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1

はじめに
お客様各位
この度はiCombi Classicをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 安全・確実にご利用いただくた
め、初回の運転前にこの取扱説明書をよくお読みください。 ユニットの安全な操作にはこの取扱説明書が必
要となります。 ユニットを操作するスタッフがいつでも読めるように、この説明書を保存してください。
iCombi Classicを用いると、素晴らしい仕上がりで調理することが可能になります。 ユーザー・ナビゲーショ
ンが直感的なので、学習に大きな手間をかけることなく、素早く、簡単に見事な結果が得られます。
iCombi Classicが、皆様のお役に立つことをお祈りしております。
RATIONAL AG

1.1

製品保証
www.rational-online.com/warrantyでユニットをご登録の上、２年間製品保証をご利用ください。 このページ
では、一般保証条件と保証サービスもご確認いただけます。
RATIONALは、許可されていない技術的変更によって生じた損害について責任を負いません。

1.2

ターゲットグループ
この文書は、大型・業務用厨房で作業する方々を対象としています。
下記のような方々はユニットを使用、洗浄、メンテナンスすることはできません。
n

心身に問題がある状態で作業に影響を及ぼす可能性のある方

n

経験や知識が不足している方

n

お子様

ユニットの近くにいるお子様から目を離さないでください。 お子様がこのユニットで遊んではいけません。

1.3

規則に従った使用
iCombi Classicは加熱調理をおこなうために開発されました。
このユニットは、レストランの厨房や病院、ベーカリー、精肉店の大型・業務用厨房などにおいて、業務目的
でのみ使用できます。 このユニットは、屋外では使用できません。 このユニットは、食品の連続的、産業的
な大量生産には使用できません。
その他のいかなる使用も、適切でなく、危険であると見なされます。 RATIONAL AGは、不適切な使用の結果
について一切の責任を負いません。

1.4

この説明書を用いた作業

1.4.1

記号の説明
この文書では、情報を提供し、行動を指示するために以下の記号を使用します。

a

この記号は、行動を実行する前に満たさなくてはいけない前提条件を示します。

1. この記号は、実行しなくてはいけない行動の段階を示します。

> この記号は中間結果を示しており、そこから各行動段階の結果を確認することができます。
>> この記号は結果を示しており、そこから、指示した行動の最終結果を確認できます。
n

この記号は列記を示します。

a. この記号はリストを示します。

1.4.2

絵文字の説明
この文書では以下の絵文字が用いられています。
注意！ ユニットの使用前に取扱説明書をお読みください。
一般的な警告表示
ユニットを簡単に使用するために役立つヒント。

6 / 60

オリジナル取扱説明書

1 | はじめに

1.4.3

警告表示の説明
以下の警告は、危険な状況について警告するものであり、そうした状況を回避するように指示をします。

危険
危険段階「危険」の警告表示は、重傷や死亡となる状況を警告します。

警告
危険段階「警告」の警告表示は、重傷や死亡につながる可能性のある状況を警告します。

注意
危険段階「注意」の警告表示は、怪我につながる可能性のある状況を警告します。

注
この警告表示は、ユニットの損傷につながる可能性のある状況を警告します。

1.4.4

図
この取扱説明書にある図は、実際のユニットとは異なる場合があります。

1.4.5

技術的変更
製品の仕様は、技術開発により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

オリジナル取扱説明書
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一般的な安全注意
このユニットは安全に設計されており、通常通りに規定に従って使用する限り、危
険は生じません。 この取扱説明書では、ユニットの正しい取り扱い方法が記載さ
れています。
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ユニットは、RATIONAL認定サービスパートナーにより設置されることが必要
です。
ユニットは、RATIONAL認定サービスパートナーによりメンテナンスされるこ
とが必要です。
RATIONAL認定サービスパートナーが設置したのちに、ユニット設置状態に改
変を加えたりしないでください。
床排水口ストレーナーは除去しないでください。
損傷を受けたユニットを使用しないでください。 損傷を受けたユニットは安全
でなく、怪我や火災の原因となる可能性があります。
ガラス板や扉に損傷を受けたユニットを使用しないでください。 担当の
RATIONAL認定サービスパートナーにご連絡の上、ガラス板や扉を交換してく
ださい。
ユニットの上に物を置かないでください。
発火しやすい、あるいは可燃性の物質をユニットの近くに置かないでくださ
い。
このユニットは+10 °C～+40 °Cの周囲温度でのみ使用してください。
フライヤーやグリルプレートなどの熱源がユニットの近くにないようにしてく
ださい。
操作中は、ユニット周辺の床が乾いていて滑らないことを確認してください。

使用前における安全上の注意
n

n

n

n

n

ユニットの温度が少なくとも+ 5℃であることを確認してください。
ファンホイールの前にあるエアバッファーが上部と下部で固定されていること
を確認してください。
庫内ラックとモービルオーブンラックが庫内で正しく固定されていることを確
認してください。
庫内に固形洗剤の残留物が残っていないことを確認してください。
長期間の運転休止後に再びユニットを使う場合、少なくとも10リットルの水で
ハンドシャワーをすすいでください。

使用時における安全上の注意
n

熱傷や火傷を回避するために。
– 使用中は注意してユニットの扉を開けてください。 熱い蒸気が噴出する可
能性があります。
– 高温の庫内からアクセサリーや料理を取り出すときは、保護具を着用してく
ださい。
– ユニットの稼働中は、コントロールパネルと扉のハンドル以外の部分に触れ
ないでください。 外面は60℃を超える高温になることがあります。
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– 目視可能なラックでだけ、食品が入ったパンをスライドさせてください。
ユニットから取り出す際に、熱い食品がこぼれる可能性があります。
n

火災や爆発の危険を回避するために。
– ユニット内では、ワインなどのアルコール飲料など、引火性のある液体を調
理しないでください。 引火性のある液体は気化中に自然発火することがあ
ります。 引火性のある液体を用いて調理を行う際は、しばらく煮立てて、
アルコール分を減らしてください。
– グリルやローストの際には、油脂を受けるための容器を食品の下に設置して
ください。

n

ラックトローリー、モービルオーブンラック、モービルプレートラックで作業
する際の怪我の防止。
– 平らでない床や敷居の上を通過するときには、ラックトローリー、モービル
オーブンラック、モービルプレートラックを注意深く押して、転倒しないよ
うにします。
– 平らでない床で意図せず動いてしまうことを避けるために、ラックトローリ
ー、モービルオーブンラック、モービルプレートラックのブレーキを使用し
てください。
– モービルオーブンラックやモービルプレートラックをユニットに挿入する、
または取り出す前に、ラックトローリーをユニットに固定してください。
– モービルオーブンラックを移動するときは、モービルオーブンラックのホテ
ルパンのロックをかけ、熱い食品が入っているパンにカバーをします。 そ
うしないと、熱い食品がこぼれる可能性があります。

n

アクセサリーの不適切な使用による物的損傷を回避するために。
– RATIONAL純正アクセサリーのみ使用してください。
– スモーク調理にはVarioSmokerのみ使用してください。

n

すでに配膳温度に達した食品が庫内にある場合は、庫内に冷たい食品を投入し
てはいけません。

使用後における安全上の注意
n

n

n

n

2.1

ユニットは、使用ごとに洗浄してください。
庫内の腐食を防ぐため、長時間停止する際や夜間は、扉を少し開けておいてく
ださい。
長期間運転を休止する場合は、ユニットへの水、電気、ガスの供給を停止して
ください。
長期間稼働を停止させるとき、そして特にユニットの運搬の前にはスチーム発
生器を空にしてください。

ガス式ユニットの安全上の注意
n

火災の危険を回避するために。
– ユニットが排気管に接続されている場合は、定期的に取り付け業者と連絡を
取って、ユニットの排気管を掃除してください。 各国の規定が遵守されて
いることを確認してください。
– ガス排出管の上に物を置かないでください。

n

致命的な事故を回避するために。

オリジナル取扱説明書
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– ユニット設置場所に排気フードが設置されている場合は、ユニット稼働時に
はこの排気フードを常に稼働させてください。 そうしないと、燃焼ガスが
蓄積する可能性があります。
n

ガスの臭いがするときの正しい対処方法。
– 照明やユニットのスイッチを入れたり、コンセントを抜いたり、携帯電話や
電話を使用しないでください。 スパークにつながり、爆発の危険性が高ま
ります。
– 窓やドアを開けて、室内を新鮮な空気で換気します。 部屋を換気するため
に、換気フードやベンチレーターのスイッチを入れないでください。 スパ
ークにつながり、爆発の危険性が高まります。
– ガス管の元栓を閉めてください。
– 建物から出て、ガス供給業者または消防署に連絡してください。

