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このたびはビタントニオ ガラスケトル KYUSUをお
買い上げいただき、まことにありがとうございまし
た。
正しくご使用していただくために、ご使用前に必
ずこの取扱説明書をよくお読みください。
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。

ご使用前に必ずお読みください。
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快適にお使いいただくために
快適にお使いいただくために、特に知っておいていただきたい内容です。

煮出しモードでは内フタを使わない

お手入れの際は必ず洗浄用カバーを使う

●本体のお手入れは、洗浄用カバーを取り付け内側のみ水洗いできます。
●洗浄用カバーを取り付けても、「外側の水洗い」や「つけ置き洗いなどで水の中

に入れる事」は絶対にしないでください。

内フタ 煮出しモード
※煮出しモードでは
　使用しないでくだ
　さい。

内側のみ

洗浄用カバーを
必ず取り付ける
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●ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる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。

死亡や重傷を負う
おそれがある内容です。

軽傷を負うことや、物的
損害が発生するおそれの
ある内容です。

してはいけない
「禁止」内容です。

実行しなければならない
「強制」内容です。

●物的損害 * とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。
■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

※お読みになられた後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

絶対に分解・修理・改造をしない。
発火や、異常動作によるけがの原因
( 修理は販売店、または当社ご相談窓　
口にご連絡ください。)

ケトル本体（底部）を水に濡らした
状態で使用しない。又は、水に浸
けない。
感電・故障・ショートの原因

濡れた手で、電源プラグの抜き差
しはしない。
感電の原因

max の目盛り（0.5L）以上の水を
入れない。
湯があふれ出し、やけど・けがの原因

フタを開けたまま、湯を沸かさない。
湯があふれ出し、やけど・けがの原因
( 煮出しを行う場合は、内フタを外し沸
かしてください。)

本体を転倒させない。
周囲 20cm 以内に物を置かない。
やけど・けがの原因

水やお茶以外のものを沸かさない。
牛乳や酒、インスタント食品などを入れ
て使うと、吹きこぼれややけど、焦げ付
きや腐食、故障の原因

茶葉以外の煮出しをしない。
出汁の煮出しやレトルト食品の湯煎、そ
の他調理などに使うと、吹きこぼれやや
けど、焦げ付きや腐食、故障の原因

ケトル本体を直火、電磁調理器、電
気ヒーター等にのせて使用しない。
火災・故障の原因

使用中または直後はケトル本体に手
や顔を近づけない。ハンドル・フタ
のツマミ以外は触らない。
やけどの原因

注ぎ口をふきん等でふさがない。
やけど・けがの原因

氷や冷水を入れて保冷用に使用し
ない。
本体の表面に結露が生じ、感電・故障
の原因

安全上のご注意 必ずお守りください。
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電源プラグを抜くときはコードを持
たずに、必ず先端の電源プラグを
持って引き抜く。
感電・ショートによる発火の原因

お手入れは本体が十分に冷めてか
ら行う。
やけどの原因

お手入れするときは電源プラグをコ
ンセントから抜く。
感電・けがの原因

min の目盛り（0.3L）以上の水を
入れる。
故障の原因

使用時以外は電源プラグをコンセン
トから抜いておく。
絶縁劣化による感電・漏電火災、やけど・
けがの原因

不安定なところでは使用しない。
感電・やけど・けが・火災の原因

加熱中は取り付けたフタを取らな
い。また水をつぎ足さない。
発火や故障の原因
蒸気や熱湯でやけどの原因

ケトル本体に水が入っていない時に
電源をオンにしない。
故障の原因

安全上のご注意 必ずお守りください。

ケトル本体と電源プレート接続部に
ピンや針金などの金属（異物）を
入れない。
感電・故障・ショートの原因

電源プレートは本製品専用です。他製
品に使用しない。また、ケトル本体も
他製品の電源プレートを使用しない。
感電・故障・ショートの原因

電源コード・電源プラグを破損する
ようなことはしない。
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけた
り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った
り、重い物をのせたり、挟み込んだりしない
感電・ショートによる発火・火災の原因

