
1

3

2

4

　この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い
ください。
  この取扱説明書は保証書も兼ねていますので大切に保管してください。

24V車両専用ケトル

RT-001

ご使用になる前に
必ずお読みください

取扱説明書

■ 本製品を走行中に絶対使用しないでください。走行中の揺れや振動により中身が飛び、周囲を濡らし
　 たりヤケドの原因となります。 
■ 使用中及び使用後しばらくの間、本体および、蓋部が高温になりますので、 お取り扱いについてご注意
　 ください。
■ お湯をカップ等に注ぐ際は、ゆっくりと注いでください。※湯こぼれはヤケドの原因となります。
■ 加熱中は蓋の蒸気出口より高温の水蒸気が排出されますので蒸気出口付近には手や体を近づけないで
　 ください。

本製品は DC24Vコンセント専用です。形状が同じ AC100Vコンセントでは
使用できません。誤って接続した場合、製品の破損・火災の原因となります。

セット内容・各部名称

使用方法
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 製 品 仕 様 
品　     番 :RT-001    　　  

容　    量 :880 ミリリットル   

材　　質 : ステンレス         

コ ー ド 長 :1m　　           　  

消費電力:200W(24V 8.3A) 

生  産  国 : 中国                                   

サ イ ズ(mm):W183×H194×D125

本 体 重  量 :650g

湯沸し時間 :20～30分

プラグタイプ :DC24V コンセント

J A N コ ー ド :4944866902350

付　  属 　品 : フタ、 ホルダー、 電源コード、 注ぎ口

                  ドリンクホルダーアタッチメント

●お湯を沸かす

ご使用前に、本体の中を
よく洗います。
中性洗剤で本体の内外をていねいに
洗ってください。その際、細かい
キズが付かないよう、スポンジの
柔らかい部分をご使用ください。

煮沸消毒をする
一度お湯を沸かし、そのお湯は
捨ててください。

●ご使用前に
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本体に水を入れ、
フタをします。

※最大容量 (880ml) 以下の範囲でご使用くだ
　さい。  水を入れすぎると吹きこぼれる可能性
　があります。また、少なすぎると空焚き防止機能
　により正常に作動しない原因となります。
※平らな安定した場所に置いて使用してください。
※電源ソケットを装着した状態で水を注がないで 
    ください。
※水を入れる際、ソケット差し込み口に水が
　入らないようご注意ください。
※レトルト食品を入れる場合、水の量を調節
　してください。

本体に電源ソケットを差し込み、
車両側ソケットをDC24V
コンセントに差し込んでください。
※本体に電源スイッチはありません。
     ソケットを差し込むとすぐに通電します。
※濡れた手で電源に触らないようご注意ください。

沸騰したら電源を
抜いてください。

1 3

お手入れ方法

使用方法

②

初めて使用する場合や長時間使用しなかった場合は下記作業を行ってください。初めて使用する場合や長時間使用しなかった場合は下記作業を行ってください。
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沸騰までの目安

約20～30分

中性洗剤を使い、スポンジの柔らかい部分で
洗ってください。
よく洗った後は、水気をよく拭きとり、
よく乾かしてください。
※ 金たわしやスチールウール系のたわしを使っても性能には何も問題はありませんが、
      細かなキズをつけないようにスポンジの使用をお勧めします。
※ シンナー・ベンジン・灯油などの有機溶剤、研磨剤入り洗剤の使用はおやめください。
※ 故障の原因になりますので、防滴キャップを必ずつけた状態で行ってください。
※ 万が一、ケーブル差し込み口が濡れた場合は、水気をよく切り、内部をよく乾燥させてください。
※ 洗浄・乾燥させる際には、食器洗浄機や乾燥機には入れないでください。
※ 洗浄時には防滴キャップをはめ、水が入らないようにしてください。

必ず電源ソケットを抜いて、本体が冷めるのを待ってから作業してください。

白い斑点は水に含まれる成分（カルシウム、マグネシウム等）が白く変化した
ものです。また、青紫（虹色）の変色はステンレス表面の酸化被膜が変色した
ものです。
どちらも付着しても衛生上問題はありません。

キレイに水気を拭き取り、よく乾かし直射日光を避け、湿気のない場所で
保管してください。

保管方法

ホルダーにアタッチメントを
入れます。

凹凸を合わせて
はめ込みます。

本体にはめ込み、
ドリンクホルダーに
装着します。

ヒューズ交換方法

ドリンクホルダーアタッチメント使用方法

ホルダー使用方法注ぎ口使用方法

回してはめこむ

しっかりはめこむ

使用方法（続き）

電源について容量目盛の目安容量目盛の目安

本体のフチにしっかりと挟み込みます。
※絶対にこぼれないというわけではありません。注ぐ際は
　十分に気を付けてください。
※装着時、金属面に肌が触れないようご注意ください。
※装着したままフタを閉めることはできません。

