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●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の
商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

故障や事故防止のため、専用のブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡く
ださい。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

●電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。●こげ臭いにおいがしたり、
運転中に異常な音がする。●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用の際、このような症状はありませんか？ ご使用中止

長年ご使用の クッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。

保証書に関するお願い ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

安全に関するご注意
●電源は定格電力以上のアース付きのコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。●薄いものや底
が反っているフライパン、鍋については、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

愛情点検

揚げ物調理の際、油は炎がなくても
発火のおそれがあります。

市販の汚れ防止シートなどは
使用しないでください。

液体を加熱するときには突沸に
注意してください。

突 沸

 クッキングヒーターを安全にお使いいただくために

●市販の汚れ防止シートな
どを使用すると正しく温度
がはかれないため異常な
加熱の原因となりますので
使わないでください。

●調理中は、本体のそばから決して離れないでください。●
取扱説明書に記載の鍋を使用してください。●「揚げ物」メニ
ューを使用してください。●取扱説明書に記載されている指
定の油量を守って調理してください。●鍋はＩＨヒーターの中
央に置いてください。

●水などの液体やカレー、みそ汁、吸い物、牛乳などが突然沸と
う（突沸）して飛び散ったりすることなどがありますので食材の加
熱状態を均一にするため火力を弱めにしてよくかき混ぜてくださ
い。●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけた
り、のぞき込まないでください。

スピーディな対応！ 
確かな技術！ ユノカ長期保証制度のご案内
本当に満足のいくサービスは確かな技術力があってこそ実現できるものです。
毎日の生活に欠かせない電化製品に万が一があってもユノカの高い技術力が充実サポート。 ●保証料

※詳しい保証内容については
下記のコールセンターまで
お問い合せ・資料請求ください。

IHクッキングヒーター

7,500円（税込）
エコキュート

25,000円（税込）
電気温水器

10,000円（税込）

8年後～7年後6年後5年後4年後3年後2年後1年後［例］ご購入日

メーカー
保証

通常の
有料修理

商品購入後
申込有効期間
3ヵ月以内

【ユノカ長期保証制度とは】
ユノカ長期保証制度

安心感・快適性
8年証

保

無償修理（8年間）

延長保証

ユノカ長期保証制度とは、出荷時に定めたメーカー保証期間に加え、
保証料を別途に支払うことで保証期間を延長する仕組みです。

IH

IH クッキングヒーターの点検を！ ●  IH

ユノカオール電化製品のお問い合せは、お近くの販売代理店・営業所へどうぞ。

●このカタログ仕様は、2016 年 7月現在のものです。改良のため仕様を
変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送費・据付工事費・使用済み商品の
引き取り費用等は含まれておりません。

販売元 ●お問い合せは

GA1702 6000

●（株）キューヘン

［福 岡 地 区］福岡営業所	 〒811-3216	 福津市花見が浜2-1-1	 TEL（0940）34-3252	 FAX（0940）34-3253

［熊 本 地 区］熊本営業所	 〒862-0950	 熊本市中央区水前寺6-51-5　熊広電気ビル1F	 TEL（096）381-8511	 FAX（096）381-8517