2.2

個別の保護装備
n

n

n
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ユニットを操作するときは、とりわけ熱、高温の液体の飛沫、腐食性物質によ
る労働災害を防止するような衣服のみを着用してください。
高温の物や鋭利な板金部品を取り扱うときは、保護手袋を着用して、しっかり
と身体を保護してください。
洗浄作業の際にクリーニングアイテムを取り扱うときは、保護眼鏡と洗剤保護
手袋を使用して身体を保護してください。
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iCombi Classic
操作パネル

ディスプレイ
庫内
中央ジョグダイヤル

ハンドシャワー
ユニット扉
USBポート
扉ハンドル

ケア剤用の引き出し

エアフィルター

型式20-1/1

型式20-2/1

オリジナル取扱説明書
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ユニットの使用方法

4.1

初回の運転
ユニットを最初に運転するときには、ユニットは既にRATIONAL認定サービスパートナーによって正しく設置
されているものとします。 セルフテストがすでに実行されており、ユニットは操作準備完了であるものとし
ます。 設置に関するすべての情報は、同梱の設置マニュアルに記載されています。
ユニットで初めて作業する前に
1. ユニットを初回運転する前に、ユニットとアクセサリーを洗浄してください。
詳細はこちら：ケア [} 43]

4.2

ユニットのオン／オフ

1. ユニットをオンにするには、以下のボタンを3秒間押してください。

> ユニットが起動します。 スタート画面が表示されます。
2. ユニットをオフにするには、以下のボタンを押して、ディスプレイの上端あるにステータスバーが完全に
表示されるまでホールドしてください。

>> ユニットがオフになります。

4.3

ユニットとの相互作用
注
ディスプレイの不適切な操作
先の尖ったもので操作すると、ディスプレイが損傷を受けることがあります。
1. 操作には手のみ用いてください。
ユニットを、ジェスチャと中央ジョグダイヤルだけで操作できます。

押す

回して、押す

1. コントロールパネルにあるキーを押して、お望みのモードや機能を選択します。
2. 中央ジョグダイヤルを回して設定を実行します。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
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4.4

最大投入量
注
過度の投入量によるユニットの損傷
最大投入量を超過すると、ユニットが損傷する可能性があります。
1. ここに表記されている最大投入量以上のものをユニットに投入しないでください。

4.5

型式

最大投入量 [kg]

最大積載量／ラック

20-1/1

90 kg

15 kg

20-2/1

180 kg

30 kg

ユニット扉の開閉

ユニットの扉を開く
1. 扉のハンドルを右に回してください。
2. ユニットに安全ドアロックが装備されている場合、まずフットペダルを踏んでから、扉のハンドルを右に
回して水平の位置にしてください。
3. 扉はゆっくり開けてください。
ら噴出することがあります。

注意！ 火傷の危険！ ユニットの稼働中は、熱い蒸気が一気に庫内か

>> ファンホイールが停止します。
ユニットの扉を閉める
1. 扉を閉めてから、ハンドルを左に回して、垂直の位置にしてください。

4.6

ユニットに投入する
1. ユニット扉を開けてください。

> ファンのブレーキが作動して、ファンが停止します。
2. 食品をユニットに入れます。
3. グリルやローストの際には、食材から出てくる脂肪を受けるための容器を食品の下に配置します。

オリジナル取扱説明書
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4. ユニットの扉を閉めてください。 扉が完全に閉まり、扉のハンドルが垂直になっていることを確認してく
ださい。

1.60 m

トレイが1.60m以上の位置にある場合

最上段のラックの高さが床上1.60mになるようにユニットを設置した場合は、同梱の警告サインをこの箇所に
貼る必要があります。

4.7

芯温センサーの挿入
以下の段落では、芯温センサーの取り扱いと、外付け芯温センサーの取り扱いについてご説明します。

注意
熱くなった芯温センサー
保護手袋を使用せずに、熱くなった芯温センサーに触れると、火傷をする恐れがあります。
1. 熱くなった芯温センサーを扱うときは常に保護手袋を着用してください。
2. 必要に応じて、ハンドシャワーで芯温センサーを冷却してください。

注意
先の尖った芯温センサー
芯温センサーを気をつけて取り扱わないと、芯温センサーの鋭い先端部で怪我をする可能性があります。
1. 熱くなった芯温センサーを扱うときは常に保護手袋を着用してください。
2. 使用後は、芯温センサーを付属のホルダーに差し込んでください。

注
芯温センサーが庫内に掛けられたまま
使用後に芯温センサーを所定のホルダーにしまわしないと、芯温センサーが損傷することがあります。
1. 使用後は、芯温センサーを所定のホルダーにしまってください。
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ヒント
n

非常に薄いまたは液状の食品を定期的に調理する場合は、オプションの差し込み補助棒を使用することを
お勧めします。 まず芯温センサーを差し込み補助棒に挿入し、次に食品に挿入します。

n

芯温センサーの温度が設定芯温よりも高い場合は、ハンドシャワーで芯温センサーを冷却します。

肉 - ステーキなど

鶏（丸ごと）

小さな食品 - グラシュなど

魚の切り身

魚（尾頭付き）

野菜 - ジャガイモなど

肉 - ステーキなど
1. 芯温センサーの先端が食品の最も厚い部分に挿入されるようにして、芯温センサーを食品に斜めに差し込
みます。

オリジナル取扱説明書
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かたまり肉 - ローストなど
1. 芯温センサーの先端が食品の最も厚い部分に挿入されるようにして、芯温センサーを食品に差し込みま
す。
鶏（丸ごと）
1. 芯温センサーを胸肉の最も厚い部分に差し込みます。ただし、あばら骨の近くには差し込まないでくださ
い。
芯温センサーの先端が鶏の腹の空洞部分にないことを確認してください。 芯温センサーはもも肉には挿さな
いでください。
魚の切り身
1. 芯温センサーの先端が食品の最も厚い部分に挿入されるようにして、芯温センサーを食品に斜めに差し込
みます。
魚（尾頭付き）
1. 芯温センサーの先端が食品の最も厚い部分に挿入されるようにして、芯温センサーを食品に差し込みま
す。
芯温センサーの先端が魚の腹の空洞部分にないことを確認してください。
小さな食品 - グラシュなど
1. 芯温センサーの先端が食品の最も厚い部分に挿入されるようにして、食品に差し込みます。
スープ、ソース、スイーツ
1. 芯温センサーが完全に液体に浸かっているように、芯温センサーをホテルパンに入れてください。
2. 液体を攪拌するときは、芯温センサーをホテルパンに入れたままにします。
野菜 - ジャガイモなど
1. 芯温センサーの先端が食品の最も厚い部分に挿入されるようにして、芯温センサーを食品に差し込みま
す。
ベイク
1. 焼成中に膨張するベイクアイテムでは、芯温センサーを食品の中心に垂直に差し込みます。
これに際してはオプションの差し込み補助棒をご利用ください。
異なる大きさの食品
1. まず、食品のうちの小さいものに芯温センサーを差し込んでください。
2. 希望の芯温に達したら、小さいものを芯温センサーから外し、庫内から取り出します。
3. 次に、芯温センサーを食品の大きなものに差し、調理を続行します。
モービルプレートラックを用いたFinishing

1. 芯温センサーをモービルプレートラックにある白いセラミック管に挿し込んでください。
芯温センサーの取り出し
1. 料理が希望の仕上がりに達したら、まずは食品から芯温センサーを取り外し、次に庫内から食品を取り出
します。
2. 芯温センサーを所定のホルダーに差し込みます。

4.8

ハンドシャワーの使用
ハンドシャワーを装備しないユニットオプションもご利用いただけます。
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ハンドシャワーでは、シャワー

（A）とスポットジェット (B)

の2つの噴射パターンを使用できます。

注意
ハンドシャワーならびにハンドシャワーから出てくる湯は60℃以上の高温になることがあります。
熱くなった部分に触れたり、湯に触れたりすると、火傷するおそれがあります。
1. ハンドシャワーを扱うときは保護手袋を着用してください。

注意
水道管内の細菌の発生
ハンドシャワーを毎日使わない場合、給水管に雑菌が発生する可能性があります。
1. ハンドシャワーは朝と晩、水で約10秒すすいでください。

注
ハンドシャワーの不適切な取り扱い
使用可能なホース最大長さを超えてハンドシャワーを引っ張ったり、ホースを持って引っ張ったりすると、
ハンドシャワーの自動巻取システムが損傷する可能性があります。 そうすると、ハンドシャワーを自動的
にボディの内側に引き込むことができなくなります。
1. 使用可能なホースの最大長さ以上にハンドシャワーを引っ張らないでください。

注
ハンドシャワーは庫内を冷やすのには適していません。
ハンドシャワーで庫内を冷却すると、庫内、エアバッファー、または扉のガラス板が損傷を受けることがあ
ります。
1. 庫内の冷却にはクールダウン機能のみを用いてください。
1. ハンドシャワーを少なくとも20cmほど格納位置から引き出します。
2. ハンドシャワーのホースをしっかりと持ってください。
3. ハンドシャワーの前の部分を回し、希望の噴射パターンを選択します。
n