ホルダーをしっかりはめこみます。
通常使用時は、常にこの状態であることをお勧めします。

880ml
740ml
600ml
420ml
280ml
120ml

880ml
740ml
600ml
420ml
280ml
120ml

※アタッチメントを装着する際は、装着後に使用してください。高温時または中身が入った状態で脱着しないで
　ください。
※車輌のドリンクホルダーに装着して使用する際は、中身が空の状態でドリンクホルダーに装着し、しっかり固定
　されるかを確認してからご使用ください。
※ドリンクホルダーにしっかりと固定できない場合はご使用を中止してください。熱湯が入った状態でドリンクホルダー
    から外れた場合、ケガ、ヤケド、車両の破損、汚損などの恐れがありますので、くれぐれも注意してください。

注意

フ タ

セット内容・各部名称

ソケット差し込み口ソケット差し込み口
防滴キャップ防滴キャップ

注ぎ口（着脱式）

※フタは取り外し式です。　必ず蒸気口がハンドルから
    離れた位置になるようにして開け閉めしてください。
※フタを開ける際には、蒸気口から出る水蒸気や
    熱された部分に十分注意してください。

電源コード（24V車専用） ホルダー
ドリンクホルダー
アタッチメント

防滴キャップを外して使います。
※洗浄時には必ず防滴キャップをはめてください。

車両側ソケット
（ヒューズ内蔵）本体側ソケット

カップなどに水分を
注ぐ際、装着すると
水がこぼれにくくなります。

電源ON: 緑点灯
逆接続 : 赤点灯
電源ON: 緑点灯
逆接続 : 赤点灯

通電確認ランプ通電確認ランプ

通電確認ランプ通電確認ランプ

本   体

蒸気口

ハンドル

つまみ

②

①

通電の際は緑色に点灯します。
逆接続の場合は赤色に点灯します
ので、その際は車両側ソケットを
差しなおしてください。

通電の際は緑色に点灯します。
逆接続の場合は赤色に点灯します
ので、その際は車両側ソケットを
差しなおしてください。

白斑・虹色の模様
の場合

本製品は 24V車両専用です。
電源の形状が家庭用コンセント
(100V)と同じですが、絶対に使用
しないでください。

ヒューズは車両側ソケットのフタを
スライドして交換してください。

①
②

    250V×10A
    横幅 10mm

※水量・水温・外気温により
　異なります。

必ずはめる

防滴キャップ防滴キャップ

このような時

本体が作動しない、
または沸騰前に
止まってしまう

故障かなと思ったら

原  　　 因

電源ソケットが正しくささっていない。

沸騰直後は、電源を自動的に切るための
センサーが作動しているため、電源
スイッチが入らない。

電源ソケット内部ヒューズ切れ

安全装置が作動して、ヒーター部への
通電が自動的に切れた。

対　処　法

電源ソケットを確実に差し込んで
ください。

本体が冷めるまでしばらく待って
から、電源スイッチを入れてください。

ヒューズを確認し、切れていた場合は
交換してください。

本体から電源ソケットを外し、
冷ましてからご使用ください。

ヒューズの仕様

①
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保証規定

１．保証期間
製品の購入日より6ヶ月となります。
本書および購入証明書（販売店のレシート）を
もって保証の適用とさせて頂きますので大切に
保管いただきますようお願い致します。

２．無償修理既定
取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に
従った正常な使用のもとで保証期間中に故障が
発生した場合に無償修理対応を致します。
保証の対象は製品単体及び製品の付属品までと
なります。
保証期間内であっても以下の項目に該当する
場合は保証対象外になります。
■本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び 
    注意事項に反する取扱いにより生じた故障の場合。
■お買い上げ後の落下・水没・衝撃、悪条件での 
   放置など不適当なお取扱いによって生じた故障 
    の場合。
■弊社以外で分解・改造・調整・部品交換がされた  
   場合。
■火災・地震・水害・落雷・その他の天災や異常  
    電圧等による故障・破損の場合。
■本書および購入証明書の提示がない場合。
■譲渡品、転売品、中古品（オークション購入等を含む）
　の場合。

３．無償修理お申し込み方法
保証期間内に無償修理を受けられる場合は、本書
および購入証明書を製品に添えて、ご購入いただいた
販売店にご依頼ください。

４．輸送にかかる費用
修理にかかる輸送費用について、弊社まで及び販売店
窓口までの費用はお客様にご負担いただいております。
弊社からお客様もしくは販売店窓口までの返却費用は、
弊社が負担申し上げます。

５．免責事項
本製品の故障や障害、その使用によって生じた直接
的・間接的な損害、金銭的損害につき、弊社は一切
責任を負いません。

※ご注意※
万一、弊社の製造上の原因による故障が生じた
場合、保証規定に基づき無償修理、交換を
致します。

弊社では、お客様の個人情報を本製品の保証以外の目的で使用することはございません。

〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-31-7 7F

TEL 03-5875-4601
FAX 03-5875-4607　ＳＦＪ株式会社

お問い合わせ先

品番　RT-001

お買い上げ日

お名前

ご住所

電話番号

販売店の住所/電話番号

レシート貼り付け

この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の
故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。注意

この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の
故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。注意

使用上の注意使用上の注意
本製品はDC24Vコンセント専用です。形状が同じ AC100Vコンセントでは
使用できません。誤って接続した場合、製品の破損・火災の原因となります。

