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この度は「ROOMMATE   プロフェッショナルわたあめ製造機あめ deシェフ」をお買上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には、必ず取扱
説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。
本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。
またこの取扱説明書は、一度お読みになった後も必要時にいつでもご確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管
してください。
製品改良のため予告なくデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

屋内用



安全上のご注意

修理技術者以外の人は絶対に改造・分
解・修理を行わない
●感電や発火・けがの恐れがあります。分解禁止

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載
しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

警告 人が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。

人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が
想定される内容を示します。注意

絵表示の例
記号は、「禁止」( しないでください )
を示します。

記号は、「強制」( 必ずしてください )
を示します。

安全にご使用いただくために
①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対に
おやめください。
②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

警　告

※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。

禁　止

本体を丸洗いしたり、水に浸けたり水を
かけたりしない
●感電やけがの原因になります。

禁　止

わたあめの調理以外に使用しない
●感電や火災・けがの原因になります。

踏んだり、乗ったり、投げたり、落とし
たりしない
●けがや故障・火災の原因になります。

使用中は製品を持ち上げたり、振ったり
逆さまにしたり、移動したりしない
●けがの恐れがあります。
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使用前に、製品に破損がないか確認する
●火災や感電・けがの恐れがあります。

本製品を未成年が使用したり、幼児の手
の届くところに置かない
●けがや事故の原因になります。

本体内部に砂糖 ( ザラメ ) 以外の水や油、
異物を入れない
●火災や感電の恐れがあります。

業務用途としてや、長時間連続して使用
しない
●過負荷による故障の原因となり、火災や感電の
原因になります。

子供が使用する場合には、常に保護者に
よる監督を行う
●けがや事故の原因になります。

本製品は国内専用の一般家庭用です
交流 100V   50/60Hz  15A の電源以外、
使用しない
●破損及び火災の原因になります。

たこ足配線をしない
( エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きい電力
を使う機器と併用してコンセントや配線器具の定
格を超える使い方はしない )
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火
の原因になるとともに接続している機器の損傷
の恐れがあります。

使用時以外は、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
コードを持たず必ず電源プラグ部分を
持って引き抜く
●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災
・発火の原因になります。

プラグを抜く

電源コードを持って製品を引っ張ったり、
持ち上げたりしない
●コードが破損し、火災の原因になります。

水や異物が内部に入ったら、すぐ電源
スイッチを切り、電源コードのプラグを
コンセントから抜く
●火災や感電・けがの恐れがあります。



不安定な場所や湿度が高い場所、温度が
高い場所に置かない
●転落や転倒・感電・火災の恐れがあります。
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落下や衝撃により破損したら、使用しない
●感電やけが・火災の原因になります。

禁　止

注　意
使用中は本体を上からのぞき込まない
●けがややけどの原因になります。

警　告

必ず守る

電源コードが異常に熱くなる時は、使用
を中止する
●ショートによる発火の恐れがあります。

電源プラグに付いたゴミやほこりは、定
期的に乾いた布で取り除く
●発火の恐れがあります。

必ず守る

異常 ( 異音・異臭・焦げ臭い・動かない
ビリビリと電気を感じる・コードを動か
すと通電したりしなかったりするなど )
がある時には直ちに電源プラグをコンセ
ントから抜き、使用を中止する
●異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電や
けがに至る恐れがあります。
※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。

禁　止

本体内部に手を近づけない
●やけどや感電・けがの恐れがあります。特に
使用中は本体内部が高温になりますから、手を
入れたり、のぞき込んだりしないでください。

使用中や使用直後は本体内部が高温に
なりますので絶対に触れない
●やけどけがの恐れがあります。使用後に残った
砂糖 ( ザラメ ) やわたあめを取り出す際は、本
体が冷めてから取り除いてください。

