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はじめに

このたびは、アジャスタブル ポップアップ トースター TA-2S をお買い上げいただきまして、ありがとうござ

います。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は保証

書とともに、大切に保管してください。

ご注意
本機は日本国内専用です。交流100V以外のコンセントには接続しないでください。

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は
お取扱いや、お手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のカスタマーサポートセン

ターにご相談ください。

デバイスタイル カスタマー サポートセンター

電話 048-664-3477 
e-mail：customer.support@devicestyle.co.jp  

 

《修理品の送付先》 

デバイスタイル カスタマー サポートセンター
〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目677

修理品のお問い合わせ電話：048-664-3477

営業時間：平日午前9時～午後6時 

（土日、祝日及び長期休暇を除きます。）
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おいしいトーストを焼くコツは強火の近火で短時間に仕上げると、表面がパリッと香ばしく、中はしっとりとおい

しく焼けます。

パンの厚さに合わせてヒーターの位置を調節できます
パンの厚さが替わっても調節ノブでヒーターの位置を調節するため、常に同じ条件で焼けます。

食パン8枚切りから4枚切りまで（14 mm～32 mmまで）対応しています。

5段階の焼き色調節機能で、お好みの焼き色が選べます

分かりやすい液晶表示

パンの厚さに合ったヒーター位置、焼き色、焼き上がり時間が正確に確認できます。
デフロスト

冷凍パンも”DEFROST”ボタンでおいしく焼けます

DEFROSTボタンを押して、スタートするだけで冷凍パンも解凍しておいしく焼き上げます。

スライド式パンくずトレイで、お手入れ簡単

安全のための機能採用

安全のため、電源の入っていない状態では、レバーがロックされないように、またヒーター位置の調節ができ

ないようになっています。

また、間違ってレバーを下げた場合などの危険を避けるため、レバーをさげて約10秒たっても次の操作をし

ないとレバーが戻るようになっています。

本体の底にコードを巻き付けて収納可能

本体の底にコードを巻き付けられるようになっていますので、邪魔にならずにすっきりと収納できます。

はじめに（つづき）

主な特徴

底面
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警告

安全上のご注意（必ずお読みください）

 記号は、禁止の行為であることをあらわ
します。
図の中や下に具体的な禁止内容 （左図の
場合は分解禁止） が描かれています。

 記号は、行為を強制したり指示する内
容をあらわします。
図の中に具体的な指示内容 （左図の場合は
電源プラグをコンセントから抜け） が描か
れています。

絵表示の例絵表示の例絵表示の例絵表示の例絵表示の例

警告

注意

この表示は、人が死亡または重
傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。

この表示は、人が傷害を負う可
能性が想定される内容、および
物的損害のみの発生が想定さ
れる内容を示しています。

製品を安全にご使用いただくため、ご使用の前によくお読みください。
製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろ
な絵表示をしています。

表示の意味表示の意味表示の意味表示の意味表示の意味

修理改造をしない。

発火や、異常動作をして、破損や、けがの
原因となることがあります。

幼児の手の届くところに設置しない。

やけど、けがや感電のおそれがあります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実
に差し込む。

差込が不完全だと、感電や、ショート、発
火の原因となります。

交流100V以外のコンセントに接続しない。

他の電源に接続すると故障や、発火の原
因になります。

定格15A以上のコンセントから単独で使
用する。

容量が不足すると、加熱して、発火の原
因になります。

電源コード、コンセント部を水につけたり、
水をかけたりしない。

ショートや、感電、故障の原因となります。

改造禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱した
り、ステープルで止めたり、重いものを乗
せたり、そのほか無理のかかることをし
ない。

ショートや、感電、故障の原因となります。

可燃物の近くで使わない。

カーテンなどの燃えやすいものの近く
で使用すると火災の原因となります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない。

