の単独使用

電源プラグは根元まで確実に差
し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電
や発熱による火災の原因になり
ます。
●傷んだプラグ・ゆるんだコン
セントは使用しないでくだ

１５Ａ
 以上

根元まで

ぬれ手禁止

プラグを抜く

禁　止
容器の熱変色など故障の原因になります。

空だきをしないでください。

電源プラグはぬれた手で抜き差
ししないでください。

感電の原因になります。

接触禁止

湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、
本体など高温部に触れないでくださ
い。やけどの原因になります。

接触禁止

フタを開けるときにでる蒸気に
触れないでください。

やけどの原因になります。

禁　止

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電
火災の原因になります。

使用時以外は、電源コードを取り
はずしてください。

火災の原因になります。
禁　止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上、
壁やカーテン・火気の近くでは使
用しないでください。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、壁や家具
の変色、変形の原因になります。

禁　止

壁や家具の近くで使わないでく
ださい。

お湯が飛び散り、やけどをする恐れがあり
ます。

禁　止

給湯中に本体を回さないでくだ
さい。

感電や漏電の原因になります。禁　止

水のかかるところや、火気の近く
では使用しないでください。

たくさんの蒸気が出て危険です。禁　止

湯沸かし直後はフタを開けない
でください。

お茶・牛乳・酒などは沸きあがるときにふ
き出して、やけどの原因になったり、焦げ
つきや腐食による感電の原因になります。

禁　止

水以外（牛乳、酒、お茶類）のもの
を入れて使わないでください。

お手入れは冷めてから行ってく
ださい。
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。強　制

お手入れの際は必ず電源プラグ
をコンセントから抜いてください。

感電やショートして発火することがあ
ります。

強　制

電源コードを傷付けたり、破損し
たり、加工したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったり、たば
ねたりしないでください。また、
重い物を載せたり、挟み込んだり、
加工したりすると電源コードが
破損し、火災・感電の原因になり

感電・漏電火災の原因になります。

プラグを
持って抜く

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
ラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあり

湯沸かし
中です
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各部の名称とはたらき

ロック解除ランプが点灯してい
る間だけボタンを押すと給湯で
きます。

ランプが点灯している間だけ給
湯できます。

ボタンを押すと、ロック解除ランプが点灯
し、お湯が注げるようになります。
約10秒後にロック解除ランプが消灯し、給
湯できなくなります。

電源コード

電源プラグ

マグネットプラグ

給湯ボタン

保温中の湯を再び沸
かすときに使います。

湯沸かし中に点灯します。

360°回転します。

再沸とうボタン

沸とうランプ

保温中に点灯します。
湯沸かしが完了すると
点灯します。

保温ランプ

ロック解除ランプ

ロック解除ボタン

プラグ差込み口

ハンドル

満水目盛

内フタパッキン

内フタ

内容器

湯捨て位置

蒸気口

注ぎ口

回転底

開閉つまみ

本 体

フ タ

フ タ

操　作　部

水位表示部

マグネットプラグ
コード

ここまで減る前
に水を入れてく
ださい。
（2.5Lタイプの場合）

水の入っている
部分の線が太く
見えます。

給水目盛

　注意

使いかた

お願い

●水道の蛇口から直接水を入れないでください。
●給水目盛以下で使用しないでください。給水目盛以下になると、空だきになったりして、故障の原因になります。
●本体・操作表示部・水位表示部に水をかけないでください。感電や故障の原因になります。
●フタを開閉するときに「カラカラ」と音がするときがありますが、万一転倒した場合にお湯の流出
を防止するための弁の音ですので、異常ではありません。

●湯沸かし直後はフタを開けないでください。たくさんの蒸気が出て危険です。
●湯沸かし中は給湯しないでください。お湯が飛び散り、やけどをする恐れがあります。
●蒸気口をふきんなどでふさがないでください。湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

フタが確実にしまっていないと倒したときに熱湯がこぼれたりして
大変危険です。

必ず満水目盛以下でお使いください。
入れ過ぎると湯沸かし中に注ぎ口からお湯がこぼれたり、沸とうしたと
きに蒸気口からお湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。また、給湯
の際「給湯」ボタンから手を離しても給湯が止まらないことがあります。