ハンドシャワーを

に設定して、噴射パターンをスポットジェットにします。

n

ハンドシャワーを

に設定して、噴射パターンをシャワーにします。

ハンドシャワーの前の部分を、2つある噴射パターンのいずれかの方に回さないと、シャワーヘッドから水が
漏れることがあります。
1. ハンドシャワーのレバーを押してください。 レバーを強く押すと、水の噴射が強くなります。
注意！ ハンドシャワーのホースを収納場
2. 使用後は、ハンドシャワーをゆっくりと筐体内に戻します。
所にしまう前に、ホースが清潔であることを確認してください。

4.9

一体型油脂排出システム
一体型油脂排出システムがユニットにオプション装備されている場合、調理中に落ちてくる油脂は庫内で収集
され、油脂受けトレイに排出されます。

オリジナル取扱説明書
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1

排出バルブのグリップ

2

排出管

3

バヨネットロック付きフィラーネック

4

油脂受けトレイ

1. ユニット扉を開けてください。
2. 排出管のキャップを取り外します。
3. 排出管が油脂受けトレイの開口部にはまるように、油脂受けトレイを庫内に配置します。
4. ユニット外側の排出口の下に、タンクなどの油脂受け容器を置きます。
5. 一体型の油脂排出管のフィラーネックを油脂受け容器に挿入します。
6. フィラーネックのバヨネットロックを排出口に挿入します。
7. バヨネットロックを締めます。
8. 排出バルブのグリップを水平位置に回します。

>> 排出バルブが開けられました。 これで今、落ちてくる油脂を油脂受け容器に収集できます。
油脂受け容器の交換

注意
ユニットの外側、排出口、油脂受け容器は非常に熱くなることがあります
熱くなった機能部品に触れると火傷するおそれがあります。
1. 油脂受け容器を交換する際には、各個人の保護装備を着用してください。
1. 油脂受け容器が満杯になったら、排出バルブのグリップを垂直位置に回します。

> 排出バルブが閉められました。
2. バヨネットロックを緩めます。
3. 油脂受け容器を交換します。
4. 油脂は適切に処理してください。 注！ 油脂受け容器に収集された油脂やその他の液体は、法的規制に従
って廃棄する必要があります。 決して排水管を介して油脂を捨てないでください。 油脂受け容器に集め
た油脂は決して調理にまたは食品として使用しないでください。
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5

調理する

5.1

モードを呼び出す
モード

庫内の湿度

庫内の温度

調理時間
芯温
追加機能

n

メニュー

以下のモードを利用できます。
– スチーム [} 22]
– スチームとホットエアーのコンビネーション [} 23]
– ホットエアー [} 24]

n

以下の調理パラメータ [} 19]を利用できます。
– 庫内湿度
– 庫内温度
– 調理時間
– 芯温

n

以下の追加機能 [} 20]を利用できます。
– 昇温
– クールダウン機能
– 風速
– デルタT調理

5.2

調理パラメータ
庫内の湿度
この調理パラメータでは、庫内の湿度を設定できます。
n

スチームモードでは庫内湿度は100％になり、これは変更できません。

n

コンビモードでは、食品からの水分に加えて、スチーム発生器からの水分が加えられます。 設定された庫
内湿度を超えると、除湿されます。

n

ホットエアーモードでは、水分はスチーム発生器から出るのではなく、食品から出ます。 設定された庫内
湿度を超えると、除湿されます。

庫内湿度は以下の手順で設定します。
1. ボタンを押してください。
2. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の庫内湿度を設定してください。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

オリジナル取扱説明書
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庫内温度
この調理パラメータでは、庫内の温度を設定できます。
n

ヒーターが起動して、設定した庫内温度に達すると、次のアイコンが表示されます。

n

庫内温度に達すると、次のアイコンが表示されます。

庫内温度は以下の手順で設定します。
1. ボタンを押してください。
2. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の庫内温度を設定してください。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 実際の温度が設定庫内温度を上回ると、 が点滅し始めます。
4. ボタンを押してください。
5. ボタンを押してください。

> ユニットの扉を開けるよう求められます。
>

警告！ 怪我の危険！ 扉を開けても、ファンホイールは減速しません。 ファンホイールには触れないで
ください。 ファンホイールの速度が上がり、 庫内の温度が下がります。 庫内温度がディスプレイに表示
されます。

6. 希望の庫内温度に達したら、以下のボタンを押してください。

>> クールダウン機能が終了します。
以下の手順で、現在の庫内の湿度と温度を呼び出すことができます。
1. 以下のボタンを押したままにしてください。

> 10秒後に現在の庫内温度が表示されます。
2. ボタンを放すと、設定されたパラメータ値に戻ります。
調理時間
この調理パラメータでは、調理する品が希望の仕上がりに達する時間を設定できます。 あるいは、ユーザー
がおこなった設定で継続的にユニットを動作させることができます。 このためには、連続運転を起動してく
ださい。
調理時間は以下の手順で設定します。
1. ボタンを押してください。
2. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の調理時間を設定してください。

> 調理時間を 10:00 に設定すると、次のアイコンが表示されます。

連続運転が起動しました。

3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
調理時間を設定した場合は、調理パラメータ芯温は利用できません。
芯温
この調理パラメータでは、芯温または食品の火の通り具合を設定できます。
芯温は以下の手順で設定します。
1. ボタンを2回押してください。
2. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の芯温を設定してください。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
芯温を調整する際には、ユニットをご使用の国で当該の食品に適用される衛生規制を遵守してください。

5.3

追加機能
昇温
この追加機能により、熱のバッファを生成して庫内を昇温することができます。
庫内を何度に昇温するかを設定します。
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
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3. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の温度を設定してください。
4. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> ユニットが昇温されます。
5. 昇温を中断するには、以下のボタンを押してください。
6. 現在の庫内温度の表示するには、以下のボタンを押して、ホールドしてください。

>> 昇温が完了すると、ユニットに投入するように求められます。
クールダウン機能
高温で調理した後すぐに庫内の温度を下げる必要がある場合は、クールダウン機能で庫内を冷却できます。

a

エアーバッファーが正しくロックされている。

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3.

>

警告！ 火傷の危険！ 扉を開ける際に、熱い蒸気が庫内から一気に噴出することがあります。 ユニッ
ト扉を開けてください。 ユニットの扉がすでに開いている場合、扉を閉めて、再び開けてください
警告！ 怪我の危険！ 扉を開けても、ファンホイールは減速しません。 ファンホイールには触れないで
ください。 ファンホイールの速度が上がり、 庫内の温度が下がります。 庫内温度がディスプレイに表示
されます。

4. 希望の庫内温度に達したら、以下のボタンを押してください。

>> クールダウン機能が終了します。
風量
この追加機能により、ファンホイールの回転速度を設定できます。 選択した段階が高いほど、風速が高くな
ります。 小さく、繊細な食品には低い段階を選択してください。
風速は以下の手順で設定します。
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の風速を設定してください。
4. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
デルタT調理
この追加機能により、庫内温度と芯温との間に一定の差を保ちながら、食品を調理できます。 庫内温度は、
芯温と一定の差を保ちながらゆっくりと上昇するので、食品はゆっくり、そして非常に優しく調理されます。
目減りを最小限に抑えることができます。 差は20 °C～60℃で選択できます。 その後、希望の芯温を設定し
ます。
庫内温度と芯温の差が小さいほど、ゆっくりと優しく調理されます。 庫内温度と芯温の差が大きいほど、調
理のスピードが速くなります。
デルタT調理は以下の手順で設定します。
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

> 自動的に調理パラメータに戻ります。 調理パラメータ調理時間が、デルタT調理機能に置き換えられま
す。 現在の庫内度とデルタ温度が表示されます。
3. ボタンを押してください。
4. 中央ジョグダイヤルを回して、希望する温度差を設定してください。
5. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> すると調理パラメータ芯温の選択に自動的にジャンプします。
6. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の芯温を設定してください。
7. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

>> 調理パラメータが設定に応じて表示されます。
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5.4

スチーム

5.4.1

庫内環境と温度領域

5.4.2

庫内環境

調理方法

多湿

n

スチーム

n

炒め煮

n

湯がき

n

火を通す

n

炊く

n

真空調理

n

解凍

n

保存

庫内の湿度

庫内の温度

100%

30～130℃

スチーム調理

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の庫内温度を設定してください。
4. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 選択する調理パラメータが自動的に調理時間

にジャンプします。

5. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の調理時間を設定してください。
6. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
7. 芯温をもとに調理するには、以下のボタンを1回押してください。
8. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の芯温を設定してください。
9. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 設定された調理スペース温度に達すると、ユニットに投入するように求められます。 ユニットに何も投入
しないと、昇温は10分後に停止します。
10. ユニットに投入してください。

