ソリストースター スチール
ポップアップトースター
品番：SK8002
家庭用

取扱説明書
保証書付（裏表紙）

この度はソリストースター スチールをお買い上げい
ただき、誠にありがとうございます。取扱説明書（本
書）をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
•「安全上のご注意」をご使用前に必ずお読みください。
• 保証書は「お買上げ日、販売店名」などの記入をご
確認の上、大切に保管してください。
• 本書は保管していただき、機器をお譲りになる際
にはあわせてお渡しください。
• 本書は、ソリスジャパン株式会社ウェブサイトで
もご覧になれます。
http://www.solis.co.jp/
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安全上のご注意
安全にご使用いただくために、この「安全上のご注意」をよくお読みください。
安全上のご注意は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡
または重傷を負う可能性が
想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が
傷害を負う可能性や物的損
害の発生が想定される内容
を示します。

警告
子供や本機を安全に使用できな
い人が使う場合は、必ず以下の
ことを守る

誤った使いかたをすると、感電・怪
我・火傷の原因になります。
• 監督や指導の下で使う
• 監督や指導の下であっても、おも
ちゃとして使わせない

■■ 図記号の例
安全上のご注意

記号は「してはいけないこと（禁止）」の
内容をお知らせするものです。

注意

記号は「しなければならないこと（強制）
」
の内容をお知らせするものです。

使用前に機器・コード・プラグ
に異常がないか確認する

ご使用前

警告
コンセントや配線器具の定格を
超える使用はしない

感電・怪我・火傷の原因になります。
• 必ず交流100V で使用する
• 延長コードや電源タップを使用し
ない
漏電ブレーカー（最大30mA の公称
断層電流）の使用を推奨いたします。
お近くの電気店へご相談ください。

機器の破損、コードやプラグの破損、
その他の異常が見られた場合には、
感電・怪我・火傷の原因になります
ので、使用を中止し、ソリスリペア
センターまたはソリスお客様相談室
にご連絡ください。ご自身での修理
は絶対にお止めください。

電源プラグ／コンセント

警告
電源コードに以下のことをしない

感電・ショート・火災の原因になり
ます。
• 傷つけない、無理に曲げない、ね
じらない、引っ張らない
• 重いものをのせない、熱いものに
近づけない、はさみ込まない
• 加工しない、束ねたまま使用しな
い

幼児の手の届くところで使用し
ない、また幼児の手の届くとこ
ろに保管しない

感電・怪我・火傷の原因になります。
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警告

ご使用に際して

以下の使いかたを守る

警告

誤った使いかたをすると、火災や感
電の原因になります。
• 電源プラグをコンセントに差す前に、
電源コードを完全に伸ばす
• 電源プラグは根元まで確実に差し
込む
• 傷んだプラグやゆるんだコンセン
トは使用しない
• 使用後は、必ず電源プラグをコン
セントから抜く
• 電源プラグを抜くときは、電源コー
ドを引っ張らずに電源プラグを
持って抜き、コード巻き付け収納
に収納する
• 機器の使用中に電源プラグを抜か
ない

水などの液体に濡らさない

濡れた手で使用しない

濡れた手で使用したり、電源プラグ
の抜き差しをしたりしないでください。
ショート・感電・故障の原因になり
ます。

電源コードや電源プラグが異常
に熱くなっている場合は、直ち
に使用を中止する

直ちに電源を切り、電源プラグをコ
ンセントから抜いて、ソリスリペア
センターまたはソリスお客様相談室
にご連絡ください。

燃えやすいものに近づけない

電源プラグにほこり等がたまると、
湿気などで絶縁不良となり、火災の
原因になります。電源プラグを抜き、
定期的に乾いた布で拭いてください。

火災の原因になります。
• 壁、燃えやすい布、ブラインド、カー
テンなどの近くに置かない
• 本機を可燃性の家具（戸棚など）の
上に置かない
• 本機の上部には十分な空間を取り、
空気が循環できる環境で使用する
• 使用中は布などで覆わない

電源コードが破損した場合は

使用中に本機の側を離れない

定期的に清掃する

ソリスリペアセンターまたはソリス
お客様相談室にご連絡の上、修理を
ご依頼ください。

パンがひっかかるなどした場合に燃
え出すおそれがあり、火災の原因に
なります。

本機に一切の分解および改造を
しない

火災・感電・故障の原因になります。
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安全上のご注意

感電・ショート・故障の原因になり
ます。
• 機器・電源コード・電源プラグを
液体につけたり、液体をかけたり
しない
• 液体がかかりやすいところやその
近くに置かない
万一濡れた場合は、直ちに乾いたゴ
ム手袋をはめて電源プラグを抜いて
ください。その後、ソリスリペアセ
ンターまたはソリスお客様相談室に
ご連絡ください。

