
この度は「CUP de イリュージョン♪」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この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、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、予告なしにデザイン・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。
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●火災や感電、けがの原因になります。
※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。

修理技術者以外の人は、絶対に改造、分解、修理をおこなわない

分解禁止

警告

①取扱説明書に記載されていない方法や、一般家庭用以外(業務用など)でのご使用や、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故障していたり、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。

電源コードを束ねたり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじ
ったり、重いものをのせたり、傷付けたり、高温部に近づけた
り、加工したり、はさみ込んだりしない

●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。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流
以外では使わない

●傷んだまま使用すると感電や故障、火災の原因になります。

●感電やショート、発火の恐れがあります。
傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使わない

●感電やけがの恐れがあります。
電源プラグは、濡れた手で抜き差ししない

100V

禁止
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定格15A以上のコンセントを単独で使用する

警告

●感電ややけど、けがの原因になります。

子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用や保管は
しない　また、おもちゃとして絶対に使わせない

プレート表面に異物が付いた状態で使用しない
●異常発熱して故障の原因になります。

不安定な場所や、熱に弱い敷物 (じゅうたん・畳・ビニール
シート・樹脂など )の上や、カーテンなどの可燃物の近くでは
使わない

電源プラグのゴミやほこりは定期的に取り除く
●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

使用中電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は使用を中止する

●発熱による火災の原因になります。

●ショートによる発火の恐れがあります。

●絶縁劣化による感電･漏電火災や、けがの原因になります。

使用後 (使用時以外 )やお手入れの際は、必ずコンセントから
電源プラグを抜く

異常 (異音・異臭・焦げ臭い・動かない )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、火災や感電の原因になります。
◎お買い上げの販売店にご相談ください。

●やけどやけが、火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
●感電やショート、発火の恐れがあります。

本体に水をかけたり、 水に浸けたり丸洗いは絶対にしない
●感電やショート、故障の原因になります。

●停電復旧時のトラブル防止のためです。
停電時にはコンセントから電源プラグを抜く

禁止

必ず守る
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禁止

注意

長時間の空焼きや、落としたりぶつけたりして変形させない

調理中は本体を移動したり、持ち運んだりしない
●中身がこぼれて、やけどやけがの原因になります。

調理中や使用直後は、ハンドル以外の高温部に触れない
●やけどをする原因になります。

●事故や発火の原因になります。

壁や家具の近くで使用しない
●蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因になります。

プレートに調理物以外のものをのせて加熱しない

プレート表面に汚れを残したまま放置しない

●破裂や破損して、やけどやけが、火災の原因になります。

●汚れが落ちにくくなり、焼きむらができて調理物の風味を損ないます。

火気の近くや、水や油のかかるところでは使用しない
●火災の原因になります。

●感電の原因になります。

調理後上ぶたを開ける時は、高温の蒸気に注意する

本体のすき間にピンや異物などを差し込まない

プレート面をナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらない

●やけどやけがの原因になります。

●感電やけが、やけどの原因になります。

●コードが破損して火災の原因になります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを引っぱらずに電源プラグ
部分を持って抜く

お手入れは、本体及びプレートが十分に冷えてからおこなう

予熱・調理中は、煙やニオイに敏感な小鳥などの小動物は別の
部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回す

●フッ素樹脂加工面を傷付ける恐れがあります。

必ず守る
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この「カップケーキメーカー｣ に付属している
プレートの形状は、小さなお子様が興味を持って
触る恐れがあります。使用中は本体が熱くなり、
小さなお子様には特に危険ですので、以下の
ことに十分注意してご使用ください。