> 調理が実行されます。 調理時間が経過するか、または芯温に達すると、シグナル音が鳴り、希望の仕上が
りに達したかどうかを確認するよう求められます。

22 / 60

オリジナル取扱説明書

5 | 調理する

5.5

スチームとホットエアーのコンビネーション

5.5.1

庫内環境と温度領域
庫内環境

調理方法

多湿で高温

n

ベイク

n

ロースト

庫内の湿度

庫内の温度

0～100％

30～300 °C

庫内温度が260℃以上の状態で30分間ユニットを使用しないと、温度は自動的に260℃に下がります。 この30
分以内に、扉を開けるなどの動きがあった場合、庫内温度はさらに30分間約260℃以上を維持します。

5.5.2

スチームとホットエアーのコンビネーションで調理する

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の庫内湿度を設定してください。
4. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 選択する調理パラメータが自動的に庫内温度

にジャンプします。

5. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の庫内温度を設定してください。
6. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 選択する調理パラメータが自動的に調理時間

にジャンプします。

7. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の調理時間を設定してください。
8. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
9. 芯温をもとに調理するには、以下のボタンを1回押してください。
10. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の芯温を設定してください。
11. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 設定された調理スペース温度に達すると、ユニットに投入するように求められます。 ユニットに何も投入
しないと、昇温は10分後に停止します。
12. ユニットに投入してください。

> 調理が実行されます。 調理時間が経過するか、または芯温に達すると、シグナル音が鳴り、希望の仕上が
りに達したかどうかを確認するよう求められます。
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5.6

ホットエアー

5.6.1

庫内環境と温度領域
庫内環境

調理方法

熱い

n

ベイク

n

ロースト

n

グリル

n

揚げる

n

グラタン

n

グラッセ

庫内の湿度

庫内の温度

0～100％

30～300 °C

庫内温度が260℃以上の状態で30分間ユニットを使用しないと、温度は自動的に260℃に下がります。 この30
分以内に、扉を開けるなどの動きがあった場合、庫内温度はさらに30分間約260℃以上を維持します。

5.6.2

ホットエアーで調理する

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. 中央ジョグダイヤルを回して、最大庫内湿度に設定してください。
4. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 選択する調理パラメータが自動的に庫内温度

にジャンプします。

5. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 選択する調理パラメータが自動的に調理時間

にジャンプします。

6. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の調理時間を設定してください。
7. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
8. 芯温をもとに調理するには、以下のボタンを1回押してください。
9. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の芯温を設定してください。
10. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 設定された調理スペース温度に達すると、ユニットに投入するように求められます。 ユニットに何も投入
しないと、昇温は10分後に停止します。
11. ユニットに投入してください。

> 調理が実行されます。 調理時間が経過するか、または芯温に達すると、シグナル音が鳴り、希望の仕上が
りに達したかどうかを確認するよう求められます。
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6

真空調理
真空調理では、食品を下ごしらえ、味付け、マリネ、場合によっては焼き付けてから、真空調理用のバッグで
真空化、調理します。 こうして食品の持ち味を生かして調理して、自然な色あいや貴重なビタミン、成分を
維持し、低温でゆっくりと調理することによってボリュームの低減を抑えることが可能になります。 調理後
は、食品を冷却する必要があります。 配膳の前には、再びビニール袋の中で温め、袋から取り出し、料理に
応じて仕上げます。
真空調理は、特に次の用途に適しています。
n

クック＆チル
中央の調理厨房で調理をおこない、サブ厨房に料理を届けます。 これにより、実際に必要な料理だけを
Finishingすることになるので、コストのかかる過剰生産を回避できます。

n

ルームサービス
料理または各部分を調理して、それらを冷却し、注文に応じてFinishingします。 こうして、熟練していな
いスタッフでも24時間お客様に対応できるようになります。

n

ダイエット食や軽食
自然な風味と香りのあるヘルシーな料理をゆっくり、低温で作りましょう。 風味が増すので、無塩調理で
も味わいが豊かになります。

オリジナル取扱説明書

25 / 60

7 | Finishing

7

Finishing
Finishingを活用すると、食品の調理と配膳を切り離すことによって、調理に不可欠なもの、つまり、 プラニ
ング、メニューの計画、クリエイティブな盛り付けのための余裕が生まれます。 保温による品質低下は最小
限に抑えられ、完璧な食品品質が保証されます。
n

必要な料理だけを仕上げて、お客様の人数の変更にも楽に対応することができます。

n

調理時間と配膳時間が短くなるので、盛り付けの際の慌ただしさやトレスを回避できます。

n

そしてスケジューリングを効率的に組み立て、お客様へのルートを短縮して、人件費を削減。

n

また、複数のイベントを同時に実施し、追加費用なしで稼働率を高めることが可能になります。

Finishingを利用すると、レストラン、ホテル、企業ケータリングなどで、パーフェクトな品質で幅広い料理を
調理できます。
n

レストランでFinishingを活用
料理を、まさに必要とするその時、Finishingで仕上げます。

n

ホテルでFinishingを活用
Finishingバンケットはとりわけ、会議、結婚式、ケータリングなど、同時に多数の皿をサーブ用に提供す
る場合に適しています。

n

企業ケータリングでFinishingを活用
ホテルパンでのFinishingはとりわけ、多種多様な料理を大量に提供する場合に適しています。

食品をマニュアルでFinishing [} 26] または事前設定済みプログラム [} 28]でFinishingすることができま
す。

7.1

庫内環境と温度
庫内環境

庫内の湿度

庫内の温度

多湿で高温

0～100％

沸点～140 °C

Finishingに最適な温度範囲は、沸点～140°Cです。 料理が乾燥せず、水分が皿の上で凝結しません。

7.2

料理のFinishing
食品は、事前設定済みプログラムでFinishingすることもできます。詳細はこちら： 事前設定済みプログラム
[} 28]

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の庫内湿度を設定してください。
4. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
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> 選択する調理パラメータが自動的に庫内温度

にジャンプします。

5. 中央ジョグダイヤルを回して、庫内温度を沸点と140°Cの間で設定してください。
6. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 選択する調理パラメータが自動的に調理時間

にジャンプします。

7. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の調理時間を設定してください。
8. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
9. 芯温をもとに調理するには、以下のボタンを1回押してください。
ックにある白いセラミック管に挿し込んでください。

芯温センサーをモービルプレートラ

10. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の芯温を設定してください。
11. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

> 設定された調理スペース温度に達すると、ユニットに投入するように求められます。 ユニットに何も投入
しないと、昇温は10分後に停止します。
12. ユニットに投入してください。

> 食品が再加熱されます。 調理時間が経過するか、または芯温に達すると、シグナル音が鳴り、希望の仕上
がりに達したかどうかを確認するよう求められます。
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8

プログラミングモード
プログラミングモードでは独自の調理プログラムを作成、保存できます。 100件までプログラミングすること
が可能です。 各プログラムでは最大で12の調理段階を設けることができます。 最も簡単な操作とは、制御も
監視もおこなわなくて済むことです。 これにより、時間と原材料とエネルギーを節約でき、いつでも傑出し
た、標準化された品質が得られます。

8.1

プログラムの開始

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

>> プログラミングモードのプログラムリストが表示されます。

8.2

事前設定済みプログラム
以下の事前設定済みプログラムを利用できます。
プログラム

ステップ

設定

ホテルパンでFinishing 時間を設定して

ステップ 1

n

モード： スチームとホットエアーのコンビネーシ
ョン

n

予熱： 140 ℃

n

庫内温度： 140 ℃

n

庫内湿度： 60 %

n

ファン段階： 4

n

芯温： 68 ℃

n

モード： ホットエアー

n

庫内温度： 140 ℃

n

庫内湿度： 60 %

n

ファン段階： 4

n

芯温： 72 ℃

n

モード： スチームとホットエアーのコンビネーシ
ョン

n

予熱： 140 ℃

ステップ 2

ステップ 3

芯温を設定してホテル
パンでFinishing
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プログラム

ステップ

設定

ステップ 2

n

庫内温度： 140 ℃

n

庫内湿度： 60 %

n

ファン段階： 4

n

調理時間： 24分

n

モード： ホットエアー

n

庫内温度： 140 ℃

n

庫内湿度： 60 %

n

ファン段階： 4

n

調理時間： 1分

n

モード： スチームとホットエアーのコンビネーシ
ョン

n

予熱： 130 ℃

n

庫内温度： 130 ℃

n

庫内湿度： 80 %

n

ファン段階： 4

n

調理時間： 8分

ステップ 3

Finishingバンケット

ステップ 1

ステップ 2

Finishingについての詳細はこちら [} 26]。

8.3

プログラムを新規作成する

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. ボタンを押してください。
4. 中央ジョグダイヤルを用いてプログラム名を入力します。 大文字、小文字、数字を用いることができま
す。 オプションを切り替えるには、次のボタンを押します。 ABC
5. 入力内容を変更するには、以下のボタンを押してください。
6. プログラム名を入力したら、以下のボタンを押して入力を確認します。