交流 100V 以外では使用しない。
感電・火災の原因

子供など取り扱いに不慣れな方だ
けで使用させたり、乳幼児の手の
届く所で使用しない。
感電・やけど・けがの原因

定格 15A 以上のコンセントを単独
で使用する。
他の機器と併用で使用すると発熱による
発火・火災の原因

電源プラグのほこり・汚れなどは定
期的に取る。
湿気などで、絶縁不良になり、火災の
原因（定期的にプラグを抜き、乾いた布
でふいてください。）

電源プラグは根元まで確実に差し
込む。
感電・火災の原因
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安全上のご注意 必ずお守りください。

本体及び電源プレートの接続部分をなめさせない。
感電・けがの原因

乳幼児の手の届く所で使わない。及び保管しない。
感電・やけど・けがの原因

湯沸かし中の蒸気に触れさせない。
やけど・けがの原因

乳幼児のいるご家庭でご使用になる場合は、以下の内容を特にご注意ください。

一般家庭用以外で使用しない。
故障の原因

お湯・お茶を沸かしながら移動しない。
感電・やけど・けがの原因

使用中にはカーテンや可燃物を近
づけない。
火災の原因

壁や家具などの近くでは使用しない。
蒸気や熱で家具や壁を傷め、変色・変
形の原因（本体を壁やコーナー、上面か
ら 20cm 以上離して使用してください。）

ガラスに傷やひび、欠けがある場
合は使用しない。
けがの原因

本製品をはじめてお使いになる場合は以下の内容をご確認の上、お使いください。

お使いになる前に

●初めてお使いになる場合は、9 〜 10 ページの使い方に従って沸騰及びすすぎを 2 〜 3 回繰り返し
てからお使いください。また、使いはじめには臭いがする場合がありますが、臭いが気にならなくな
るまで、同様に繰り返してからお使いください。

●ケトル本体に水が入っていない状態で動作させると【空焚き防止機能】が作動します。
●本体を落としてしまった場合は、内部の部品が破損している可能性がありますのでご使用を控えて、

当社ご相談窓口にお問い合わせください。
●標高の高い地域では沸点が低くなり、沸き続けることがあります。（故障ではありません）
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各部のなまえ