高温注意

決められた分量以上の砂糖 ( ザラメ )
を入れない
●故障の原因となり、火災や感電の危険がありま
す。

禁　止

乳幼児や感覚や行動に不自由のある方の
手の届くところに置かない
●けがややけどの恐れがあります。じゅうたんや畳、テーブルクロスなどの

可燃性が高いものや、ガラスやプラス
チックなどの耐熱性の低いものの上に
置いて使用しない
●火災の恐れがあります。

使用中は本体を移動しない
●けがややけどの原因になります。

使用後のお手入れや持ち運びは、本体の
粗熱がとれてから、行う
●けがややけどの原因になります。

使用中は本体をふきんやタオルで覆った
状態にしない
●故障や火災・感電の原因になります。

使用後は必ずお手入れをする
●砂糖 (ザラメ )やわたあめの残りが残っていると、
雑菌が繁殖したり、火災の危険があります。

●温度差の激しいところに設置すると、結露が起こる場合があります。結露が起こると、正常に動作
せず、故障の原因になります。結露が起こった場合は、結露が乾いてから使用してください。
●使用する砂糖は、ザラメ ( 白双糖やわたあめザラメ ) を推奨します。砂糖 ( ザラメ ) の種類によって
は、うまく調理できない場合があります。

使用上のお願い

濡れ手禁止

濡れた手で電源コードのプラグに触れない
●感電の恐れがあります。
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各部のなまえ

カバー回転皿
加熱部

本体

電源コード

電源プラグ

スプーン

電源スイッチ
(パイロットランプ付き )

電源スイッチが
切の場合

電源スイッチが
入の場合
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ご使用方法
ご使用前に
●箱から取り出し、梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り除いてください。
●カバーと回転皿は清掃してからご使用ください。

１．準備します。
カバーを本体にセットします

①カバーを本体にセットします ②ロックするまで反時計回りに回します

ロック

２．付属しているスプーンで砂糖 (ザラメ )を回転皿にゆっくり入れます。一度に調理できる砂糖 (ザラメ )
　　の最大量は付属スプーンすりきり１杯が目安となります。すりきり１杯で約1個のわたあめを作ること
　　ができます。

注意
回転皿の中に砂糖 ( ザラメ ) 以外は
入れないでください。調味料や水・
油などを入れると故障や火災の原因
になります。

３．電源プラグをコンセントに差し込みます。

４．電源スイッチを入にして、運転を開始します。

電源スイッチが
入の場合
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５．運転開始後、回転皿が回り、3~4分位回転すると、回転皿の周辺からわたあめが出てくるので、割り箸
　　などで回しながら巻き取ります。わたあめは約4~5分位出てきます。

６．わたあめが出なくなったら、電源スイッチをオフにして、コンセントから電源プラグを抜きます。

注意
●使用中や使用後は、本体やカバーなどが高温に
なりますので、直接手で触れないで下さい。
●加熱部や回転皿は非常に熱いため、指やストロー
などの熱に弱いもので巻き取らないでください。
●溶けきらずに飛び出した砂糖 ( ザラメ ) は非常に
熱いため、直接手で触れないでください。

※カバー、回転皿は本体が冷めるまで取り外さないでください。

お手入れ方法
●電源プラグを抜き、冷えてからお手入れをします。
●洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 ( 食器用・調理器具用 ) をご使用ください。
●スポンジ・布はやわらかいものをご使用ください。
ご注意
・シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないで
ください。

本体 ( 丸洗いできません )
●濡れた布をよく絞ってから拭き取って
ください。落ちにくい汚れは台所用中
性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸
した柔らかい布でよく絞ってから拭き
取ってください。
●乾いた布で水分を拭き取り、充分に
乾燥させます。

過熱部 ( 丸洗いできません )
●45℃位のぬるま湯にスポンジを濡らし、
しっかり絞ってから拭き取ってくださ
い。
●乾いた布で水分を拭き取り、充分に
乾燥させます。