初めてお使いになるときや、長期間お使いにならなかった場合は、一度湯を沸かし、ロッ
ク解除して「給湯」キーを押した後、残り湯を捨ててからご使用ください。また、使い始め
はプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

必ずフタが冷めてから
行ってください。

取付後、フタが確実に取付けられている
ことを確認してください。

1.水を入れます。

2.コードを接続します。

フタの開けかた フタのはずしかた フタの取付けかた

フタの開閉つまみのくぼみ
を押して引き上げ、フタを
開けます。

1.開閉つまみを押して
フタを少し持ち上げ
ます。

●フタを取扱う際は、誤って給湯ボタンを押す恐れがありますので、電源プラグを抜いてから行っ
てください。

2.フタを本体に押し込み
ます。「カチッ」と音
がするまで確実に押
し込んでください。

①

①

開閉つまみ

内容器

 満水目盛
（　　　 ）

金属軸

フタ取付部
②

②

③

▼ここまで

この目盛
以上、水
を入れな
いこと。

1.フタ裏面の金属軸をフタ取付部に斜め
前方から差し込みます。フタを立てた
状態では取付けられません。

2.そのまま手前にフタ
を引っ張り、フタを
はずしてください。

①フタを開けます。
②やかんなどを使って内容器に水を入れます。

③フタを「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

①マグネットプラグを本体プラグ差込み口に接続します。
②電源プラグをコンセントに差し込んでください。

　注意

　注意

　注意

お願い

カチッ
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　注意

●水をつぎ足す場合、蒸気に注意してください。やけどの恐れがあります。
●フタは勢いよく閉めないでください。湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

保温中にお湯が少なくなったら、水をつぎ足してく
ださい。この際、自動的に湯沸かしを始めますが、つ
ぎ足す水の量が少ないと沸とうしない場合がありま
す。その場合は「再沸とう」ボタンを押してください。

3.沸とう、保温

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電やけがをする恐れがあります。

●フタは必ずはずしてお湯を捨ててください。フタが
はずれてやけどをする恐れがあります。

●手などにお湯がかからないよう注意してください。　
やけどの原因になります。

●操作部やハンドル、プラグ差込口、フタ取付部にお湯
がかからないように注意してください。やけどや故
障の原因になります。

①マグネットプラグを抜き、フタをはずします。

②両手で本体を持ち、湯すて位置の方向から残り湯を捨てます。本体を持つ際に
すべらないようにしっかりと持ってください。

お湯が沸くと「沸とう」ランプが消え、「保温」ラン
プが点灯し、保温を開始します。

●注ぐときに本体が回らないように注意してください。
お湯がこぼれて、やけどをする恐れがあります。

●お湯が少なくなると、注ぐときにお湯が勢いよく出
ることがありますのでご注意ください。

4.お湯を注ぎます。

5.ご使用後は

●マグネットプラグをはずすと、給湯ができません。
●「ロック解除ランプ」が消えているときは、お湯はでません。
●1杯目のお湯は、ぬるくなることがあります。
●沸とう後しばらくはお湯が出にくくなることが
あります。

「ロック解除」ボタンを押します。

「ロック解除ランプ」が点灯し、湯
が注げる状態になります。

「再沸とう」ボタンを押します。

「沸とうランプ」が点灯します。
再沸とうが終わると「沸とうランプ」が
消灯し、「保温ランプ」が点灯します。
●再沸とう完了までの時間は約2分です。

残り湯を放置すると内容器の変色や腐食の原因になります。

最後まで給湯したあと、少量の湯が内容器内に残りますが、空だきを防止するためで異常では
ありません。湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。

