
このたびは、弊社のデジタルキツチンスケールをお買い

上げいただき、まことにありがとうございます。ご
｀
使用に

なる前に、本取扱説明書をお読みになり正しくご使用くだ

さい。

お読みになつたあとは、大切に保管してください。

●安全上のご注意 <必ずお守 りください>
下記の記載事項は、お使いになる人およびまわ りの

人への危害や物的損失を未然に防止するための重要な

内容です。必ずお守 りください。

⑤ 禁止 (してはいけないこと)を示 します。

◎ 指定する行為の強制 (指示)を示 します。

正しく取 り扱われなかつた場合、人が障害を

△ 注注意
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るこか
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としてや取引および言正明には

本製品は業務用 としての機能は備えてお りません。

③ 本製品は調理用です。それ以外の用途では使用 しないで

ください。
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入れないでください。ケガをする恐れがあります。

また、故障の原因になります。
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その際に、計量皿に負荷をかけない状態で保管 して
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際は、お住まいの自治体の指示に

お手入れ方法

お手入れの際は、水に濡らし、かたく絞つたやわらかい布を

ご使用 ください。特に汚れがひどいときは、食器用中性洗剤を

つけたやわらかい布をかたく絞つてふいた後に、水で濡らし

かたく絞つたやわらかい布でふいてください。

シンナー、アルコールやベンジン等は使用 しないで ください◇

月去陪5(4か所 )

ご使用前に
触陪βにほこり
など異物を取り
除いてご使用
ください。

●製品仕様

測定結果を

表示します。

電池ボックス

電池は必ず
+を上にしノて
セットして
ください。

(CR2032× 1イ固)

商品名 デジタルキッチンスケール

製品名 家庭用はかリー調理用はか り

DC3.0∨ (ボタン電池CR2032× 1個 )

安定所要時間 約 3秒

フヽルヽ :ABS濯討月旨

生産国

本製品は、ご家庭で使用されるために作られたものです。

品物などの売買取引や公にその物の重さを証明する場合には

使用 しないで下さい。

・
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計量範囲 保証制度範囲

2gから500gまで ±2g

計量するもの
をのせます。

風袋引きボタン

計量に使用する
容器の重さを
差し弓|く ときに
使用します。

電源の入・切を
おこないます。

表示部

ｘ
／
‐
熙

型番 /商品番号 CS-00 111VT/07-4093

最大表示(ひ よう量) 2000g

最小表示単位 (目 量 ) 19

オー トパワーオフ 約 4分 30秒

電池の取 り扱いについて

●万一、電池の液が目に入つたときは、すぐに多量のきれい

な水で洗い流 し、医師の診察・治療を受けて ください。

●万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに

多量のきれいな水で洗い流 してください。

●電池の極1生 (十 ・―)を正 しくセツ トしてください。

●必ず指定の電池 (CR2032)を使用 して ください。

●電池交換の際は、必ず新品の電池と交換 して ください。

●長期間 (80日 以上)使用 しない場合は、電池を取 り

外 して保管して ください。

●電池を火中に入れたり、加熱、水没 しないで ください。

●廃棄する際は、お住まいの自治体の指示にしたがつて

ください。

500gを超えて2000gま で ±39



マイナス表示

表示部

風袋引き作動中

に表示されます。 計測結果が表示

されます。

ご
｀
使用方法

※初めてご
｀
使用の際は、電池をセッ トして ください。

●通常の測定方法

1.電源ボタンを押 して、電源を入れます。

2,表示部に
〃
Og″ が表示されていることを確認 し、

計量物を計量皿にのせてください。

※
″
Og〃以外が表示されたときは、

″
風袋引きボタンを

″

押 して ください。表示が
″
0〃gにな ります。

3.表示部に計量結果が表示されます。

4.計量物をおろしてから、電源ボタンを押 して電源を

切って ください。

(そのまま放置 しても約 4分 30秒後 に電源が切れます。

●風袋引きを使用 した測定方法

※風袋引きとは

はか りに風袋(容器など)の重さを覚えさせることにより

風袋(容器など)の重さをマイナス しておける機能です。

これにより正味重量 (容器の中身の重さ)だけを計量する

ことができます。

1.〃電源ボタン
″
を押 して、電源を入れます。

2.表示部に
″
Og〃 が表示されていることを確認 し、

容器だけを計量皿にのせます。

3.表示部に容器の計量結果が表示されます。

4.この状態で
″
風袋引きボタン

″
を押 します。

表示が
〃
Og〃にな り、風袋引き機能作動中を示す

〃
丁ARE″の文字が表示されます。

5.容器に計量物を入れます。

計量物のみの重さ(正味重量 )が表示されます。

※このとき、容器をおろして計量物を入れて、

再度、容器 と計量物をのせても風袋引き機能は

作動中です。

※容器をおろした際に、
〃
マイナス

〃
が表示されます。

6.計量物をおろしてから、電源ボタンを押 して電源を

切つて ください。

(そのまま放置 しても約 4分 30秒後に電源が切れます。

◆風袋引き使用時のご
｀
注意

本製品の最大計量は2000gです。

容器 と計量物の重量をあわせて2000gまで しか計量

できません。

<例>容器の重さ  :800g
計量物の重さ :1250g

合言十の重さ  :2050g

この場合、合計の重さが2000gを超えるので

計量できません。

電池交換の方法

①電池蓋おさえを矢 E口 の方向に

引きながら持ち上げて

電池蓋を取り外してください

③新しい電池を +極を上にして

セットしてください。

④電池蓋のツメをツメ受けに差し込んで

電池蓋を閉じてください。

=保

証規定

1 取扱説明書にしたがつて正常に使用された場合で、
お買い上げ後 6か月以内に故障した際は、

無償で交換いたします。

2 次のような場合には、保証期間内でも有償扱いになります。

①誤つたご
｀
使用または取り扱いによる故障または損傷。

②保管上の不備、お買い上げ後の落下などによる衝撃、

およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。

③不適切な修理改造および分解による故障または損傷。

④火災、地震、水害、落雷、その他の天変地変、指定外の電源

の使用などによる故障または損傷。

⑤保証書の提示がない場合。

⑥保証書にお買い上げ年月日、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。

②ご使用後の外装面部品の傷、破損。

3 保証書は再発行いたしません。紛失しないように大切に保管

してください。

4 電池は保証対象外になります。

5.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

保証をお約束するものです。この保証書によつて保証書を

発行している者 (保証責任者)、 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。

6 本保証は日本国内においてのみ有効で、日本国の法令の定める

ところに従います。

7.お客様にご記入いただいた保証書の控えは、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記載内容を

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。

8 お買い上げ店または弊社にど
｀
持参していただくに際しての

諸費用は、お客様にご負担願います。

デジタリレキッチンスケール 商品番号 :07-4093
裂」7彗   :CS-001N/VT

お客様お氏名

お客様ご住所

電言舌

保障期間

購入日から6カ月

販売店

ご購入日   年  月  日

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

● フ リーダイヤル (無 料)● 携帯電話 公衆電話からは

0120¨ 963¨ 006048‐992… 2735
話
付

電
受

平日 9100～ 17130 土曜 9:00～ 17:OO
X日 曜 祝日及び年末年始は除きます

◎ 閲 NK株 式会社 オーム電機

〒342-8502埼 玉県吉川市旭 3‐ 8

http:〃 www ohm― electric co ip