※煮出しモードでは使用しないでください。
※やけどのおそれがあるので、使用中にフタの
　取り付け / 取り外しはしないでください。

※茶葉は必ず
茶こしに入れ
てご使用くだ
さい。

本体を水洗いする際に取り付けて洗浄し
ます。
使い方は P.12「お手入れ」を参照くださ
い。

パッキンは取り付ける向きが決まっていま
す。下図の向きで取り付けてください。

ON／沸騰モード
　　沸騰すると自動的に電源オフになります。

OFF／電源オフ

15／煮出しモード（15分タイマー）
　　沸騰後 15分間沸騰し続け、茶葉を煮出すことができます。
　　設定時間になると自動的に電源オフになります。

30 ／煮出しモード（30分タイマー）
　　沸騰後 30分間沸騰し続け、茶葉を煮出すことができます。
　　設定時間になると自動的に電源オフになります。

上側

下側

内フタ

電源プレート
電源コード

電源プラグ

洗浄用カバー

外フタ

茶こし

本体

ダイヤル

パッキン

パッキンの取り付け向き
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野草茶について

カキドオシ（シソ科）
●日本各地で自生。地面に這うように成長し、垣根

を通り抜けるように伸長するところから カキドオシ
（垣通し）という名が付きました。

●ほっと一息、リラックスしたい時に
●ほんのりミントを思い出させるような清涼感がありま

す。

ハトムギ（イネ科）
●東南〜南アジア原産。鳩が好んで身を食べたことか

ら、ハトムギと名付けられたといわれています。栄
養価が高く、穀物の王様とも呼ばれています。

●デトックスや美肌に関心がある方に
●麦茶の麦と同じイネ科のため、麦茶に似た香ばしさ

を持った味わい。

ハス（ハス科）
●ベトナムでは古くは王族の為のお茶でしたが、いま

では美容茶として日常的に飲まれている蓮の花や
茎、葉のお茶です。楊貴妃も愛飲していたようです。

●眠り、美肌、アンチエイジングに関心がある方に
●爽やかな蓮の香り、ほんのり甘さを感じる味です。

濃いめに出してミルクと合わせても○

月桃（ショウガ科）
●沖縄などの亜熱帯地域に自生。沖縄や奄美群島で

は餅をくるむ葉として使ったり、アロマや化粧水など
さまざまな製品に活用されています。抗酸化作用の
あるポリフェノールが豊富と言われています。

●リラックスしたい時、疲れが気になる時にアンチエイ
ジングに関心がある方に

●スパイシーで爽やかな甘みのある香り。煮出すこと
で色味も味わいも深まります。

当帰（セリ科）
●日本古来より当帰の根の部分を生薬として使い、奈

良県を中心に栽培されてきました。近年では葉の部
分にもさまざまな栄養成分が豊富に含まれていると
いうことがわかり、お茶としても愛飲されています。

●手足の冷えが気になったときにアンチエイジングに
関心がある方に

●焙煎したものは香ばしく、乾燥したものはセロリの
ような香り。

グァバ（フトモモ科）
●パパイヤ・マンゴーと並ぶ南国果実の代表的な果

物。熱帯アメリカ原産。日本では沖縄や奄美群島
などで育つ果樹。果実は食用とされ、葉は健康茶
として飲まれています。

●生活習慣病が気になり始めた時に
●烏龍茶をうっすら感じる、さっぱりして軽い口当たり。

ハブ（マメ科）
●本来はハブソウの種子を乾燥させ、焙煎したもので

したが、生産性が低いため、今はエビスグサの種
子が使ったものが主流。エビスグサの種子はケツメ
イシと呼ばれ、中国では健康茶や漢方薬として重宝
されてきました。

●便秘や肩こり、疲れ目が気になる時に
●麦茶のような香ばしさがあり、あっさりとした味わ

いです

クロモジ（クスノキ科）
●全国に自生し、和製ハーブと言われる日本固有の

香木。昔から生薬として親しまれていますが、和菓
子に添えられる高級爪楊枝としても有名。葉だけで
なく枝もお茶として楽しめます。

●リラックスをしたい時、深い睡眠をとりたい時に
●スパイスを思わせるさわやかな香りでクセのない味。

よもぎ（キク科）
●繁殖力が強く道端などいたるところでよく見かけ、

昔から薬草として重宝されてきました。草餅や天ぷ
らなどの食用だけでなく、入浴剤としても使われて
います。

●冷えが気になったときに
●よもぎ独特の爽やかな風味と香りで優しい味です。

※どれもノンカフェインですが、緑茶などが配合され
ている場合もありますので、お買い求めになった茶
葉の内容物をご確認のうえお飲みください。
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₂ケトル本体に水を入れる。
◦水を入れる量は min 目盛り以上 max