> モードのボタンが点滅し始めます。
7. 希望のモードを選択してください。

> モードのボタンが点滅し始めます。

オリジナル取扱説明書
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調理ステップをプログラムする
選択した調理ステップに応じて、様々な調理パラメータ [} 19]を設定できます。 様々な追加機能 [} 20]を選
択することもできます。
1. 希望する調理パラメータのボタンを押してください。
2. 中央ジョグダイヤルを回して設定を実行します。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
4. アクションを確認するには、以下のボタンを押してください。

> 調理ステップが保存、表示されます。 これで、さらに最大で11の調理ステップを追加できます。
マニュアル予熱
ユニットを予熱するステップをプログラムに設けることができます。 そうすると、投入の前に庫内で熱のバ
ッファが生成され、冷凍食品を調理する場合でも、とても迅速に希望の庫内温度に達します。
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. ボタンを押してください。
4. ボタンを押してください。
5. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の温度を設定してください。
6. アクションを確認するには、以下のボタンを押してください。

> マニュアル予熱をプログラムの第1ステップとして設定します。
7. 続く調理ステップをプログラムするには、以下のボタンを押してください。

> モードのボタンが点滅し始めます。
8. 希望のモードを選択して、調理ステップのプログラムを続けてください。
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さらに調理ステップを付け加える
1. ボタンを押してください。

> モードのボタンが点滅し始めます。
2. 希望のモードを選択して、調理ステップのプログラムを続けてください。
調理ステップを編集する
1. 調理ステップを編集するには、以下のボタンを押してください。
2. 希望のモードを選択して、調理パラメータを編集します。
調理ステップを削除する
1. 調理ステップを削除するには、以下のボタンを押してください。

>> 調理ステップが削除されます。
プログラムを保存する
1. プログラムを保存するには、以下のボタンを押してください。

>> プログラムが保存され、プログラムリストの最下部に表示されます。 これでプログラムを開始できます
[} 31]。

8.4

プログラムを開始する
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. 中央ジョグダイヤルを回して、希望するプログラムを選択してください。
4. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

>> プログラムがスタートし、調理ステップが実行されます。

8.5

プログラムを編集する
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. 中央ジョグダイヤルを回して、希望するプログラムを選択してください。
4. ボタンを押してください。
5. ボタンを押してください。

オリジナル取扱説明書
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6. 調理パスの名称を変更する場合は、変更をおこなってから、ボタンを押して変更を確認します。

> 以下の編集オプションがあります。
n

調理ステップを追加する

n

調理ステップを削除する

n

調理パラメータを編集する

調理ステップを追加する
1. ボタンを押してください。

> モードのボタンが点滅し始めます。
2. モード、調理パラメータ、追加機能を選択してください。 詳細はこちら： プログラムを新規作成する
[} 29]
3. 調理ステップを削除するには、以下のボタンを押してください。
4. 調理パスを保存するには、以下のボタンを押してください。
調理ステップを削除する
1. 中央ジョグダイヤルを回して、希望する調理ステップを選択してください。
2. ボタンを押してください。

> 調理ステップが削除されます。
3. 調理ステップを削除するには、以下のボタンを押してください。
4. 調理パスを保存するには、以下のボタンを押してください。
調理パラメータを編集する
1. 中央ジョグダイヤルを回して、希望する調理ステップを選択してください。
2. ボタンを押してください。

> この調理ステップの調理パラメータが表示されます。
3. 編集したいモード、調理パラメータ、追加機能を選択してください。 詳細はこちら： プログラムを新規
作成する [} 29]
4. 調理ステップを削除するには、以下のボタンを押してください。
5. 調理パスを保存するには、以下のボタンを押してください。

8.6

プログラムを削除する
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. 中央ジョグダイヤルを回して、希望するプログラムを選択してください。
4. ステータスバーが完全に表示されるまで、以下のボタンを押して、ホールドしてください。

>> プログラムが削除されます。

8.7

プログラムリストを整理する
最も頻繁に使用するプログラムが上に表示されるように、プログラムリストを整理することができます。

a

プログラムを作成してある。

1. 中央ジョグダイヤルを回して、希望するプログラムを選択してください。
2. ボタンを押してください。
3. プログラムが希望の位置に来るまで、中央ジョグダイヤルを回します。
4. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。

8.8

プログラムのアップロードとダウンロード
あるユニットで作成したプログラムをダウンロードして、別のユニットに転送することができます。iCombi
Classic
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a

USBスティックがユニットに接続されている。

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. ボタンを押してください。
プログラムをダウンロードする
1. ボタンを押してください。

> 1つのプログラムまたはすべてのプログラムをダウンロードするかを決定できます。
2. 中央ジョグダイヤルを回して、希望するプログラムを選択してください。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
4. 選択を戻すには、以下のボタンを押してください。
5. 調理ステップを削除するには、以下のボタンを押してください。

> プログラムがダウンロードされます。
プログラムをアップロードする
1. ボタンを押してください。

> 利用できるプログラムが表示されます。
2. 中央ジョグダイヤルを回して、希望のプログラムを選択してください。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
4. 選択を戻すには、以下のボタンを押してください。
5. アップロードを開始するには、以下のボタンを押してください。

> プログラムがアップロードされます。
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9

設定

9.1

設定を呼び出す

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
以下の設定を呼び出すことができます。
n

温度の単位を設定する [} 34]

n

日時設定 [} 35]

1. 他の設定を呼び出すには、以下のボタンを押してください。
以下の設定を呼び出すことができます。
n

キーボードを変更する [} 36]

1. スタート画面をリセットするには、次のボタンを押します。

9.2

温度の単位を設定する
ここでは温度を °C または °F で表示するかを設定できます。
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1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. ボタンを押して、°C または °F を選択してください。

9.3

日時設定
以下の設定を呼び出すことができます。
n

日付（DDMMYYYY）

n

時刻 （HH:MM）

n

12時間制または24時間制の表示変更

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. ボタンを押してください。
日付を変更する
1. ボタンを押してください。
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> DDが点滅し始めます。
2. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の日付を選択してください。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
4. 同じ手順を繰り返して、月と年を調整します。
時刻を変更する
1. ボタンを押してください。

> HHが点滅し始めます。
2. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の時を選択してください。
3. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
4. 同じ手順を繰り返して、分を設定してください。
時刻の表示変更
1. ボタンを押してください。 24h

> 表示が12時間制に変更されます。

9.4

キーボードを変更する
ここでは、新しいプログラムを作成する時に用いる文字セットを設定できます。

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. ボタンを押してください。
4. ボタンを押してください。 フォント

> 利用可能な文字セットのリストが表示されます。
5. 中央ジョグダイヤルを回して、希望の文字セットを選択してください。
6. 中央ジョグダイヤルを押して設定を確定します。
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10

厨房管理

10.1

衛生管理

10.1.1

記録したHACCPデータ
以下のHACCPデータが投入ごとに記録されます。

10.1.2

n

投入番号

n

ユニットの型式

n

シリアル番号

n

ソフトウェアバージョン

n

日付と時間

n

洗浄プログラム

n

庫内の温度

n

芯温の設定値

n

芯温の測定値

n

時間（時：分：秒）

n

温度の単位

n

エネルギー最適化装置への接続

n

1/2 エネルギー

n

ユニット扉の開閉

n

調理モードの変更

n

自動洗浄

HACCPデータのダウンロード
HACCPデータは28日間ユニットに保存されます。 この期間中、データをダウンロードできます。

a

USBスティックがユニットに接続されている。

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. ボタンを押してください。
4. ボタンを押してください。 HACCP
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>> HACCPデータは、txtファイルとしてダウンロードされます。 ワープロソフトまたは表計算ソフトでファ
イルを開くことができます。

10.2

ユニットをネットワークに統合する
ユニットをConnectedCookingに接続する場合、ユニットがネットワークに統合されていて、ユニットにオプ
ションのイーサネットモジュールまたはオプションのWi-Fiモジュールが装備されている必要があります。

10.3

ConnectedCooking（オプション）
iCombi ClassicをConnectedCookingに接続する場合は、ユニットにはオプションのWi-Fiモジュールまたはイ
ーサネットモジュールが装備されていなくてはいけません。
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11

自動洗浄
お使いのiCombi Classicには、自動洗浄システムが装備されています。 洗浄プログラムを選択し、表示されて
いる数のActive-Greenタブとケア剤を投入すると、ユニットは自動的に洗浄されます。 同時に、統合型のケア
システムがスチーム発生器に水垢が付着することを防ぎます。 清潔かつ衛生的で、いつもケアの行き届いた
ユニットを使用できます。