●

●小さなお子様や幼児が電源コードや電源プラグを触ったり、なめたり
　しないように十分ご注意ください。

小さなお子様には絶対に使わせないでください。

ペットや子供、幼児の手の
届く所に設置しない

●小さなお子様や幼児の手の届くところでは使わないでください。

おねがい

保護者の方へのお願い

◎一般家庭用に開発された製品です。業務用や調理以外の用途でのご使用
　は、絶対におやめください。

◎調理物が出来上がって上ぶたを開ける時は、やけどをしないように蒸気に
　十分ご注意ください。

プレートのフッ素樹脂加工を長持ちさせるために

【腐食、はがれ防止のため以下のことをお守りください】
●長時間の予熱はしないでください。

◎使用ごとに必ずお手入れをおこなってください。次回使用時にこびり
　ついた油などが蒸発して油煙、発火の原因になります。

◎本体・プレートが、完全に冷えてからお手入れしてください。

◎使用中は本体を持ち運ばないでください。

●プレートの表面に、汚れが残ったまま放置しないでください。
   特に酸(酢)や塩分(ソース･醤油･塩)などは、腐食の原因になります。

●調理物を入れたまま長時間放置しないでください。
●金属製のヘラやナイフ、フォークなど角や先端が鋭利なものは使わない
　でください。
●みがき粉、硬いたわし、金属製のたわしなどは使用しないでください。
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電源プラグ

電源コード

パイロットランプ （詳細：6ページ）

電源コードは束ねたまま
使用しない

本　体

●コードが熱くなり、故障の原因になります。

脚(底面)

脚(底面)

◎ プンラ熱加 ： 緑
縦置き収納

上ぶた
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上ハンドル

下ハンドル

上ハンドル

ストッパー

上ぶた

◎ プンラ電通 ： 赤

各部のなまえ

ストッパー

プレート



1. 最初にカップケーキの生地を準備します｡(7ページ参照）
●本体を水平な安定した場所に置きます。

使用中に｢カチッ｣という音がすることがありますが、サーモスタットの働きによる
電源切り替え（入り･切り）時の音、あるいはヒーターの膨張熱によるものです。
本体の近くに熱に弱い容器などを置かないでください。
本体を立てたままの通電は絶対にしないでください。（故障・感電の原因） 
使用中はプレートが熱くなりますので、電源コードが当たらないようにしてください。

この製品は、｢カップケーキ」を作るための物です。
他の用途または業務用としては使わないでください。
使い始めは、煙やニオイが出ることがありますが、故障ではありません。
使用回数を重ねることにより解消されます。

2. 本体を予熱します。
   ※初めて使用する時は、必ず「空焼き」を兼ねた予熱をおこなってください。

①プレートに何も入れずに上ぶたを閉じてストッパーでハンドルをロックします。
②電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。
③通電ランプ(赤)が点灯して、予熱が始まります。
④予熱が完了すると加熱ランプ(緑)が
　点灯します。
※通電ランプ(赤)は消えません。

●この製品には、高温になりすぎないように温度を調節する機能が付いています。
　そのため、調理中に加熱ランプ(緑)は点灯と消灯を繰り返します。

サーモスタットについて

このための動作音の「カチッ」や、 ヒーターやプレートの金属誇張音がしますが、異常ではありません。

■ プレートの温度が高温になった場合は、加熱ランプは[点灯]し加熱を中止します。

■ 加熱ランプ(緑)はプレートの加熱中[消灯]します。
■ 通電ランプ(赤)は通電中[点灯]します。

■ プレートの温度が下がった場合は、再び加熱ランプが[消灯]し加熱を開始します。
⇩
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ロックする

プンラ熱加 ： 緑
プンラ電通 ： 赤

予熱のしかた



ストッパー

ロックする

2. 型に材料を流し込み、ストッパーでロックします。

①最初に市販のホットケーキの素で分量通りに生地を作る。
②本体を予熱する。
③本体の上蓋を開け、プレートの上下に油、またはバターを塗る。
【注】 プレートに触れないように注意して油を塗ってください。
④カップ型に大さじ2杯を目安に生地を流し込む。
※生地の膨らみ具合を見て分量を調節してください。
⑤本体の上蓋を閉じてストッパーでロックする。
⑥ストッパーを開けて焼き上がりをチェックし、OKならば菜箸や竹串で型から外す。