感電のおそれがあります。

落下した機器はそのまま使わないで、点
検を依頼する。

そのまま使用すると発火や感電の原因と
なります。

煙が出たり、異常なにおいがしたり、異音
が出るような場合は、すぐに電源スイッチ
を切り、電源プラグを抜いて、修理をご依
頼ください。

禁止

守る

禁止

禁止

禁止

禁止

守る

プラグを
抜く

禁止

禁止
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使わないときはプラグをコンセントから抜く。

けがや、劣化による感電、漏電による火
災などの原因となります。

電源プラグを抜くときはコードを引っ張ら
ずプラグを持って抜く。

断線や、感電、ショート、発火の原因とな
ります。

お手入れは必ずプラグを抜いて、十分に
冷えてから行う。

やけどや、感電の原因となります。

使用中、または使用直後は金属部など高
温になる場所をさわらない。

やけどの原因となります。

本体を水や洗剤などに浸さない。

故障の原因となります。

使用中はトースターから離れない。

事故を未然に防ぎます。

不安定な場所に置かない。

やけど、けがや感電のおそれがあります。

指定の大きさ以外のパンや変形したパン
は焼かない。

パンが焦げて発火することがあります。

バターや、ジャムなどを塗ったパンは焼か
ない。

パンが焦げて発火することがあります。

使用後は必ずお手入れをする。

パンくずなどが発火することがあります。

注意

プラグを
抜く

禁止

守る

プラグを
抜く

禁止

禁止

安全上のご注意（つづき）

守る

守る

禁止
禁止
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AMDEFROST MODE

LIGHTER DARKER

WIDE

NARROW

START
STOP

AM
PM

LIGHTER DARKER

WIDE

NARROW

各部の名前

パン挿入口

ヒーター位置調節ノブ

パンくずトレイ

焼き上がりまでの時間表示
/ 時刻表示

スタート ストップ

START/STOPボタン

デフロスト

DEFROST（冷凍パン）ボタン

昇降レバー

焼き色調整ボタン/時刻調整ボタン

：濃く/時刻を進める

：薄く/時刻を戻す

モード

MODEボタン
時刻合わせに使います。

AM/PM（午前/午後）表示

焼き色設定表示
ライター

LIGHTER：薄く
ダーカー

DARKER：濃く

ヒーター位置表示
ワイド

WIDE：広い
ナロウ

NARROW：狭い

デフロスト表示
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1. 電源プラグを壁のコンセントに差し込む。

電源が入ると表示部が青く点灯します。

2. パンを入れ、昇降レバーをしっかり押し下
げる。

昇降レバーがしっかりロックされるまで
押し下げてください。

・昇降レバーが下がっていないとヒー
ター位置調節ができないようになって
います。

・昇降レバーを下げてから、数秒間、次の
操作をしないとレバーが戻ります。

3. ヒーター位置調節ノブを押しながら時計
方向に回して、パンの厚さに合わせます。

1 ツマミを押しながら

2 時計方向に回す。

中のワイヤーが軽くパンに触れる程度に
調整します。
（6枚切で表示3目盛が目安です。）

4. お好みの焼き色に設定する。

標準の焼き色は3目盛です。
お好みに合わせて 1～5 目盛から選べ
ます。

操作のしかた

安全のため、電源の入っていない
状態では、昇降レバーがロックされ
ないようになっています。ヒント 

よりおいしく召し上がるた
めに。
食パンのサイズは一様では
ありません。大きめの食パン
や、イギリスパン（山型パン）
など、上部がはみ出すよう
な場合は横にして、1枚焼く
ことをお奨めします。

ヒント 

焼き色は5段階に調整でき
ます。
電源プラグを差し込んだ始
めは3目盛にセットされてい
ます。

100 Vコンセント

WIDE 1

2

押しながら

回す

濃く薄く

LIGHTER DARKER

WIDE

NARROW

ヒーター位置表示

ご使用になる前に
初めてご使用になるときは、パンを入れずに焼き色を「５段階」（DARKER）にして、2～3回空焼きをし
てください。空焼きをすることによって内部の油分などが焼き払われます。また、長い間ご使用になら
なかった場合も空焼きすることをお奨めします。（手順4参照）

ヒーター位置調節ノブを回し
すぎないようにしてください。
パンが炭化したり、故障の原
因となります。

電源プラグは壁のコンセント
に直接差し込んでください。
たこ足配線や、延長コードを
使用すると所定の性能が発
揮できません。
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5.
スタート ストップ

START/STOPボタンを押して、焼き始
める。

デフロスト

冷凍パンを焼くときは、先にDEFROST
ボタンを押したあとSTART/STOPボタ
ンを押します。（下の「冷凍パンをトース
トするには」を参照してください。）

操作のしかた（続き）

ご注意

スイッチが切れてもしばらくは金属部分にさわらないでください。
やけどの恐れがあります。

ヒント 

焼くのを途中でやめる場合
はもう一度START/STOPボ
タンを押します。

6. 表示が”0:00”になると焼き上がりです。
焼き上がると自動的にヒーターがオフになり、パンが上がります。

ご注意

使用後は必ず電源プラグを抜いてください。
電源コードは指定の位置以外には巻き付けないでください。（3ページ参照）

1. 通常の操作の手順「1」～「4」（7ページ）
を行い、焼き色を調節をする。

パンは１枚だけ入れて、横にして焼いてく
ださい。

冷凍パンをトーストするには

調節できるパンの厚さついて

次の厚さのパンを焼くことが出来ます。
　約14 mm（8枚切り）～約32 mm（4枚切り）

START
STOP

焼き上がりまでの残り時間

（分：秒表示）

DEFROST

2. デフロスト

DEFROSTボタンを押す。

3. START/STOPボタンを押して、焼き始
める。

冷凍状態や、パンの種類によって焼き上がり
がかわります。始めは「焼き色」3段階にセッ
トして、試し焼きすることをお奨めします。

START
STOP

ヒント 

もう少し焦げ目を付けたい
ときは昇降レバーを再セット
し、焼き色を調整して、
START/STOPボタンを押し
ます。

ヒント 

冷凍パンをよりおいしく
召し上がるためには。

冷凍パンは自然解凍して、
通常の操作で焼くと解凍時
間はかかりますが、よりおい
しく焼けます。
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器具のお手入れ