注意

注意

金属製のスポンジなどで掃除を
しない

• パン投入口など本機の内部に刃物
や尖った物を入れない
• パン投入口など本機の内部に金属
製のものを入れない
• リモコン、外部タイマー、タイマー
スイッチ等を使用しない
• 本機は家庭用の機器である。業務
用として使用しない

スポンジの金属片が本体の内部に入
り込むと、感電の原因になります。

具が挟んであるパンや、バターや
ジャム等を塗ったパンを焼かない
感電や火災の恐れがあります。

温める目的でパン、特にペストリー
をパン投入口の上に置かない

パンくずトレイは正しく使用する

安全上のご注意

本機の底にパンくずがたまると、火
災の原因になります。
• パンくずトレイは必ず付けて使用
する
• 定期的にパンくずトレイを掃除す
る

空気の循環ができず、故障の原因に
なります。

横や斜めになった状態で使用しない
熱源が他に移り、火災の原因になり
ます。

使用中および使用直後に、本体上部、
特にパン投入口の周辺に触らない

ご使用上の注意

火傷や感電の原因になります。必要
なときは、外側の熱くない部分のみ
触るようにしてください。

• 本機は食パン、クランペット、ベーグル、
イングリッシュマフィン等の専用です。
他の食べ物には使用しないでください。
• 本機の異常や初期不良があった場合や、
本機を落とした場合には、直ちに電源プ
ラグをコンセントから抜いて、ソリスリ
ペアセンターまたはソリスお客様相談室
にご連絡ください。
• 屋外や移動中の自動車や船の中で使用し
ないでください。また、火、水、および
熱源の近くを避け、耐熱性のある安定し
た平らなテーブル等で使用してください。
• 本機の部品の着脱やお手入れは、本機が
完全に冷めてから行ってください。
• 本機の部品や付属品は、同梱品および弊
社が推奨するものを使用してください。
それ以外を使用すると、機器の破損、火
災、感電や怪我の原因になります。
• その他、不適切なご使用は本機の保証対
象外となりますので、絶対にお止めくだ
さい。

以下の使いかたを守る

誤った使いかたをすると、本機の破
損、感電、怪我の原因になります。
• 使用中、特に本体が熱くなってい
るときに、本機を揺らしたり動か
したり持ち上げたりしない
• パン投入口など本機の内部に手を
入れない
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各部の名称
本体
パン投入口

投入口ふた

スタートレバー
（p.6）
ボタン部
（p.6）

定格ラベル
（底面）

はがさないで
ください。

パンくずトレイ
取り出すときは

軽く
押し込む

コード巻き付け収納
（p.11）

その他の付属物

• 取扱説明書 ( 本書 )
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パンを焼くときは、必ずパンくず
トレイを本体に収納してください。

各部の名称

本機を保管するときなど使
用しないときに、パン投入
口にほこりが入らないよう
に載せます。

ボタン部
［キャンセル］
ボタン

• 焼きを途中で止める
ときに押します。
• 焼いている間、青く
点灯します。

［解凍 & 焼き］
ボタン

［あたため］
ボタン

• 一度焼いたパンを温めるときに • 冷凍したパンを解凍しな
がら焼くときに押します。
押します。
• 温めている間、青く点灯します。 • 解凍 & 焼きしている間、
青く点灯します。

各部の名称

焼き色調整ダイアル

焼き加減を調整します。
焼き加減 浅い
焼き色 薄い

焼き加減 深い
焼き色 濃い

こんなパンは、小さめの数字で
焼いてください。
• ふわふわなパン
• 時間がたって乾燥気味のパン

スタートレバー
レバーが止まるまで押し下げると、焼き始
めます。
焼き上がると、自動でポップアップします。
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最初にお使いになる前に
本体を拭く

空焼きをする
初めて使用するときは、薄い煙や匂いなど
が出ることがありますので、パンを焼く前
に空焼きすることをおすすめします。

❶ 本体を湿らせた柔らかい布で拭いた
あと、乾いた柔らかい布で水気を拭
き取る

❶ パンくずトレイが本体に収まってい

❷ 電源コードを底面の外向きのホル

ることを確認する

ダーに通して外に出す
外向きのホルダー

電源コード

パンくずトレイ

❷ 焼き色調節ダイアルを「6」にする
❸ 耐熱性のある乾いた平らなテーブル

❹ スタートレバーを止まるまで押し下

等に、本機を設置する

げる

• 空焼きが始まります。
• 薄い煙や匂いなどが出ることがありま
すが、正常な現象でありまったく問題
ありません。十分に換気をしてご使用
ください。
• 空焼きが終了すると、スタートレバー
がポップアップします。
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最初にお使いになる前に