材料 ●市販のホットケーキの素
●牛乳、卵

基本のカップの作り方

1. 予熱が終わったらストッパーをはずし、上ぶたを開け、やけどに注意して
      プレートの上下に油、またはバターを塗る

注意 加熱中は、本体のハンドル部分以外 (上ぶた、プレート） には触れない
→ハンドル以外は高温になり、やけどの恐れがあります。
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★8ページを参考に、クッキー生地でタルトカップ、ごはんを使ってごはんのカップ、パンを
　使ってトーストカップ、など、アイデア次第でおいしいカップがいろいろ作れます。

おいしい食べかた 市販のアイスを用意しておき、カップが熱いうちに入れて
予熱で溶け始める頃お召し上がりください。

］く焼［ たかい使



3. 約3分～5分で焼き上がります。

1時間を超えて使用する場合は、一度電源プラグをコンセントから抜いて
電源を切り、本体を冷ましてください。
本体が冷めたことを確認してから、再度電源プラグをコンセントに差し込
みご使用ください。

※焼き上がり時間は、生地の量や、調理内容、お好みの焼き加減で異なり
　ますので、中身の出来上がりを 確認しながら調整してください。

※竹串や菜箸を使って取りだしてください。

上ぶたを開く時は
必ず下ハンドルを押さえ
て開いてください。

上ぶたを開ける時は、高温の蒸気が出ます
調理物を取り出す際に、金属製のヘラやナイ
フ、フォークなど角や先端が鋭利なものは使
わない

5. 調理終了後、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。

※使用後は本体、プレートが十分冷めてからお手入れをします。

※コンセントの抜き差しをする時は、必ず電源プラグ部分
　を持っておこなってください。

※調理中は、加熱ランプは付いたり消えたりしますが異常ではありません。

4. ストッパーのロックをはずし、 上ぶたを開いて焼き上がったものを取り出します。

注意
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①市販のホットケーキの素と材料を合わせて混ぜる。
②本体を予熱する。
③本体の上蓋を開け、プレートの上下に油、またはバターを塗る。
【注】 プレートに触れないように注意して油を塗ってください。
④カップ型に大さじ2杯を目安に生地を流し込む。
※生地の膨らみ具合を見て分量を調節してください。
⑤本体の上蓋を閉じてストッパーでロックする。
⑥ストッパーを開けて焼き上がりをチェックし、OKならば菜箸や竹串で型から外す。

材料 ●市販のホットケーキの素　200g
●牛乳60cc
●溶かしバター50ｇ

タルトカップ

①本体を予熱する。
②本体の上蓋を開ける。
【注】 プレートに触れないように注意してください。
③カップ型にごはんの真ん中を少しくぼませて入れる。
④本体の上蓋を閉じてストッパーでロックする。
⑤ストッパーを外して蓋を開け、上プレートにハケでしょうゆを塗り、再度蓋をして加熱。
⑥香ばしい香りが出てきたら、完成です。

材料 ●ごはん　60g
●しょうゆ　少々　※ごま油少々を混ぜても美味しい

ごはんカップ

①耳を落とした食パンを牛乳で湿らす。
②本体を予熱する。
③本体の上蓋を開け、プレートの上下に油、またはバターを塗る。
注】 プレートに触れないように注意して油を塗ってください。
④カップ型に食パンを入れる、型からはみ出た分は中に折り込む。
⑤本体の上蓋を閉じてストッパーでロックする。
⑥ストッパーを開けて焼き上がりをチェックし、OKならば菜箸や竹串で型から外す。