目盛り以下にしてください。
◦電源プレートにのせたまま、水を入れ

ないでください。
◦水道の蛇口からの給水はケトル本体が濡

れるおそれがあるのでさけてください。
◦ミネラルウォーターやアルカリイオン水

を沸かした後は水に含まれるミネラル
成分等がケトル本体の内側に付着しや
すくなります。

煮出しモードは、沸騰後「15 分間煮出し」と「30 分間煮出し」の２段階、煮出し時間が選べます。
茶葉の特性やお好みで煮出し時間を設定してください。

茶葉を煮出す（煮出しモード）

₃電源プラグをコンセントに差し込む
◦定格 15A・交流 100V のコンセントを

単独で使用してください。他の機器と
併用してお使いになると発熱による発
火・火事の原因となります。

 ₁茶こしを本体に取り付け茶葉を入れる。
◦茶こしを時計回りに回して取り付けます。
◦内フタ・外フタの両方を外して取り付

けてください。
◦本体に直接茶葉を入れないでください。
◦煮出し時は茶こしを必ず取り付けてく

ださい。

●煮出しをするとお茶の量が少なくなります。（蒸発するため）
　お茶が少なくなっていないか、空焚きになっていないか時折確認してくだ

さい。
●お茶が少なくなった時に水をつぎ足す場合は、本体を電源プレートから外

してからつぎ足してください。
　※お茶や本体が熱くなっているので、やけどにご注意ください。
●茶こしは外れないようにしっかりと取り付けてください。落下するとやけ

どやけが、破損などのおそれがあります。

茶葉の加工状態や量などによっては、煮出し
時に茶葉が茶こしの外へ溢れ出たり、激しく
沸騰したりする場合があります。ご使用する
茶葉に合わせて、茶葉や水 (min 目盛り以上 )
の量を調整しながらご使用ください。

茶葉
茶こし
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茶葉を煮出す（煮出しモード）

₄外フタにパッキンが付いていることを
確認し、外フタを閉め、ケトル本体を
電源プレートにセットする。
◦ケトル本体と電源プレートが濡れていない

ことを確認してからセットしてください。
◦煮出しをする際は、内フタを外してご

使用ください。内フタが閉まっている
と思わぬ事故につながる場合がありま
す。

₅ダイヤルを回して煮出し時間を設定し
煮出しを開始する。
約 2 秒後 LED の点灯とブザー音が鳴り
煮出しを開始します。
◦ダイヤルが「OFF」になっていない場

合は、一度「OFF」に合わせてから
設定してください。

◦ケトル本体は熱くなるので、やけどに
ご注意ください。

◦煮出し中に本体の中に手を入れたり、
外フタを触ったり取り外したりするとや
けどの原因となります。

◦煮出し開始後にダイヤルを回したり電
源プレートから外すと、ブザーが 3 回
鳴り電源オフになります。

₆設定時間が経過するとブザーが鳴り電
源オフになります。
◦ブザーが 2 回鳴り自動的に電源オフに

なります。
◦ケトル本体は熱くなっているので、やけ

どにご注意ください。

₇お茶を注ぎます。
◦煮出し後は内フタをつけても注げます。
◦使用しない時は電源プラグをコンセン

トから抜いてください。

煮出しモード（15 分） 煮出しモード（30 分）

パッキン

煮出しモードでは
内フタを使わない

外フタ
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 ₁フタをあけてケトル本体に水を入れる。
◦水を入れる量は min 目盛り以上 max

