
家庭用

保証書付
このたびは、電気ケトル ミニ（CK-5KJ/RJ/WJ）をお買い上げい
ただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読
みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそば
など、いつもお手元においてご使用ください。
本取扱説明書の記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があ
ります。
本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

電気ケトル ミニ
CK-5KJ/WJ/RJ

取扱説明書
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安全上のご注意 必ずお守りください

● ご使用になる前にこの「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。

● ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載して
いますので、必ず守ってください。

● 表示と意味は次のようになっています。

※ 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。

本文中の絵表示の意味

△は、注意（警告を含
む）を示します。

は、してはいけない
「禁止」の内容です。

●は、必ず実行していた
だく「強制」の内容です。

図の中や近傍に具体的な指示／
禁止内容が表記されています。

誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷などを
負う可能性が想定される内
容を示します。

誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負ったり、物的
損害※の発生が想定される
内容を示します。
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安全上のご注意 必ずお守りください

警告
絶対に分解・修理・改造は行わない。
発火したり、異常作動をしてけがをする恐れがあります。
製品を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
感電の恐れがあります。
湯沸かし中や湯沸かし直後は蒸気が出るところに
触ったり、顔などを近づけない。
特に乳幼児には触らせないようご注意ください。

最大目盛以上の水を入れない。
湯が吹きこぼれてやけどの原因になります。
子どもを含む補助が必要な人および取り扱いに不慣れな
方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。
やけど・感電・けがの原因になります。
コンセントや配線器具の定格を超える使い方や定格
15A・交流100Vの電源以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

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、重い物を載せたり、束ねたりしない。
傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。
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。
感電・ショート・火災の原因になります。
コード・プラグの修理は修理ご相談窓口にご相談ください。

直火（ガス台や電気ヒーター）、電磁調理器（IH）、電
子レンジなどに使わない。
火災・変形・故障の原因になります。
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湯沸かし中や湯沸かし直後は以下の点に気をつける。
●	ふた開閉レバーに触らない。（湯がふきこぼれたり、蒸
気が出てやけどの原因）

●	移動させない。（湯がこぼれてやけどの原因）
●	取っ手以外の部分に触れない。（やけどの原因）
●	本体を抱きかかえたり、注ぎ口の近くに手を近づけない。
（やけどの原因）
●	湯沸かし中は、本体を転倒させないよう注意する。（湯
がこぼれてやけどの原因）

 とくに小さなお子さまのいる環境では、十分にご注意ください。
●	注ぎ口をふきんなどでふさがない。（湯が流れ出てやけ
どの原因）

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
●  傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わないでください。

子どもが本製品で遊ばないよう注意する。
思わぬ事故の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る。
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、
火災の原因になります。
●  プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電源プレート中央の接続部（金属部）にピンを差し
込んだり、ゴミを付着させない。また、乳幼児がな
めたりしないように注意する。
感電、発火の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告
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安全上のご注意 必ずお守りください

付属の電源プレート以外は使わない。また、付属の
電源プレートを他の機器に使わない。
発火、故障の原因になります。

電源プラグを抜き差しするときは電源スイッチがオフ
になっていることを確かめる。
けがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源
プラグを持つ。
けが、火災、感電の原因になります。

製品を使用していないときは、電源プラグをコンセン
トから抜く。
けが、火災、感電の原因になります。
お手入れは製品が完全に冷めてから行う。
やけどの原因になります。

熱源のそばや直射日光が当たる場所では使用しない。
本体が変形し、やけど、けがの原因になります。

湯沸かし中・沸騰直後は、取っ手以外の部分に触れない。
やけどをする恐れがあります。
本体が冷めるまでは、取っ手以外の本体表面や注ぎ口には
触れないでください。

湯沸かし中は湯を注がない。
湯が飛び散りやけどの原因になります。
湯を注ぐときは本体を急に傾けない。
湯が飛び出てやけどの原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。
火災の原因になります。

注意

壁や家具の近くでは使わない。
蒸気や熱で家具や壁を傷め、変色・変形の原因になります。
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●	本体が空の状態で使わないでください。
 故障の原因になります。
●	本体には水以外のものを入れないでください。
 熱湯、牛乳、酒、コーヒーなど水以外のものは入れないでくだ

さい。
 故障の原因になります。
●	本製品は家庭用のため、業務用として使わないでください。
 故障の原因になります。
●	屋外では使用しないでください。
 故障の原因になります。