11.1

一般的な安全注意
n

自動洗浄の際には、メーカーが推奨するActive Green固形洗剤・ケア剤のみを
使用してください。

熱傷や火傷を回避するために。
n

自動洗浄を開始する前に、ユニットとすべての機能部品を冷却してください。

重度の火傷を避けるために
n

n

n

n

n

クリーニングアイテムは、肌の重篤な化学火傷、眼の重篤な損傷を引き起こす
原因となります。 ユニットを洗浄するときは、保護眼鏡と化学物質防護手袋を
ぴったりと着けてください。
自動洗浄中はユニットの扉を閉めたままにしてください。 そうしないと、腐食
性のクリーニングアイテムと熱い蒸気が流出することがあります。 自動洗浄中
にユニットの扉が開いていると、警告音が発せられます。
自動洗浄中は、芯温センサーをユニットに掛けないでください。 扉のパッキン
が損傷し、腐食性のクリーニングアイテムが漏れてしまう可能性があります。
自動洗浄で外付け芯温センサーを洗浄しないでください。
ユニットを昇温して調理する前に、すべてのクリーニングアイテムおよびその
残留物を取り除いてください。

クリーニングアイテムに触れたときの正しい対処方法
n

n

n

n

11.2

化学防護手袋を着用せずにクリーニングアイテムに触れた場合や、皮膚の他の
領域がActive Green固形洗剤に触れた場合には、流水で10分間皮膚を洗い流し
てください。
クリーニングアイテムが目に入った場合は、流水で15分間洗い流してくださ
い。 コンタクトレンズを着けている場合は取り外してください。
クリーニングアイテムを飲み込んだ場合は、水で口をすすぎ、すぐに水を0.5リ
ットル飲んでください。 嘔吐させないでください。
すぐに毒物関連の緊急窓口または医師に連絡してください。

洗浄プログラム
以下の洗浄プログラムを利用できます。

強度

オリジナル取扱説明書
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洗浄プログラム

説明

必要となるクリーニングアイテム

軽度

200°Cまでの温度でユニットを使
用して発生した軽い汚れと水垢を
除去するのに適しています。

n

Active Green固形洗剤

n

ケア剤

グリルやローストをおこなう調理
パスで発生した汚れと水垢を除去
するのに適しています。

n

Active Green固形洗剤

n

ケア剤

グリルやローストをおこなう調理
パスで発生した強い汚れと水垢を
除去するのに適しています。

n

Active Green固形洗剤

n

ケア剤

庫内をぬるま湯ですすぐのに適し
ています。

–

中度

強度

すすぎ（タブ不要）

11.3

自動洗浄のスタート

a

庫内ラックが庫内に正しく設置されている。

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

> 庫内温度が50℃を超えると、以下の通知が表示されます。 庫内高温
3. クールダウン機能をスタートして、庫内の温度を下げます。 詳細はこちら： 機能
4. ボタンを押してください。 IIII
5. 中央ジョグダイヤルを回して、希望する洗浄プログラム [} 39]を選択してください。
6. ユニット扉を開けてください。
7. 庫内からすべての容器とトレイを取り出します。
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8.

警告！ 化学火傷の危険！ Active Green固形洗剤とケア剤を使って作業するときは、マスクと化学物質
防護手袋を着用してください。 表示されている数のActive Green固形洗剤を袋から出して、庫内の排水管
の網に入れます。

9. 表示された数のケア剤を袋から出して、ケア剤用の引き出しに入れてください。
10. ユニットの扉を閉めてください。
11. アクションを確認するには、以下のボタンを押してください。

>> 自動洗浄がスタートします。
>> 自動洗浄が終了するとシグナル音が鳴ります。
ヒント

11.4

n

推奨量のActive Green固形洗剤を使用しているにも関わらず、自動洗浄中に庫内で泡が発生した場合、次
回の自動洗浄では洗剤の量を減らすことが望まれます。 引き続き泡が発生する場合は、RATIONAL認定
サービスパートナーまでご連絡ください。

n

洗浄の際には、LEDバーで庫内を照らすことができます。 以下のボタンを押してください。

自動洗浄の中断
いずれの自動洗浄プログラムも、開始後30秒まで中断できます。 自動洗浄が開始されると、中断することは
できません。
1. ステータスバーが完全に表示されるまで、以下のボタンを押して、ホールドしてください。

> ユニットの扉を開けて、Active Green固形洗剤を取り出すように求められます。
2. ユニット扉を開けてください。
3.

警告！ 化学火傷の危険！ Active Green固形洗剤を使って作業するときは、ぴったり合った保護眼鏡と
化学物質防護手袋を着用してください。 Active Green固形洗剤を庫内から取り出して捨てます。

4. ユニットの扉を閉めてください。

> ハンドシャワーで庫内をすすぐように求められます。
5. ハンドシャワーで庫内をすすいでください。
6. ユニットの扉を閉めてください。

>> 洗浄プログラムの一覧が表示されます。
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ヒント
自動洗浄中に電源が落ちると、自動洗浄は中断されます。 電源が回復すると、自動洗浄が続行されます。
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12

ケア
警告
庫内に付着した脂肪や食品の残留物
庫内を十分に洗浄しないと、残った油脂や食品がたまって火災の危険が生じます。
1. ユニットは毎日洗浄してください。
2. 火が出たら、扉を閉じてください。 これで、火が酸素を失います。 ユニットの電源を切ってくださ
い。 火が広がった場合は、油脂による火を消すために適した消火器を使用してください。 油脂による
火を消す際は、水または泡消火器は決して使用しないでください。

12.1

一般的な安全注意
熱傷や火傷を回避するために。
n

洗浄作業を開始する前に、ユニットとすべての機能部品を冷却してください。

物的損傷、怪我、致命的な事故を回避するために。
n

n

12.2

マニュアルスチームモードのみを使用している場合でも、ユニットは毎日洗浄
してください。
ユニットの自動洗浄でアクセサリーを洗浄しないでください。

クリーニングの間隔
クリーニングの間隔

機能部品

毎日

n

庫内

n

調理スペースパッキン

n

ユニット扉

n

ドリップパンと排出溝

n

芯温センサー

n

アクセサリー

n

ハンドシャワー

n

ユニットの外側

n

LEDカバー

n

コントロールパネル

n

プラスチック部品

毎週

機能部品はクリーニングの間隔に従って洗浄する必要がありますが、必要に応じて、もっと頻繁に洗浄するこ
ともできます。

12.3

クリーニングアイテム
適切なクリーニングアイテム
n

次の機能部品は、ぬるま湯、中性洗剤、および柔らかい布を用いて洗浄してください。
– ユニットの外側
– 扉のガラス板
– 扉のLEDカバー
– 調理スペースパッキン

n

アクセサリーは、ぬるま湯、中性洗剤、および柔らかい布を用いて洗浄してください。

不適切なクリーニングアイテム
以下のクリーニングアイテムはユニット、機能部品、アクセサリーの洗浄には不適切ですので、使用しないで
くだい。
n

研磨剤
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12.4

n

塩酸、アルカリ液、含硫物質またはその他の酸素消費物質

n

希釈していないアルコール、メタノール、またはアセトン、ベンゾール、トルオール、キシロールなどの
溶剤

n

オーブンクリーナーまたはグリルクリーナー

n

研磨フリース付きの洗浄スポンジ

n

スチールウール

n

高圧洗浄機

n

鋭いまたは尖った道具

ユニット扉の洗浄
ガラスのロック

LEDカバー

ユニット扉のパッキン

ガラスのロック

ガラス板の洗浄
1.

カチッという音がするまで、ユニットの扉を完全に開けてください。

2. 少し押してガラスのロックを解除してください。
3. ユニット扉のガラス板を旋回させます。
4. ガラス板は、ぬるま湯、中性洗剤、および柔らかい布を用いて洗浄してください。
5. ガラス板を完全に乾かしてください。
LEDカバーの洗浄
ユニットの扉のガラスを洗浄するときには、LEDカバーも洗浄できます。 LEDカバーの洗浄には適切なクリー
ニングアイテム [} 43]のみ用いてください。
LEDカバーは、両ガラス板の間にあります。

a

扉のガラス板のロックが解除されている。

1. LEDカバーは、ぬるま湯、中性洗剤、および柔らかい布を用いて洗浄してください。
2. LEDカバーを完全に乾かしてください。
3. 扉のガラス板を再び固定します。
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ユニット扉のパッキンの洗浄
260°Cを超える高温の庫内温度で連続操作し、脂肪とゼラチンを特に多く含む食品を調理すると、ユニット扉
のパッキンが早く磨耗することがあります。 毎日洗浄をおこなうと、ユニット扉のパッキンの寿命を延ばす
ことが可能です。

a

ユニット扉が開いている。

1. パッキンは、ぬるま湯、中性洗剤、および柔らかい布を用いて洗浄してください。
2. ユニット扉のパッキンを完全に乾かしてください。

12.5

ハンドシャワーの洗浄
1. ハンドシャワーのホースを完全に引き出し、しっかりと持ちます。
2. 柔らかいスポンジでハンドシャワーとホースを洗います。
3. 頑固な水垢を取り除くには、希釈した酢でハンドシャワーとホースを洗浄します。