材料 ●食パン8枚切り　1枚
●牛乳　大さじ1～2杯

トーストカップ
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アレンジメニュー

●できあがったカップにお好みの食材を入れてお召し上がりください。
●上記の他に、スライスチーズや餃子の皮などを使うと、ひと味違ったカップができます。



お手入れのしかた
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必ずコンセントから電源プラグ
を抜き、本体、プレート共に
完全に冷めてから
お手入れをする みがき粉・ベンジン・シンナー・漂白剤・

化学ぞうきん・金属たわし・硬いたわしなど
は使わない

→内部に水が入り、故障の原因になります。

→変色や変形の原因になります。

本体、電源プラグは水をかけたり、水に
浸けたり、丸洗いは、絶対にしない

■ 使用ごとに必ずお手入れをしてください。
　 こびりつきをそのまま放置しておくと、焼き付いて取れにくくなります。

①ぬるま湯で薄めた台所中性洗剤を柔らかい布に
   含ませ、硬く絞り汚れを拭き取る。
②洗剤を使った後は、水を含ませ硬く絞った布で
　拭き取ります。
　その後乾いた布で水気をしっかり拭き取ります。

こげつきなどを硬い刃物などを
使って落とすことはおやめください。

　定期的に乾いた柔らかい布で、ほこりやゴミを拭き取ります。

本体・プレート　水洗いはできません

水洗いはできません電源プラグ

禁止
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■ 廃棄のしかた

■ 保管のしかた
◎水気や汚れをしっかり拭き取り、袋などに入れて保管してください。
◎振動のある場所や冷暖房機のそばは避けてください。
◎直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
◎子供や幼児の手の届かない所で保管してください。

◎自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

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。

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。

調理物が焼けない

調理中加熱ランプが
ついたり消えたりする
また「カチッ」と音がする

調理物がひどく
焦げる

通電ランプ・加熱ランプ
が点灯しない

◎電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 
→電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

◎プレートのお手入れは十分ですか?　

◎温度制御をしています。故障ではありませんので
　そのままお使いください。

→プレートのお手入れをしてください。

こんな時 お調べいただくこと
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電 源
消 費 電 力
温度ヒューズ
安 全 装 置
質 量
プ レ ー ト
本 体 サ イ ズ
材 質
生 産 国

： 　AC100V　50/60Hz
： 　750W
： 　240℃
：　サーモスタット／異常過熱防止装置
：　約1.32kg
：　ヒーター一体型
：　約 (幅 )24.8x( 奥行 )24.4x( 高さ )9.8cm
：　PF樹脂、ABS樹脂、テフロンコート
：　中国

製品仕様

お問い合わせの際には、製品名･品番をご連絡ください。
TEL　　 03-5980-0900
受付時間　平日AM10:00～12:00/PM13:00～17：00
　　　　　　　　
E-Mail　　info@aitec1998.co.jp
住　所　　〒160-0023
　　　　　東京都新宿区西新宿3-5-9  ETS西新宿ビル2F

(土･日･祝日及び弊社休日は除く)

カスタマーサポートセンター
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RM-62A

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店までお預けください。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4.贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、弊社までお問い合わせください。
5.保証期間内でも次の場合には有料となります。
①使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障や損傷。
②お買い上げ後、強い力が加えられたり落下等による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
④一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
⑤本書の提示がない場合。
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
7.本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
 8.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料修理をお約束するもので、新たな商品への交換をお約束するもの
　ではありません。
※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。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、
　お買い上げの販売店及び弊社へお問い合わせください。
※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、詳しくはお買い上げの販売店又は弊社までお問い合わせください。
※この商品のスペアパーツをお客様にお届けできる期間は、製造終了後3年間までです。
　(流通在庫の関係で期間内にお届けできない場合があります｡)

販売店様へ※印欄はお買上げ日を必ずご記入の上お渡しください(販売店印が無い場合は、領収書又はレシートを貼ってください。)

販売元
〒108-0073 東京都港区三田2-7-13  TDS三田ビル6F

ダイアモンドヘッド株式会社

保証書(持込修理)
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