「給湯」ボタンを押し、湯を注ぎます。

「給湯」ボタンから手を離すと約10
秒後に「ロック解除ランプ」が消え、
自動給湯ロックがかかります。

（
注がないときも約10秒後に
  ロックがかかります。　　    ）

■再沸とう（保温中のお湯を再び沸かすとき）

■沸とう中

点灯

点灯

■保温中

点灯

再沸とうさせるときは、給水目盛
以上のお湯が入っていることを
確かめてから「再沸とうボタン」
を押してください。

必ず残り湯を捨ててください。

湯捨て位置
湯はここから捨て
てください。

点灯

湯沸かしが終わるまでの時間

（室温、水温20℃、満水の場合）

約23分TPーD591

TPーD592 約28分

お願い

お願い

お願い

お願い

　注意

　注意

　注意
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お手入れのしかた 電源プラグをコンセントから抜き、本体が
冷めてからお手入れをしてください。

長期間、お手入れをしないと、汚れがこびりつ
いて落ちにくくなりますので、こまめにお手入
れをしてください。

この3本の
ネジをはず
します。

フタ

逆止弁ネット
逆止弁

内フタ位置
決め凸部

内フタ

内フタ
パッキン

●食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使わないでください。
変形の原因になります。

●洗剤を使わないでください。
●内容器の汚れ（水アカなど）はこまめにお手入れしてく
ださい。汚れをそのままにしておくと、湯沸かし時の音
が大きくなったり、湯の出が悪くなります。

●長期間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自
然乾燥させてください。

●日常、こまめにお手入れをしてください。
●長く使用していると内容器に水アカや白い浮遊物などが
 　付着します。
●汚れが落ちにくいときは、クエン酸洗浄をおすすめします。

●白い浮遊物（ミネラル分の結晶）　
●乳白色、黒点、虹色などの変色
●赤さび状のはん点（もらいさび）　
●ざらつき

シンナー・ベンジン・クレ
ンザー・たわしなどを使わ
ないでください。

製品の丸洗いはしないでください。

感電事故の原因に

なります。

汚れのひどいときは 内容器の色むら、変色、水中の浮遊物について

必ず、よく絞った布でふき取ってください。

ぬれたスポンジなどでふき、水を入れてすすぎます。

下記は衛生上問題ありませんが、汚れが目立って
きたらこまめにお手入れをしてください。

やわらかいスポンジでこすり、よくしぼった布で
ふきとってください。汚れが落ちにくい場合は、
やわらかいスポンジに台所用中性洗剤をつけて
こすり、その後充分に水洗いをして、よくしぼっ
た布でふきとってください。

汚れのひどいときやお湯が出にくくなったときは、

電気ポット内容器洗浄用クエン酸を使用して

下記の手順でお手入れします。

電気ポット内容器洗浄用クエン酸は、市販品

をお求めください。

内フタパッキンは消耗品です。
フタのすき間から蒸気がもれだしたら、新しい内フタパッキンと交換（有償）してください。交換の際
は、製品の型名をご確認の上、お買い求めの販売店か、当社「お客様サービス係」までお求めください。

内容器

フタ・本体外面

内フタ

①内フタの3本のネジをはずし
　ます。

①内容器に満水目盛まで水を入れて、クエン酸を
　 約60g入れます。

②フタを閉めてお湯を沸かした後、約1時間「保温」
　 します。

③「給湯ボタン」を押し、カップ1～2杯程度お湯を出し
　 ます。これでお湯の通路やポンプ内も洗浄できます。

④クエン酸の入ったお湯を捨て、ぬれたスポンジ
　 などでこすってすすぎます。

⑤クエン酸の臭いを取るために、満水目盛まで水
　 を入れてお湯を沸かします。

⑥「給湯ボタン」を押し、カップ1～2杯程度お湯を
　 出します。お湯の通路やポンプ内をすすぎます。

⑦お湯を全部捨てます。

②パッキンと内フタをはずした
　状態。

③組み立てるときはフタの位置
　決め凸部を合わせます。

お願い

お願い

　注意

6



仕 様

アフターサービス

型 名

容 量

定 格 電 圧

定格消費電力（約）

保 温 温 度（約）

コードの長さ（約）

外 形 寸 法（約）

こんなときは
修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。 1.保証書

●裏表紙に添付しています。
●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の
記入をお確かめのうえ、販売店からお受
け取りください。

●保証書をよくお読みになり大切に保管し
てください。

2.保証期間
お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、

直らないときは電源プラグを抜いてからお
買い上げの販売店または当社「お客様サ
ービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理
　保証書の規定により無料修理します。
　商品に保証書を添えてお買い上げの販
売店か当社「お客様サービス係」までお
申し出ください。