12.6

エアフィルターの洗浄
必要となる道具
n

ドライバー

エアフィルターの清掃の際は、RATIONAL認定サービスパートナーまでご連絡ください。

注
エアフィルターが正しく取り付けられていないと、噴出水がユニットに入り込んでしまいます
エアフィルターが正しく取り付けられている場合に限り、あらゆる方向からの噴出水に対する保護が保証さ
れます。
1. カチッという音がするまでエアフィルターをユニットに押し込んでください。

12.7

アクセサリーの洗浄
1. 洗浄作業の前にアクセサリーを冷却してください。
2. 柔らかい布を用いて、食品の残りや脂肪、澱粉、卵白の層を取り除きます。
3. アクセサリーの汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯に浸してから、柔らかい布で汚れを取り除いてくださ
い。

12.8

排水路の換気管の清掃
設置の際にユニットを設置現場のトラップに接続した場合は、排水路に換気管が取り付けられています。 水
の硬度が低い、またはユニットが軟水器に接続されていて、中度および強度の洗浄プログラムを頻繁に使用す
る場合、洗浄中に発生する泡は換気管に送られます。 泡が問題なく排出されるように、週に1回は換気管を清
掃してください。
1. 換気管が完全にきれいになるまで、換気管に温水を流します。 水温は60°Cであることが望まれます。
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13

インスピレーションとヘルプ

13.1

電話でのヘルプ
ChefLine®
使用方法やレシピに関するご質問等ございましたら、いつでも直接電話でお受けいたします。 365日いつで
も、迅速かつ簡単なシェフからシェフへのサポートです。 お気軽にChefLine®までご連絡ください。 電話番号
はユニット扉にあるChefLine®のシールおよびrational-online.comでご確認いただけます。
RATIONAL認定サービスパートナー
ラショナルの機器は信頼性が高く耐用年数の長いユニットです。 万が一、技術的な問題が起きた場合には、
RATIONAL認定サービスパートナーが迅速にサポートいたします。 保証交換部品および緊急サービスもこち
らで対応いたします。 連絡先はホームページ（rational-online.com）でご確認いただけます。

13.2

ユニットデータを呼び出す
ユニットにインストールされているソフトウェアバージョンとユニットのシリアル番号を確認できます。 QR
コードをスキャンできるアプリがスマートフォンにインストールされている場合、スマートフォンにデータを
ダウンロードすることもできます。

1. スタート画面で以下のボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。
3. ボタンを押してください。
4. ボタンを押してください。

> 次の情報が表示されます。
n

ユニットの型式

n

インストールされているソフトウェアバージョン

n

ユニットのシリアル番号

この時点で、表示されたQRコードをスマートフォンでスキャンして、表示された情報を保存できます。

13.3

トラブルシューティング
いかなるエラーメッセージに関してもRATIONALサービスパートナー [} 46]までお問い合わせいただけま
す。 常にユニットのシリアル番号をお手元にご用意ください。 シリアル番号は銘板に記載されています。
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13.3.1

エラーメッセージ

ヒーター スチーム発生器

エラーメッセージ

原因

調理が可能

サービス (E) 10

SC自動制御に欠陥があります。

はい

スチーム発生器の給水接続に欠陥があり
ます。

はい

水量測定に欠陥があります。

はい

水位検出に欠陥があります。

スチーム発生器の中の水位検出に欠陥が
あります。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

サービス (E) 20.8

芯温センサーが故障しています。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

庫内の制限温度を超過しました。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

水分配装置が正常に機能していません。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

内部の水分配装置が閉まりません。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

水分配装置が正常に機能していません。

はい

水分配装置が正常に機能していません。

はい

SC自動制御に欠陥がありま
す。
サービス (E) 11
スチーム発生器の給水接続に
欠陥があります。
サービス (E) 12
水量測定に欠陥があります。
サービス (E) 13

Steam generator sensor
failed
サービス (E) 28.4
Cooking cabinet too hot
サービス (E) 42.1
Solenoid valve failed
サービス (E) 43.1
Solenoid valve failed
サービス (E) 46.1
ポンプが故障しています。
サービス (E)
46.2 Pump failed

13.3.2

ガス式ユニットのエラーメッセージ
お使いのユニットがガス接続式の場合、以下のエラーメッセージも表示されることがあります。 いかなるエ
ラーメッセージに関してもRATIONALサービスパートナー [} 46]までお問い合わせいただけます。 常にユニ
ットのシリアル番号をお手元にご用意ください。
エラーメッセージ

原因

調理が可能

サービス (E) 32.1

ガスバーナーに欠陥があります。

いいえ

Check gas supply

ガス管の封鎖装置を閉めてください。

サービス (E) 32.2

ガスバーナーに欠陥があります。

Check gas supply

ガス管の封鎖装置を閉めてください。

サービス (E) 32.3

ガスバーナーに欠陥があります。

Check gas supply

ガス管の封鎖装置を閉めてください。

サービス (E) 33.1

ガスバーナーに欠陥があります。

Gas burner failed close gas
supply

ガス管の封鎖装置を閉めてください。

サービス (E) 33.2

ガスバーナーに欠陥があります。

Gas burner failed close gas
supply

ガス管の封鎖装置を閉めてください。

サービス (E) 33.3

ガスバーナーに欠陥があります。

Gas burner failed close gas
supply

ガス管の封鎖装置を閉めてください。

サービス (E) 34.32

内部データ通信が故障しています。

はい

点火ボックスの初期化エラー。

–

いいえ
いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

Data communication failed
サービス (E) 60

オリジナル取扱説明書
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13.3.3

エラーメッセージ

原因

Gas system failed

一度ユニットをオフにしてから、再びオ
ンにしてください。 引き続きエラーが
表示される場合は、サービスパートナー
までご連絡ください。

エラーメッセージ

調理が可能

ヒーター ホットエアー

エラーメッセージ

原因

調理が可能

サービス (E) 20.1

芯温センサーが故障しています。

いいえ
いいえ

Steam generator too hot

スチーム発生器の制限温度を超過しまし
た。

サービス (E) 28.2

庫内の制限温度を超過しました。

いいえ

内部データ通信が故障しています。

いいえ

内部データ通信が故障しています。

いいえ

内部データ通信が故障しています。

いいえ

水分配装置が正常に機能していません。

加湿機能は利用できません。

水分配装置が正常に機能していません。

はい

内部の水分配装置が閉まりません。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

エラーメッセージ

原因

調理が可能

サービス (E) 20.2

芯温センサーが故障しています。

はい

芯温センサーが故障しています。

はい

湿度測定に欠陥があります。

はい

差圧センサーが故障しています。

はい

差圧センサーが故障しています。

はい

水分配装置が正常に機能していません。

はい

内部の水分配装置が閉まりません。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

Cabinet sensor failed
サービス (E) 28.1

Cooking cabinet too hot
サービス (E) 34.1
Data communication failed
サービス (E) 34.2
Data communication failed
サービス (E) 34.4
Data communication failed
サービス (E) 42.3
Solenoid valve failed
サービス (E) 42.6
Solenoid valve failed
サービス (E) 43.3
Solenoid valve failed

13.3.4

エラーメッセージ

湿気

Control sensor failed
サービス (E) 20.4
Humidity sensor failed
サービス (E) 30
Humidity control failed
サービス (E) 36
Humidity control failed
サービス (E) 37
Humidity control failed
サービス (E) 42.2
Solenoid valve failed
サービス (E) 43.2
Solenoid valve failed

13.3.5
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Fehlermeldungen CleanJet
エラーメッセージ

原因

調理が可能

サービス (E) 25

iCareSystemが必要としている水量が少
なすぎます。

–
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エラーメッセージ

原因

調理が可能

排水バルブが開の位置にありません。

いいえ

排水バルブが閉の位置にありません。

いいえ

自動洗浄が正常に機能していません。

はい

内部の水分配装置が閉まりません。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

排水パイプが故障しています。

はい

排水パイプが故障しています。

はい

自動洗浄中にSCポンプのエラーが発生
しました。

いいえ

自動洗浄中に水位検出のエラーが発生し
ました。

いいえ

エラーメッセージ

原因

調理が可能

サービス (E) 42.4

水分配装置が正常に機能していません。

はい

内部の水分配装置が閉まりません。

現在ホットエアーモードのみ
使用できます。

水分配装置が正常に機能していません。

はい

水分配装置が正常に機能していません。

はい

エラーメッセージ

原因

調理が可能

サービス (E) 17

このユニット型式には欠陥があります。

いいえ

基板温度が高すぎます。

いいえ

庫内の芯温センサーが故障しています。

はい、ただし芯温センサーは
使用できません。

庫内の芯温センサーが故障しています。

はい、ただし芯温センサーは
使用できません。

内部データ通信が故障しています。

はい

内部データ通信が故障しています。

はい

内部データ通信が故障しています。

はい

Water volume cleanjet too
low
サービス (E) 26
Drain valve does not open
サービス (E) 27
Drain valve does not close
サービス (E) 34.8
Data communication failed
サービス (E) 43.6
Solenoid valve failed
サービス (E) 47.1
Pump failed
サービス (E) 47.2
Pump failed
サービス (E) 110
Cleanjet failed
サービス (E) 120
Cleanjet failed