使用上のご注意

ご使用の前に
●	初めて使用する際は、2～ 3回すすいでから、必要な量の水
を入れてください。

●	本体の注ぎ口にフィルターがとりつけられているか確認して
ください。
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各部のなまえ

● 本製品は本体と電源プレートが
セパレート式になっています。

必ず最小目盛(約150ml)以上の水を入れて使用してください。
それ以下で使用すると、本体内の安全装置が作動し、電源が
自動的に切れます。万が一、安全装置が作動してしまった場合
は電源スイッチをオフの位置に戻して、本体が冷めてから使用
してください。

ふた

取っ手

注ぎ口

本体

電源プレート

フィルター

電源コード

電源プラグ

最大目盛	
（約500ml)

最小目盛	
（約150ml)

電源スイッチ

電源ランプ

ふた開閉レバー

注ぎ口に取り付
けられています。
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ふたの開け方・閉め方

ふた開閉レバーを手前に引きます。

ふたをカチッと音がするまで押し込みます。

ふたの開け方

ふたの閉め方

ふた開閉レバー
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湯を沸かす

●	本体には水以外のものを入れないでくだ
さい。

 熱湯、牛乳、酒、コーヒーなど水以外の
ものは入れないでください。

 故障の原因になります。

お願い

1

2

ふたを開け、本体に水を入れます。

最大目盛(約500ml)以上の
水は入れない。
ふきこぼれてやけどの原因に
なります。

警告

ふたを閉め、本体を電源プレートにセットします。

本体が安定したことを確認してか
ら手を離してください。

ふたが閉まっていることを確
認する。
ふたが開いたまま電源をオン
にすると、湯が流れ出てやけ
どをする恐れがあります。

注意
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湯を沸かす（続き）

電源スイッチの「 I 」側を押して、電源をオンにします。
湯沸かし中は電源ランプが点灯します。

4

●	湯が沸騰する前に電源をオフにする場合は
 電源スイッチの「  」側を押してください。

湯沸かし中や湯沸かし直後は以下の点に気をつける。
●	ふた開閉レバーに触らない。（湯がふきこぼれてやけどの原因）
●	移動させない。（湯がこぼれてやけどの原因）
●	取っ手以外の部分に触れない。（やけどの原因）
●	本体を抱きかかえたり、注ぎ口の近くに手を近づけない。（や
けどの原因）

●	湯沸かし中は、本体を転倒させないよう注意する。（湯がこ
ぼれてやけどの原因）

 とくに小さなお子さまのいる環境では、十分にご注意ください。
●	注ぎ口をふきんなどでふさがない。（湯が流れ出てやけどの原因）

警告

電源プレートの電源プラグをコンセントに差し込みます。3

電源スイッチ

電源ランプ
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■ 湯が沸いたら
湯が沸騰すると、自動的に電源がオフになり、電源ラン
プが消灯します。
電源がオフになっていることを確認してから、湯を注い
でください。

残った水は捨てて、本体を空にして
ください。
水が残ったままの状態で放置する
と、本体内部に水あかなどが付着す
る原因になります。

5 使い終わったら、本体に残った水を捨てて、 
電源プラグをコンセントから抜きます。

本体を急に傾けない。（やけどの原因）
注ぎ口から勢いよく湯が出て、やけどの原因になります。

注意
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お手入れ

シンナー、ベンジン、磨き粉、金属スポンジなどを
使用して清掃しないでください。（損傷の原因）

お願い

湿らせたやわらかな布で拭きます。

水でよくすすいでから、乾いた布で
水気を拭き取ります。

●	電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めてから
お手入れを行ってください。（感電・やけどの原因）

●	本体、電源プレートを水につけない。（感電の原因）

注意

本体外側、電源プレートのお手入れ

本体内側のお手入れ
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①	本体に水500ml、クエン酸小さじ2杯（約10g）を入れて混ぜ
ます。

②	「湯を沸かす」（8ページ）と同様の手順で沸騰させます。

③	沸騰後、約1時間放置してから水を捨てます。

④	本体の内側を水でよくすすぎます。
 水あかが残っている場合は、再度①からくり返してください。
 クエン酸のにおいが気になる場合は、水のみを本体に入れて沸

騰させ、沸かした湯は捨ててください。

水あかが目立ってきたら、以下の手順でお手入れを行ってください。

水あかの除去

フィルターのお手入れ

1

2

フィルターを取り外して
水洗いします。

乾燥後、注ぎ口に取り付けます。

フィルター
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故障かな？
お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。
次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防
止のため使用を中止し、修理ご相談窓口にご相談ください。
お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしな
いでください。