本体の清掃をする前に、電源をオフにし、電源プラグを抜
いて、十分に熱を冷ましてください。
清掃をするときは、乾いた柔らかい布か、水で湿らせた布で
ていねいに拭いてください。

シンナーや、アル
コールなどの薬品
を使用しないでく
ださい。

本体を水や、他の液体に浸したりしないでください。

ご注意

本体の清掃

パンくずトレイを引き出して、布でパンくずをふき取ってく
ださい。
清掃後、パンくずトレイは確実に元に戻しておきます。

パンくずの除去

WIDE

時計表示の合わせかた
本機は時計機能を備えています。
・ 時計を合わせていない場合でもトースター機能に支障はありません。
・ 電源プラグを抜き差しすると時計表示は「AM 12:00」に戻ります。
・ 時計を合わせるときは次の手順で調節してください。

1.
モード

電源プラグをコンセントに差し、MODEボ
タンを押し続ける。（時間表示全体が点滅
します）

3.  または  ボタンを押し、時間を設定
する。

MODE

進む戻る

4. MODEボタンを押す。（“分”の桁が点滅し
ます）

5.  または  ボタンを押し、分を設定
する。

MODE

進む戻る

6.
スタート ストップ

時間セット終了後START/STOPボタンを
押す。

START
STOP

設定時刻が表示されます。

使用後は必ずパンくずの除去を行ってください。
残っていると、トースター使用時に発火する恐れ
があります。ご注意

2. もう一度MODEボタンを押す。（“時”の桁
が点滅します）

MODE
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故障かな？と思ったら

次のような場合は、修理を依頼する前にもう一度お調べください。
症状が改善しない場合はデバイスタイル カスタマー サポートセンターに直接ご連絡ください。

電話 048-664-3477
症状 原因

●電源プラグがコンセントにキチッと差し込まれていない。

● 電源プラグがコンセントにキチッと差し込まれていない。
● 昇降レバーが下がっていない。（7ページ参照）
● 押しながら回していない。（ノブは押しながら回してください。）
（7ページ参照）

● パンが変形していたり、大きすぎたり、または厚すぎる。

● 焼き色調整がお好みの位置にセットされていない。（7ページ参照）
● 冷凍パンをDEFROSTボタンを押さずに焼いている。（8ページ参照）

● パンを押さえるワイヤーの跡で、故障ではありません。

電源が入らない。

ヒーター位置調節ノブが操作でき
ない。

パンが焼き上がったのに出てこ
ない。

パンの焼き色が悪い。

ヒーターの焼き跡がのこる

主な仕様
品名 アジャスタブル ポップアップ トースター
本体寸法 400×130×215 （mm）
本体重量 2.5 kg
定格電圧/周波数 100V　50/60 Hz
消費電力 800 W
電源コード長 1.5 m

本機の仕様は改善のため、予告無く変更することがあります。

愛情点検

長年ご愛用のポップ アップ トースターの点検を！

このような症状はありませんか？
● 電源コードやプラグが異常に熱い。
● 本体が異常に熱い。
● コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
● こげくさいにおいがする。
● その他の異常がある。

故障や、事故防止のため、
電源プラグをコンセントから
抜き、お買い上げの販売
店、または弊社カスタマーサ
ポートセンターまで点検・修
理をご相談ください。
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保証とアフターサービス

交換部品について
下記の交換部品を用意してあります。お求めは上記 デバイスタイル カスタマー サポートセン

ターに直接ご連絡ください。

部品名 部品番号

パンくずトレイ TA2-CT

保証書について
●保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証
内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間
●この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき
●保証期間中は
保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●ご連絡先は
デバイスタイル カスタマー サポートセンターにご連絡ください。

デバイスタイル カスタマー サポートセンター

電話 048-664-3477 
e-mail：customer.support@devicestyle.co.jp  

 

修理品の送付先 

デバイスタイル カスタマー サポートセンター
〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目677

修理品のお問い合わせ電話：048-664-3477

営業時間：平日午前9時～午後6時 （土日、祝日及び長期休暇を除きます。）



部品番号：TA2-IB2

株式会社 
デバイスタイル ホールディングス
〒107-0062 東京都港区南青山 5-9-6

S-JETマーク認証済み

サービス受付・修理品の送付先
デバイスタイル
カスタマー サポートセンター
電話：048-664-3477
〒 331-0812
埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目677 