❸ 電源プラグをコンセントにつなぐ

パンを焼く
❸ 焼き色調節ダイアルで焼き加減を設

本機で焼けるパン

定する

本機は食パン、クランペット、ベーグル、
イングリッシュマフィン等の専用です。

■■ サイズの目安
2cm 以下

12cm 以下

12cm 以下

• パンの厚みや種類、お好みに合わせて
ダイアル設定します。
• 初めて焼くときは、「3」で焼いてみる
ことをお勧めします。

■■ 本機で焼けないパン

❹ スタートレバーを止まるまで押し下

• 具が挟んであるパン
• バターやジャムを塗ったパン
• 反ったり変形しているパン

げる

パンを焼く

■■ 厚いパンは薄く切って焼く

ベーグルやイングリッシュマフィンなど、厚さ
が2cm を超えるパンは、上下半分に切って焼
いてください。そのまま投入すると、重さでス
タートレバーが上がらないことがあります。

• センタリング機能が働いて、最適な位
置でパンを焼きます。
• 焼きを中止するときは、［キャンセル］
ボタンを押します。

焼く

❶ 電源プラグをコンセントにつなぐ
❷ パンをパン投入口に入れる
• 焼き上がると、パンがポップアップし
ます。
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警告

• パンを焼き上げるときに本機
の側を離れないでください。
パンがひっかかるなどした場
合に、燃え出すおそれがあり
ます。
万一、ひっかかったパンが燃
え出すなどした場合は、直ち
に［キャンセル］ボタンを押し
て焼きを中止し、電源プラグ
をコンセントから抜いてくだ
さい。トースターが完全に冷
めてから木製のしゃもじや箸
などを使ってパンを取り出し、
ソリスリペアセンターまたは
ソリスお客様相談室にご連絡
ください。

パンがひっかかって出てこないときは？

❹ スタートレバーを止まるまで押し下
げ、続いて
［あたため］ボタンを押す

• 温め終わると、パンがポップアップし
ます。
•［あたため］ボタンが点灯しないときは、
温めモードになっていません。［キャ
ンセル］ボタンを押したあと手順 ❹ を
やり直してください。

解凍しながら焼く
冷凍したパンを解凍しながらふっくらに焼
きます。
• 冷凍したパンは、焼くのに時間がかかり
ます。

電源プラグをコンセントから抜き、しゃ
もじや箸など木製の先の尖っていない
ものを使って取り出してください。
• 金属製のものを絶対にパン投入口に入
れないでください。
• パン投入口内部の熱源などを傷つけな
いように注意してください。

❶ 電源プラグをコンセントにつなぐ
❸ 焼き色調節ダイアルで焼き加減を設
定する

❹ スタートレバーを止まるまで押し下げ、

一度焼いたパンを温め直す

続いて
［解凍 & 焼き］ボタンを押す

一度焼いたあと冷めてしまったパンを、お
いしく温め直します。
• バターやジャムなどを塗ったパンは、温
め直すことはできません。

❶ 電源プラグをコンセントにつなぐ

• 焼き終わると、パンがポップアップし
ます。
•［解凍 & 焼き］ボタンが点灯しないとき
は、解凍 & 焼きモードになっていませ
ん。［キャンセル］ボタンを押したあと
手順❸をやり直してください。

❷ 温め直すパンをパン投入口に入れる
❸ 焼き色調節ダイアルで焼き加減を設
定する

• 最初は目盛りを「１」にして、様子を見
ながら調節してください。
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パンを焼く

❷ 凍ったパンをパン投入口に入れる

お手入れをする・保管をする
• パンくずトレイが汚れていたら、柔ら
かい湿った布で拭き、乾いた柔らかい
布で水分を拭き取ってください。

本機のお手入れをする
パンくずトレイや本体内部にパンくずがた
まると、火災の原因になります。ご使用後
にパンくずトレイを確認し、パンくずがた
まっていたら捨てて清掃してください。

❸ パンくずトレイを本体に収納する
■■ 本体を掃除する

• アルカリ性等の強い洗剤を使用しな
いでください。
警告 • 金属製のスポンジなどで掃除をしな
いでください。スポンジの金属片が
本体の内部に入り込んで熱線等に接
触すると、感電の原因になります。

❶ 電源プラグをコンセントから抜く
❷ ゴミ箱の上などで逆さにして軽く振
る

• ひっかかっていたパンくずが落ちるま
で振ります。

❸ 柔らかい湿った布で拭き、乾いた柔

パンくずトレイは食器洗い機に対応し
ていません。

らかい布で水分を拭き取る

本機を保管する

■■ パンくずトレイを掃除する

• ご使用のあとは、電源プラグをコンセン
トから抜いて保管してください。
• 完全に冷めた状態で保管してください。
• パンくずや使用時の汚れは清掃してから
保管してください。また洗浄時の水気は
残さないでください。
• 垂直に立てた状態で乾燥した場所に保管
してください。お買い上げ時の梱包での
保管をお勧めします。
• 本機の上に物を置かないでください。
• 本機を保管するときは、パン投入口にほ
こりが入らないように投入口ふたを載せ
ることをおすすめします。必ず本機が完
全に冷めた状態で載せてください。