目盛り以下にしてください。
◦電源プレートにのせたまま、水を入れ

ないでください。
◦水道の蛇口からの給水はケトル本体が

濡れるおそれがあるのでさけてくださ
い。

◦ミネラルウォーターやアルカリイオン水
を沸かした後は水に含まれるミネラル
成分等がケトル本体の内側に付着しや
すくなります。

沸騰モードは、沸騰したら自動的に電源がオフになります。
お湯を沸かす通常のケトルとして使用したり、沸騰後に茶葉を入れて蒸らす淹れ方も楽しめます。

お湯を沸かす（沸騰モード）

₂電源プラグをコンセントに差し込む
◦定格 15A・交流 100V のコンセントを

単独で使用してください。他の機器と
併用してお使いになると発熱による発
火・火事の原因となります。

₃外フタにパッキンが付いていることを
確認し、外フタと内フタを閉め、ケト
ル本体を電源プレートにセットする。
◦ケトル本体と電源プレートが濡れていな

いことを確認してからセットしてくださ
い。

◦茶葉を入れて沸騰させる場合は、内フ
タを外してご使用ください。内フタが
閉まっていると思わぬ事故につながる
場合があります。

●沸騰後に茶葉を入れて蒸らす場合は、水を
入れる前に茶こしを取り付けてください。

●お湯のみを沸かす場合でも、茶こしを取り
付けて使用できますが、必ず水を入れる前
に取り付けてください。

パッキン

外フタ
内フタ
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お湯を沸かす（沸騰モード）

₄ダイヤルを回して「ON」に合わせる。
約 2 秒後 LED の点灯とブザー音が鳴り
沸騰を開始します。
◦ダイヤルが「OFF」になっていない場

合は、一度「OFF」に合わせてから
設定してください。

◦ケトル本体は熱くなるので、やけどに
ご注意ください。

◦沸騰中に本体の中に手を入れたり、フ
タを触ったり取り外したりするとやけど
の原因となります。

◦沸騰開始後にダイヤルを回したり電源
プレートから外すと、ブザーが３回鳴り
電源オフになります。

₅沸騰するとブザーが鳴り電源オフにな
ります。
◦ブザーが 2 回鳴り自動的に電源オフに

なります。
◦ケトル本体は熱くなっているので、やけ

どにご注意ください。

₆お湯を注ぎます。
◦内フタ、外フタを付けたまま注げます。
◦使用しない時は電源プラグをコンセン

トから抜いてください。

ご注意

◦沸騰モードでも茶葉を入れる場合は、水を入れる前に茶こしを取り付けてください。
◦茶葉は茶こし以外に入れないでください。

◦水から茶葉を入れて沸騰させる場合は、内フタを外してください。

●茶こしを使用する場合は、外れないようにしっかりと取り付けてください。
落下するとやけどやけが、破損などのおそれがあります。
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空焚き防止機能について

品番　VEK-30
品名　ビタントニオ ガラスケトル KYUSU

電源 AC100V 50Hz/60Hz

消費電力 700W

重量 約 890g

外形寸法 約 250mm（幅）×175mm（奥行）×160mm（高さ）

コードの長さ 約 1.2m（有効長）

原産国 中国

仕　様

【空焚き防止機能が働いた場合】

₁ コンセントから電源プラグを抜きます
₂ 本体が十分に冷えるまで待ちます
₃ 本体を電源プレートから外し正しい水量の水を入れます
₄ 本体を電源プレートにセットすると使用できます

◦ケトルに水が入っていない状態で加熱すると、自動的に加熱を停止し、ブザーでお知らせします。　
◦ケトル底面から微量の煙が出ることがありますが、異常ではありません。
　（異常温度を検知する機構の保護処理によるものです）
◦空焚き防止機能が働くと、ダイヤル表示の点滅とブザーが鳴り、しばらくの間、加熱ができません。

 

※パッキン付き
品 名 フタ パッキン 茶こし 洗浄用カバー
品 番 PVEK-30-LD PVEK-30-PK PVEK-30-ST PVEK-30-CV
価 格 ¥1,650（税込） ¥550（税込） ¥1,870（税込） ¥1,320（税込）

販売部品 販売部品は販売店でお買い求めいただけます。
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●お手入れは必ず電源プラグを抜き、ケトル本体が冷めた状態で行ってください。

お手入れ

●お手入れの前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。
●ベンジン、シンナー、塩素系漂白剤、みがき粉、たわし、ナイロンたわしなどを使わないでく

ださい。傷がつき、腐食や破損の原因になります。
●電源プレートは水洗いできません。
●水に浸けたり、浸け置き洗いはできません。
●食器洗浄機、食器乾燥機の使用はできません。
●使用後はその都度お手入れしてください。茶葉やお茶を残したままにしないでください。故障

や悪臭、サビの原因になります。

お願い

ケトル本体（内側）・茶こし
◦洗浄用カバーをしっかりと取り付け、台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よく水ですすぎ洗いをし、