この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の
故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。注意

使用上の注意

突沸現象とは、中に食材が入った状態で急速に加熱すると局部的に沸騰し、鍋（本体）内に発生した気泡が沈殿し溜まった内容物を一気に押し上げ、
鍋フタと共に中の具も一緒に飛び散る現象です。
この現象は、常に発生するわけではありませんが、内容物の種類、量、火力の大小いくつかの条件の組み合わせが重なった場合に極く稀に発生
することがあります。ヤケドなどの原因となります。

※1  突沸現象について

食器洗浄機・乾燥機に入れない
でください。

電源は、ソケットの金属面などに
ホコリが付着している場合はよく
拭いてください。

使用しない場合は電源コードを
車両・本体より取り外してください。

電源コードのソケットを車両・本体
から外す場合、コードを持たずに
ソケット部を持って引きぬいて
ください。

電源ソケットは熱を持ちますので、
ご使用直後はご注意ください。 

直射日光が当たる所等、高温になる
場所や湿度の高い場所には保管
しないでください。

電子レンジ・オーブンでは使用
しないでください。
本体・電子レンジ・オーブンの故障や火災の
原因となります。

鍋の中に料理を保存しないで
ください。
サビや腐食の原因になります。誤った使い方や
保管方法、または使う食材などにより、ステン
レスでも錆びることがあります。 

汚れたまま長時間放っておくと
汚れが落ちにくくなります。
使用後はよく洗って乾燥させて
ください。

コード・電源ソケットを破損する
ようなことはしないでください。
キズつけたり、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、重いものを載せたり、束ねたり
しないでください。感電・ショート・火災
の原因となります。

お手入れの際は、電源ソケットを
抜いて電源を切ってください。

本体のお手入れの際は使用直後
をさけ、本体が冷めてからおこなって
ください。

使用中や使用直後に本体・フタの
熱くなった部分や蒸気口に触れたり、 
手や顔などを近づけないでください。 

本製品は最大容量 880ml です。
それ以上の容量にしたり空焚きに
ならないようご注意ください。
レトルトなどを入れる際は入れた後に水量を
調整してください。吹きこぼれ、ヤケドの恐れ
があります。 

使用中、電源ソケット・電源コードが
異常に熱くなる時は、直ちに使用を
中止してください。

コードは束ねたまま使用しないで
ください。

本製品を調理以外（沸かす・
茹でる・煮る以外）の目的として
使用しないでください。
●ガソリン・灯油等の可燃物を温めないで
　ください。　 

直火では使用できません。

空焚きはしないでください。
火災の恐れがあります。 

電源の延長コードは使用しない
でください。
製品側電源ソケットの接点部分の負担
が大きくなり、高温で電源ソケットが破
損する恐れがあります。 

沸騰後、フタの裏には蒸気に
よる熱い水滴が付着しています。
フタを開ける際は、ヤケド等に
十分注意してください。 

油を使った調理や無水調理など
はしないでください。

お湯などの中身を注ぐ際は
急な角度で注がないでください。 

電源ソケットは根本まで確実に
差し込んでご使用ください。  

食材の直入れでの温め直しの際は、
お玉などでよくかきまぜながら
加熱してください。
使用条件によって、まれに突沸現象
が起こる可能性があります。

フタを置く時にはつまみを下にして
ください。
熱いフタを平らなところに伏せた状態に置くと
取れなくなることがあります。 
 

フタを勢いよく開け閉めしないで
ください。
お湯が吹きこぼれ、やけどの恐れがあります。
また、傾けたり、ゆすったり、取っ手以外
を持って移動したりしないでください。 

加熱中、加熱直後はフタを開けたり、
差し水をしたりしないでください。
お湯が飛び散ったり、高温の蒸気による
ヤケドの原因になります。

本製品は、安定した平らな
場所にてご使用ください。 

※1

本製品をご使用前に、ハンドル
やフタのつまみの取付に破損や
がたつきなどがないか、安全を
確認してからご使用ください。  

本製品を走行中に
絶対使用しないでください。
走行中の揺れや振動により中身が
飛び、周囲を濡らしたりヤケドの原因
となります。 

絶対に分解したり修理・改造は
行わないでください。

濡れた手で電源ソケットを触ったり、
電源の抜き差しはしないでください。
感電の恐れがあります。  

使用中及び使用後しばらくの間、
本体および、蓋部が高温になります
ので、 お取り扱いについてご注意
ください。

電源コネクタ部分に金属を接触
させないでください。
感電やショートの原因となります。

防滴キャップは完全防水では
ありません。
キャップをしている状態でも本体のハンドル
を水に浸さないでください。

本製品を洗う際は、防滴キャップを
必ず閉めてください。 

本製品はお車のエンジンを
かけた状態でご使用ください。 
バッテリー上がりの原因となります。
その際、閉鎖された空間（車庫内）
などでは、換気に十分ご留意いただき、
排気ガスにご注意ください。 

小さい子供だけで使用したり、
幼児やペットの手の届くところで
保管・使用しないでください。

本製品に保温機能は
ついていません。
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