❶ 電源プラグをコンセントから抜く
• 本機の温度が下がるまでお待ちくださ
い。

❷ パンくずトレイを本体から取り外し、
お手入れをする・保管をする

パンくずを捨てる
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■■ 電源コードを収納する

本体底面のコード巻き付け収納に電源コー
ドを巻きつけて、すっきり収納してください。

本体底面

コードを巻き付ける

お手入れをする・保管をする

プラグは外に出す
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故障かな？と思ったら
現象
電源が入らない

スタートレバーが上が
らない、または下がら
ない

考えられる原因

対応

電源プラグが差し込まれてい
ない、ゆるんでいる。

コンセントに確実に差し込む。

本機の不良

ソリスリペアセンターまたは
ソリスお客様相談窓口に連絡
する。

パンが大きすぎたり厚すぎた
りして、投入口にひっかかっ
ている。

本機で焼けるパン／焼けない
パンを確認する（⇒ p.8）

パンを変形しているため、投
入口にひっかかっている。
焼き色が薄い

パンの水分が少ない

焼き色調整ダイアルを小さい
数字に設定する。（⇒ p.6）

焼き色が濃い

連続して焼くと、2回目以降
は焼き色が薄くなる場合があ
る。

焼き色調整ダイアルを大きい
数字に設定する。（⇒ p.6）

凍ったパンを通常の方法で焼 冷凍されたパンを焼くときは、
いた。
［解凍＆焼き］ボタンを使用す
る。（⇒ p.6）
焼きむらができる

故障かな？と思ったら

パンが反ったり、変形したり
している。

変形したパンは使用しない。

パンの断面に凹凸がある。

断面に凹凸のあるパンは焼き
むらができることがある。

パンの中が冷たい

凍ったパンを通常の方法で焼 冷凍されたパンを焼くときは、
いた。
［解凍＆焼き］ボタンを使用す
る。（⇒ p.6）

スタートレバーを押し
下げても止まらない

電源プラグが差し込まれてい
ない、ゆるんでいる。

コンセントに確実に差し込む。

上記の対応で問題が解決しない場合は、ソリスリペアセンターまたはソリスお客様相談窓
口にご連絡ください。
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仕様・アフターサービスについて
仕様
品名

ソリストースター スチール

品番

SK8002

電源

AC100 V 50/60 Hz

消費電力

850 W

電源コードの長さ

約100 cm

サイズ（L x H x D）

16.0 cm x 19.0 cm x 28.0 cm

質量

約1.32 kg

製品の仕様は予告なしに変更になる場合があります。

仕様・アフターサービスについて
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アフターサービスについて
■■ 修理を依頼されるとき

本機に異常が発生したときは、直ちにご使用を中止して、p.13「故障かな？と思ったら」
をご確認の上、対応をお試しください。それでも正常な状態に回復しないときは、お買上
げの販売店にご依頼ください。
保証期間中の場合
お買上げの販売店へ保証書を添えて、本機をご持参ください。
保証期間を過ぎている場合
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希
望により有料にて修理いたします。
補修用性能部品の保有期間
当該製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
ソリスお客様相談窓口
電話

：03-6420-3053

Fax

：03-6420-0866

受付時間：9：30 ～ 17：30（平日のみ）
ソリスジャパン株式会社
〒153-0064

東京都目黒区下目黒2-18-3 目黒第一花谷ビル501

修理についてのご質問
ソリスリペアセンター
仕様・アフターサービスについて

電話

：049-281-2712

Fax

：049-281-1974

受付時間：9：30 ～ 17：00（平日のみ）
〒350-0269

埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3
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ソリストースター スチール 保証書
本書は明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。（無料修理規
定に該当する商品のみ）

品番：SK8002
保証期間：お買い上げ年月日より1年間
保証対象：本体
お買い上げ日：
お客様

年

ご芳名
ご住所（〒

月

日
様

）

お電話
販売店

住所
店名
電話

■（無料修理規定）
■

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、
商品にこの保証書を添えて、お買上げの販売店にお渡し下さい。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有料修理になります。
（イ）使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、落下など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
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を
書き換えられた場合
（ト）本書は日本国内においてのみ有効です。
（チ）本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
（リ）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修理をお約束するも
のです。（無料修理規程に該当する商品のみ）
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませ
んので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店、また
はソリスジャパン株式会社にお問い合わせ下さい。
（ヌ）補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。