乾いた布巾でふき取ります。

◦汚れが落ちにくい場合は「クエン酸」洗浄または「酸素系漂白剤」をご使用ください。
　【クエン酸】
  500ml の水に 25g 入れ、煮出しモードで 30 分間沸騰させたあと、しっかりとすすいでください。
　【酸素系漂白剤】
　500ml の 40℃〜 50℃程度のお湯に 10g 入れ、5 分間放置したあと、しっかりとすすいでください。

ケトル本体（外側）・電源プレート
◦かたく絞ったやわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭い

た後、かたく絞った布で拭き取ってください。
◦ケトル本体、電源プレートへ直接水をかけてのお手入れは絶対にしないでください。

フタ・パッキン・洗浄用カバー
◦台所用中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗い、よく水ですすぎ洗いをし、乾いた布巾でふき取ります。

●洗浄用カバーを必ず取り付け
　てお手入れする
●洗浄用カバーを取り付けても
　水に浸けない

（故障の原因）洗浄用カバー
ガラス部分まで
しっかりとかぶせる
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保証とアフターサービス

1. 保証書について
お買上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、お買上げの販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

2. 保証期間：お買上げ日より1 年間です。
お買い求めになってから１年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。
保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

3. 修理をご依頼されるとき
＊保証期間中は、商品と保証書を販売店にご持参ください。
＊保証期間が過ぎているときは、販売店にご相談ください。
修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間
この商品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後６年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を持続するために必要部品です。

5. その他、ご不明な点がある場合のお問い合わせ
ご転居やご贈答品などで販売店のサービスが受けられない場合や、ご不明な点がある場合は、
下記のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

 www.vitantonio.jp＊ビタントニオ / ホームページ
　Q＆A もご参照ください。　

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い
株式会社ゼリックコーポレーションは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、
その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

株式会社ゼリックコーポレーション サービスセンター
フリーダイヤル 0120-779-702

受付時間　月〜金　午前 9 時〜午後５時
（土・日・祝日・年末年始などの長期連休をのぞく）

お客様ご相談窓口
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無料修理規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使

用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただき
ます。

2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提
示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社サービ
スセンターへご相談ください。

4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理
がご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談
ください。

5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 ( イ )  使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故

障及び損傷。
 ( ロ ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
 ( ハ )  火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や

異常電圧による故障及び損傷。
 ( ニ )  一般家庭用以外 ( 例えば、業務用 ･ 店舗等での使用、

事務所 ･ 研究室等での使用、車両、船舶への搭載 ) に
使用された場合の故障及び損傷。

 ( ホ ) 本書の提示がない場合。
 ( ヘ )  本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入の

ない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 (ト)  取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故

障及び損傷。
 ( チ )  消耗部品は無料修理の適用除外となります。

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報
 ( お名前、ご住所、電話番号 ) は保証期間内のサービス活動、

及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、ご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料
修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等につ
いてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービス
センターにお問い合わせください。なお、この保証書によっ
て、保証書を発行している者、及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。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につい
て、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

故障かな

こんなとき 原因 対処のしかた

電源が入らない 電源プラグが抜けている。 電源プラグをしっかりと差し込んでくださ
い。

加熱できない ケトル本体が電源プレートに正し
くのっていない。

正しく電源プレートにケトル本体をのせて
ください。

空焚き防止機能が働いた。 コンセントから電源プラグを抜き、本体
が十分に冷えるのを待って正しい水量で
ご使用ください。（P.11 を参照）

水・お湯が漏れる、ふき出す MAX 目盛 (0.5L）以上の水が
入っている。

水量を MAX 目盛（0.5L）以下に減ら
してください。

水以外の液体が入っている。 水以外は沸かさないでください。

対処後まだ異常がある場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターへ
点検・修理をご相談ください。
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●電源プラグをコンセントに差し込んでも動かない。
●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●その他の異常がある。

長年ご使用のビタントニオ　ガラスケトルの点検を！

発売元／株式会社ゼリックコーポレーション
〒111- 8682　東京都台東区寿４丁目１番２号
輸入元／株式会社三栄コーポレーション