カバー
●ぬるま湯で水洗いして
ください。
●乾いた布で水分を拭き
取り、充分に乾燥させ
ます。

回転皿
●器にお湯を入れてから
回転皿をお湯に 10 分
位浸してから水洗いし
ください。
●乾いた布で水分を拭き
取り、充分に乾燥させ
ます。

保管の仕方
●汚れをしっかり拭き取り、水気が残らないように
十分乾燥させてください。
●直射日光の当たらない、高温高湿を避けた結露し
ない場所に保管してください。
●子供や幼児の手の届かない所で保管してください。

連続使用時間は約 20分です。20 分ご使用に
なったら、一旦本体を 20分休ませてから使
用してください。

注意
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部品・消耗品について
●損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）
してください。
●お買い求めの際は製品の型名及び部品名を
ご確認のうえ、カスタマーサポートセンター
でお求めください。

部　品　名 部　品　番　号

カバー

回転皿

スプーン

EB-RM11G-1

EB-RM11G-2

EB-RM11G-26

故障かな？と思ったら
●修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。

危険 お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき お調べいただく事・なおしかた

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
→電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。

使用中にヒーター
が切れた

わたあめが出来上
がらない

回転皿が詰まっていませんか？
→回転皿をお湯で約 10分位浸し、水分を拭き取り、充分に乾燥させてからご使用ください。

電源をオンにし
ても運転しない

空運転していませんか？連続して使用していませんか？
→電源スイッチをオフにして、20 分以上本体を休ませてください。

ザラメ ( 白双糖 ) 以外の砂糖を使っていませんか？
→ザラメ (白双糖やわたあめ用ザラメ )以外のものを使用すると、わたあめが上手く出来上がらない場合
があります。

ナビダイヤル 0570-071-170

カスタマーサポートセンター

受付時間   　   10:00 ～ 17:00
( 土・日・祝日及び弊社休日は除く)

E-Mail         　  support@gmtradings.co.jp
住所　　   　   〒110-0016

東京都台東区台東 1丁目２４－１

消 費 電 力 質　　量

交流　100V　50/60Hz 約　幅 290mm×奥行 290mm×高さ 203mm

PP
使 用 環 境
温 度 範 囲

電　　源 外  形  寸  法

材　　質

500W 約　1.4kg

5℃～ 35℃ 付  属  品 スプーン、取扱説明書

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

コードの長さ 1.2m

仕　様



本書は、本書記載内容 ( 無償修理規定に基づく)で無償修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日より
下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

無償修理規定
１．上記に記載がないときは、無効となりますので必ずご確認ください。
２．取扱説明書やその他の注意書きに従った使用状態で保証期間中に故障した場合には本書記載内容に基づき、
　　無償修理させていただきます。
３．ご転居の場合やご贈答品等の修理は弊社カスタマーサポートセンターへご相談ください。
４．本書は日本国内においてのみ有効です。
５．本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
６．保証期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
(イ ) 使用上の誤り、改造や分解、不当な修理などによる故障または損傷
(ロ ) お買上げ後の移動、落下、輸送などによる故障または損傷
( ハ ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、ガス害 ( 硫化ガスなど)、異常電圧・指定

外の使用電圧等による故障または損傷
( 二 ) 一般家庭用以外 ( 例えば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載 ) に使用された場合の故障及び損傷
( 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かえられた場合
(ト ) 消耗品の交換
７．持込修理対象品の窓口までの送料はお客様の負担となります。

※お客様にご記入いただいた保証書の個人情報は保証期間内の無償修理対応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、条件のもとに無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によっ
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、お買上げの販売店もしくは弊社カ
スタマーサービスセンターにお問い合わせください。

保　証　書 ( 持込修理 )
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品　名 品番

保証期間 本体お買上げ日より1年間※お買上げ日

ご住所：〒 -

住所・店名

EB-RM11G

年　　　月　　　日

発売元
株式会社　イーバランス
〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-23-4 ルート東日本橋ビル 3F

ご販売店へ　※印欄は必ずご記入してお渡しください。（販売店様印がない場合は領収書などを貼ってください。）

お名前

お
客
様

電話 (                )

販
売
店

電話 (                )

ROOMMATE　
プロフェッショナル
わたあめ製造機あめ deシェフ