●保証期間がすぎている修理
　修理により使用できる製品は、お客様の
ご要望により有料修理させていただき
ます。お買い上げの販売店か当社「お客
様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間
●この電動給湯ポットの補修用性能部品の保
有期間は製造打切り後5年です。

●性能部品とはその商品の機能を維持するた
めに必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合
当社「お客様サービス係」にお問い合わせくだ
さい。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

技術料

部品代

故障した商品の修理および部品交換
などの作業にかかる料金です。

修理に使用した部品代金です。

〈修理料金のしくみ〉
  修理料金は、技術料・部品代などで構成されて
  います。

AC100V  50-60Hz

750W（湯わかし時）／43W（保温時）

90～99℃

1.4m（マグネットプラグ付）

TP－D591

2.5L

幅215×奥行290×高さ280mm

TP－D592

3.0L

幅215×奥行290×高さ310mm

こんなときは 調 べ る と こ ろ 処　　　　　置

お湯がわかない。

（「沸とうランプ」  が点灯しない。 ）

お湯が出ない。
出にくい。

お湯が自然に出る。

ポットのお湯が臭う。

本体が熱くなる。

内容器が汚れて
いる。
お湯に白い物が
浮く。

湯沸かし中に
音がする。

フタを開閉するとき
「カチカチ」と音がする。

電源プラグがコンセントに差し込まれ
ていますか？

マグネットプラグの先端に金属片や
ゴミなどがついていませんか？

電源プラグを抜いてからマグネットプ
ラグの先端を掃除してください。　　

マグネットプラグの先端に金属片や
ゴミなどがついていませんか？

内容器に水あかなどがついていませ
んか？

内容器のお手入れをしてください。

（「お手入れのしかた」をご覧くだ  さい。（6ページ）　　　　　　 )

お手入れをしてください。

（「お手入れのしかた」をご覧くだ  さい。（6ページ）　　　　　　 )

沸とう直後ではありませんか？
沸とう後数分間はお湯が出にくくなる
ことがあります。

電源プラグを抜いてからマグネットプ
ラグの先端を掃除してください。　　

ご使用に伴いなくなります。

異常ではありません。
そのままお使いください。

異常ではありません。
そのままお使いください。

クエン酸で内容器のお手入れをして
ください。

（「お手入れのしかた」をご覧くだ  さい。（6ページ）　　　　　　 )

ポットが汚れていると音が大きくなり
ます。クエン酸で内容器をお手入れし
てください。

（「お手入れのしかた」をご覧くだ  さい。（6ページ）　　　　　　 )

自動給湯ロックになっていませんか？

水道水に含まれる消毒用塩素（カルキ
臭）により、沸かしたお湯が臭うことが
あります。

初めて使うとき、しばらく使っていな
かったときは樹脂などのにおいがす
ることがあります。

内容器についた湯あかがはがれたも
ので、フッ素樹脂のはがれではありま
せん。
ミネラル分の多い水、特にミネラル
ウォーターなどを使用すると結晶に
なって現れることがあります。

湯沸かし中に泡がはじける音で故障
ではありません。

湯温や室温が高い場合は本体外側が
約50℃になります。

万一転倒した場合、湯の流出を防止
するための弁の音です。

満水目盛以上の水を入れていません
か？

水を満水目盛以下に減らしてください。

プラグがはずれていませんか？

「ロック解除ボタン」を押してから
「給湯」ボタンを押してください。

プラグを差し込んでください。

電源プラグをコンセントに差し込んで
ください。

空だきをするとランプがすべて消え
ますが、しばらくすると使用できる
ようになります。

空だきをしませんでしたか？

＊特定地域（高い山・厳寒地）においては、所定の性能が確保できないことがあります。
　こうした場所での使用はなるべくお避けください。

お客様サービス係
　　（フリーダイヤル）0120－337－455
FAX　　　　　　（0256）93－1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前９時～午後５時
〒９５９-０２９２　新潟県燕市吉田西太田２０８４-２
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