［宮 崎 地 区］宮崎営業所	 〒880-0023	 宮崎市和知川原1-50-1	 TEL（0985）24-2665	 FAX（0985）31-6820

［鹿児島地区］鹿児島営業所	 〒892-0848	 鹿児島市平之町10-21-101	 TEL（099）295-6543	 FAX（099）295-6542

●九州電販（株）［北九州地区］	 〒800-0244	 北九州市小倉南区上貫2-2-28	 TEL（093）473-1361	 FAX（093）473-5934

●九州商工（株）［佐賀地区］	 〒849-0936	 佐賀市鍋島町大字森田102-10	 TEL（0952）31-2144	 FAX（0952）31-5824

ユノカコールセンター 〈電話受付／ 365日24時間〉

0120-9
急 で も い い

11-3
3 6 5 日

65（無料）
お問い合せ窓口における
個人情報のお取り扱い

について
当社は、お客さまからご提供いただきま
した個人情報は、お問い合せ（ご依頼）
の対応並びに製品・サービス品質の改善、
製品情報のお知らせに利用します。

スタッフによる対応時間／	9：00〜 19：00〈月〜金曜日〉
	 9：00〜 17：00〈土曜日・弊社指定休日〉

左記の時間帯以外は留守番電話
による応対となります。





日立アプライアンス調べ

注1 「快速」コースは「魚丸焼き」「肉類・野菜」「ロースト肉」「グラタ ン」「ピ ザ」「ト ー スト」メ ニ ュ ー で 設 定 で き ま す。　注2 
HT-K300XTWF（W）を使って、「快速」コースを選択したときと、 選択しないときでの調理時間と消費電力量を比較。調理には製品
に付属の「ラク旨グリル」「ラク旨オーブン」を使用。日立アプライア ンスで測定。食材の種類や量により効果には違いがあります。「快
速」コースを選択したとき（上下ヒーター同時加熱）と選択しないと き（上下ヒーター交互加熱）では仕上がりが異なります。「快速」
コースを選択したときは、選択しないときに比べ総消費電力を超え ないように、上面IHヒーターの火力制限がかかりやすくなります。
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注1 「快速」コースは「魚丸焼き」「肉・野菜」「トースト」
メニューで設定できます。　注2 HT-K9XTWF（W）を
使って、「快速」コースを選択したときと、選択しないと
きでの調理時間と消費電力量を比較。調理には製品に
付属の「ラク旨グリル」を使用。日立アプライアンスで
測定。食材の種類や量により効果には違いがあります。
「快速」コースを選択したとき（上下ヒーター同時加熱）
と選択しないとき（上下ヒーター交互加熱）では仕上が
りが異なります。「快速」コースを選択したときは、選択
しないときに比べ総消費電力を超えないように、上面
IHヒーターの火力制限がかかりやすくなります。





（HT-N50）

（HT-N40）

（HT-N40）

フジ IH フライパン DX
●材質：本体／アルミクラッド三層鋼、
　　　　内面／フッ素樹脂加工　
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

106063 20cm 	 本体価格6,000円＋消費税
●製品寸法：φ200×43㎜	●重量：0.6kg

106919 22cm 	 本体価格8,000円＋消費税
●製品寸法：φ220×45㎜　●重量：0.73kg

106100 24cm 	 本体価格9,500円＋消費税
●製品寸法：φ240×60㎜　●重量：1.09kg

106865 26cm 	本体価格11,000円＋消費税
●製品寸法：φ260×55㎜　●重量：1.1kg

フジ IH いため鍋 DX 27cm
106834 	 本体価格12,000円＋消費税
●製品寸法：φ270×72㎜　●重量：1.3kg
●材質：本体／アルミクラッド三層鋼、
　　　　内面／フッ素樹脂加工　
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

IH パン玉子焼 DX 19.5cm
106872 	 本体価格5,800円＋消費税
●製品寸法：182.5×129×30㎜	●重量：0.46kg
●材質：本体／アルミクラッド三層鋼、
　　　　内面／フッ素樹脂加工　
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

片手鍋 18cm
106049 	 本体価格6,500円＋消費税
●製品寸法：φ174×95㎜	●重量：0.98kg
●容量：2.3ℓ	●材質：特殊ステンレスNSSC180
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

パスタポット 20cm
106858 	 本体価格12,000円＋消費税
●製品寸法：φ198×205㎜	●重量：2.33kg
●容量：6.7ℓ	●材質：特殊ステンレスNSSC180
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

両手浅鍋 24cm
106117 	 本体価格8,900円＋消費税
●製品寸法：φ236.5×70㎜	●重量：1.45kg
●容量：3.0ℓ	●材質：特殊ステンレスNSSC180
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

カジュアルケトル 3.0ℓ
106971 	 本体価格6,500円＋消費税
●重量：1.17kg	●容量：3.0ℓ	
●材質：本体部／ SUS304、底部：JFE443CT
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

天ぷら鍋
K300T・K200T・K100T・K9T・K8T・J300T・J200T・
J100T・J8T・J8・F7T・F7シリーズ、HT-J7STF、HT-80FS用
HT-N50 	 本体価格2,600円＋消費税
●製品寸法：内径 220㎜	●油量：200〜 800g

HT-40 シリー ズ、HT-330S・HT-320S・HT-20HBA・
HT-20HB・HT-14HB用
HT-N40 	 本体価格2,500円＋消費税
●製品寸法：内径 220㎜	●油量：500〜 800g

セイロ 2 合炊き 24cm 用
106841 	 本体価格8,500円＋消費税
●製品寸法：φ238×127㎜	●重量：1.4kg
●材質：18-8ステンレス
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

両手鍋 20cm
106087 	 本体価格7,500円＋消費税
●製品寸法：φ198×91㎜	●重量：1.2kg
●容量：2.8ℓ	●材質：特殊ステンレスNSSC180
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

両手深鍋 
●材質：特殊ステンレスNSSC180
●クッキングヒーター用調理器具 SG認定商品

106094 20cm 	 本体価格8,000円＋消費税
●製品寸法：φ198×117㎜	●重量：1.4kg	●容量：3.4ℓ

106124 24cm 	本体価格10,500円＋消費税
●製品寸法：φ236.5×140㎜	●重量：1.9kg	●容量：5.8ℓ

※写真は 106865

※写真は HT-N50

※単品では使用できません。
エレックマスターライト・
両手深鍋 24cmと合わせ
てご使用ください。

IHクッキングヒーター専用鍋
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キッチンを、使う人にも集まる人にも快適に。安全に配慮した大火力の　　クッキングヒーター。大物調理まで楽し
縦にそろえた3つの機器のシステム化が、調理をスムーズで快適にします。また、美しく一体感あるデザインは、心地

めるビルトイン電気オーブンレンジ。そして、これらの調理機器と連動し、蒸気や煙を吸引するレンジフードファン。
よさをもたらします。「縦ライン」で使い勝手もデザインも統一されたキッチンの新しいスタイルです。
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