こんなとき 原因 対処のしかた

電源スイッチを押し
ても電源がオンにな
らない、または沸騰
しない

電源プラグが抜け
ている。

電源プラグをコンセントに差
し込んでください。

本体に水が入って
いない。

電源をオフにし、本体が冷
めてから水を入れてくださ
い。

水が漏れる 最大目盛以上の水
が入っている。

電源をオフにしてから、水を
減らしてください。

水 以 外 の も の が
入っている。

電源をオフにしてから、水以
外のものを出してください。

本体内部に白い斑
点や湯の中に浮遊
物がある

水のミネラル成分
によるもの。

水 あ か の 除 去（12ペ ー
ジ）をしてください。



保証とアフターサービス
必ずお読みください

本体1年間
電気ケトル ミニ
CK-5KJ/WJ/RJ

●修理は当社「修理センター」へ
●使い方・部品・ご購入などのお問い合わせは、
　当社「カスタマーサービス係」へ

保証書の規定に従って、当社修理センターが修理受付させてい
ただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご用意のう
えご連絡ください。

ご要望により有償修理させていただきます。

よくお読みのあとお買い上げ日がわかる明細書と一緒に
保管してください。

保証書（裏表紙をご覧ください）

使い方・部品・保証などのご相談窓口修理ご相談窓口
コンエアージャパン カスタマーサービス係コンエアージャパン 修理センター

受付時間：9:00～17:30受付時間：9:30～18:00
（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

0120-137-240フリーダイヤル 0120-191-270

コンエアージャパン合同会社　お客様ご相談窓口のご案内
製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

当社では本製品の補修用性能部品（商品の機能を維持す
るために必要な部品）を製造打ち切り後、最低5年間保有
しています。

補修用性能部品の保有期間

無 償 修 理 規 定
1 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
 当社修理センターにご相談ください。
2  保証期間内でも次の場合には有償修理とさせていただきます。
 （イ）ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 （口）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、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 （二） 一般家庭以外（例えば、業務用の使用、車両や船舶への搭載）に使用した場合の故障及び損傷。
 （ホ）保証書のご提示がない場合。
 （へ）お買上げ年月日、お客様名、販売店名等記入が必要と定めた事項の記入がない場合、あるいは字句が書き替えられた場合。
 （卜）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）ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
 （リ）消耗部品は無償修理の適用除外となります。
3 本書は日本国内においてのみ有効です。
4 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。
5 当社カスタマーサービス係に関しましては取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。
 ※  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償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、当社修理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は取扱説明書「保証とアフターサービス」のページをご参照ください。
 ※ This warranty is valid only in Japan.
 ※ For use only in Japan.
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仕様
品名：電気ケトル	ミニ
形名：CK-5KJ/WJ/RJ

※ 製品のデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
※ 製品の色は印刷物に比較して実際の色と少し異なる場合があります。
※ イラストは簡略して表現してあるため実際の製品と多少異なります。

IB-CK5J-01-2004

長年ご使用のケトルの点検を！

電気ケトル ミニ　保証書

本書は、お買い上げ日から左記保証期
間中に故障が発生した場合に、本書裏
面「無償修理規定」記載内容で無償修理
を行うことをお約束するものです。ご記
入いただきました個人情報の目的は本
書裏面に記載しております。詳細は本書
裏面「無償修理規定」をご参照ください。

枠内に記入のない場合は無効となりま
す。 必ず記入の有無をご確認ください。

お買い上げ日がわかる明細書等を、保
証書と一緒に保管してください。

ご
住
所

お
名
前

お買上げ日

形名：CK-5KJ/WJ/RJ

電源
消費電力

外形寸法

コードの長さ
最大使用水量

本体重量

AC 100V 50/60Hz
700W

（本体のみ）約 幅11.5cm×奥行19.0cm×高さ15.5cm
（電源プレート含む）約 幅11.5cm×奥行19.0cm×高さ17.5cm

約 0.74m（有効長）
0.5L

約 510g
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