13.3.6

Fehlermeldungen Care

Solenoid valve failed
サービス (E) 43.4
Solenoid valve failed
サービス (E) 49.1
Pump failed
サービス (E) 49.2
Pump failed

13.3.7

通知センター

Unit data failed
サービス (E) 29
Electric compartment too hot
サービス (E) 31.1
Core temperature sensor
failed
サービス (E) 31.2
Core temperature sensor on
emergency run
サービス (E) 34.16
Data communication failed
サービス (E) 34.64
Data communication failed
サービス (E) 34,400
オリジナル取扱説明書
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エラーメッセージ

原因

調理が可能

サービス (E) 41

加湿ノズルまたは加湿パイプに水垢がた
まっています。

加湿機能は利用できません。

サービス (E) 50

CPUのリアルタイムクロックが初期化さ
れていません。 日時を設定してくださ
い。

はい

Initialise timer
サービス (E) 51

バッテリーが故障しています。

はい

庫内灯が正常に機能していません。

はい

庫内灯が正常に機能していません。

はい

温度センサーの活性化温度が超過しまし
た。

いいえ

Data communication failed

Battery failed
サービス (E) 52.1
Cabinet light failed
サービス (E) 52.2
Cabinet light failed
サービス (E) 72
安全温度リミッターが作動し
ました
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14

メンテナンス
ユニット扉のパッキンは自分で交換できます。 詳細はこちら： ユニット扉のパッキンの交換 [} 51]
以下のメンテナンス作業に際しては、担当のRATIONAL認定サービスパートナーまでご連絡ください。

14.1

n

エアフィルターの交換

n

LEDカバーの交換

ユニット扉のパッキンの交換

1.

ユニット扉を開けてください。

2. ユニット扉のパッキンをガイドから引っ張り出し、これを捨てます。
3. 新しいパッキンの固定リップを石鹸水で湿らせます。
4. まず、パッキンのそれぞれの角をガイドのそれぞれの角に押し込みます。
5. その次に、パッキンの残りの部分をガイドに押し込みます。

オリジナル取扱説明書
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運搬

15.1

スチーム発生器を空にする
ユニットを運搬する前に、スチーム発生器を空にする必要があります。

1. ユニットを給水から外してください。
2. スタート画面で以下のボタンを押してください。
3. ボタンを押してください。
4. ボタンを押してください。
5. ボタンを押してください。 ESG

>> スチーム発生器が空になります。

15.2

ユニットを運搬する
警告
ユニットまたはCombi-Duoを固定ブレーキをかけたまま動かすと、キャスターが破損する場合があります
キャスターが破損していると、ユニットまたはCombi Duoが転倒して重傷を負う可能性があります。
1. ユニットまたはCombi Duoを運搬する前または押して動かす前に、ローラーの固定ブレーキを解除して
ください。

警告
ブレーキをかけたままでキャスターの方向を変えようとすると、キャスターが破損する場合があります
キャスターが破損していると、ユニットまたはCombi Duoが転倒して重傷を負う可能性があります。
1. キャスターがユニットまたは架台の下で突き出ていて、キャスターの向きを変更したい場合は、まず固
定ブレーキを解除してからローラーを回します。
2. キャスターを蹴らないでください。
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注意
ユニットは、運搬中に敷居や傾斜面で転倒する可能性があります
敷居の上または傾斜した平面上でユニットを押して動かすと、ユニットが転倒して怪我をする可能性があり
ます。
1. 敷居や傾斜した平面の上では注意してユニットを押してください。

注意
キャスターを取り付けたユニットとCombi-Duoは、運搬または移動中に転倒する可能性があります
ユニットにキャスター取り付けられている場合、またはCombi-Duoがキャスター付き架台に取り付けられて
いる場合、ユニットを運搬する前または押して動かす前に固定ブレーキを解除してください。そうしない
と、ユニットまたはCombi-Duoが転倒して怪我をする可能性があります。
1. ユニットまたはCombi Duoを運搬する前または押して動かす前に、ローラーの固定ブレーキを解除して
ください。
2. 運搬が完了したら、ローラーのブレーキをしっかりと引いてください。
移動調理仕様の架台またはキャスターの上にあるユニットは動かすことができます。

a

スチーム発生器に何も入っていない [} 52]。

1. ユニットを他の場所に運搬する前には、ユニットを電源、上下水道から正しく外す必要があります。
2. ユニットを別の場所に運搬したら、ユニットを主電源、上下水道に正しく再接続し、移動調理仕様の架台
またはキャスターの固定ブレーキをかけてください。

3. 厨房の清掃中にユニットを少し前に動かしたい場合は、移動調理仕様の架台またはキャスターの固定ブレ
ーキを解除します。
4. ユニットを慎重に前に動かします。
5. 厨房の清掃が終了したら、ユニットを慎重に押し戻し、固定ブレーキをかけます。
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運転の停止と廃棄

16.1

運転の停止
ユニットの使用を停止する場合は、RATIONAL認定サービスパートナーにお問い合わせください。

16.2

廃棄
古いユニットにはリサイクル可能な素材が含まれています。 古いユニットは、環境に優しい方法で、適切な
収集システムを介して廃棄してください。
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17

技術データ
銘板にある技術データにも注意してください。 銘板は操作パネルの左横にあります。

17.1

電気接続式のユニット
値

17.2

重量（梱包材を含まない） 型式20-1/1

334 kg

重量（梱包材を含まない） 型式20-2/1

207 kg

保護等級

IPX5

空気中への騒音放射

≤70 dBA

周囲条件

10～40 °C

WiFi標準

IEEE 802.11 b/g/n

Wi-Fiの周波数と最大送信電力

2.4 GHz / 19.5 mW

ガス接続式のユニット
値

17.3

重量（梱包材を含まない） 型式20-1/1

284 kg

重量（梱包材を含まない） 型式20-2/1

354 kg

保護等級

IPX5

空気中への騒音放射

≤70 dBA

周囲条件

10～40 °C

WiFi標準

IEEE 802.11 b/g/n

Wi-Fiの周波数と最大送信電力

2.4 GHz / 19.5 mW

型式とモデル名
銘板に記載されている型式の名称とモデル名は異なります。 この表を参照してください。
型式

モデル名称

LMxxxF

iCombi Classic 20-1/1

LMxxxG

iCombi Classic 20-2/1

17.4

適合性

17.4.1

電気接続式のユニット
このユニットは、以下のEU指令に準拠しています。
n

市場における無線機器の提供に関する加盟国の法律の整合化に関する指令 2014/53/EU

n

機械に関する指令 2006/42/EU

n

電磁適合性に関する加盟国の法律の整合化に関する指令 2014/30/EU

n

電気および電子機器における特定危険物質の使用制限に関する指令 2011/65/EU（2015/863/EUを含む）

このユニットは、次の欧州規格に準拠しています。

17.4.2

n

EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017

n

EN 60335-2-42:2002 +A1:2008 +A11:2012

n

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

n

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015

n

EN 62233:2008

n

EN 1717:2000

ガス接続式のユニット
このユニットは、以下のEU指令に準拠しています。
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n

ガス燃料燃焼機器に関する規制（EU）2016/426

n

市場における無線機器の提供に関する加盟国の法律の整合化に関する指令 2014/53/EU

n

機械に関する指令 2006/42/EU

n

電磁適合性に関する加盟国の法律の整合化に関する指令 2014/30/EU

n

電気および電子機器における特定危険物質の使用制限に関する指令 2011/65/EU（2015/863/EUを含む）

このユニットは、次の欧州規格に準拠しています。
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n

EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017

n

EN 60335-2-42:2002 +A1:2008 +A11:2012

n

EN 60335-2-102:2016

n

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

n

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015

n

EN 62233:2008

n

EN 203-1:2014; EN203-2-2:2006; EN 203-3-:2009

n

EN 1672-1:2014

n

EN 1717:2000
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32
32
32
31
30

LEDカバー
ユニット扉
ユニット扉のパッキン
洗浄プログラム
すすぎ（タブ不要）
強度
軽度
中度
中央ジョグダイヤル
調理ステップをプログラムする
調理時間
風量
連続運転

44
44
45
40
40
40
40
12
30
20
21
20

L
LEDカバーの洗浄

44

51
51
12
12
12
12
44
45
44
20
26
22
23
24
26
22
23
24
20
25
25
25
25
20
16
15
16
16
16
16
16
16
14
16
44
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