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1

はじめに
お客様各位
この度はiVario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。
iVarioは煮る、焼く、揚げる、圧力調理における最大の生産性、柔軟性、シンプルさを実現する最新の調理シ
ステムの1つです。最高のパフォーマンスと精度をもたらす類稀な加熱技術と、ユーザーと一緒に考えてサポ
ートをおこなうインテリジェントな調理アシスタントのおかげで、制御や監視の労力をかけることなく、常に
秀でた料理の品質を達成できます。
iVario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

ユニットに搭載のヘルプ
この取扱い説明と世界中の多数の導入例はユニット内に収録されており、操作ヘルプとして利用できます。
この機能に関する全情報はこちらでご確認いただけます。 ユニットに搭載のヘルプ [} 83]

1.2

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。

1.3

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。

1.4

規則に従った使用
iVario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、学校、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。

1.5

この説明書を用いた作業

1.5.1

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。

1.5.2

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。
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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。

1.5.3

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。

1.5.4

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。

1.5.5

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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2

iVario
芯温センサー

パッキン

自動昇降用アーム（アクセサリー）
ディスプレイ
スチームノズル
パンの蓋
自動給水装置

ロックシステム（オプション）
中央ジョグダイヤル

コンセント
パン
USBポート

パンバルブ

ハンドシャワー

型式2-XS

型式2-S

圧力調理機能を装備していないユニットにはスチームノズルが1つあることに注意してください。圧力調理機
能を装備しているユニットにはスチームノズルが2つあります。
圧力調理システム装備のユニットにはロックシステムが備えられています。
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3

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

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。
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。

n

ユニットの上に物を置かないでください。

n

架台の引き出しに乗らないでください。

n

ユニットの上に登らないでください。

n

n

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。

使用前における安全上の注意
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。
長期間運転を休止した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と自動給水装置をすすいでください。

使用時における安全上の注意
n

n

n

パンの最小および最大許容充填量 [} 17]にご注意ください。
パンの最大許容投入量 [} 18]にご注意ください。 最大許容投入量は、食品と
調理パスによって異なります。
物的損傷、怪我、致命的な事故を回避するために。
– パンを傾けたときに床にこぼれた食品はすぐに取り去ってください。 すべ
って怪我をしないようにするため、床は乾いている必要があります。
– パンの蓋は、自分や他の人の指が挟まれないように、注意して閉じてくださ
い。
– パンは、旋回範囲に人や物がないことを確認してから、注意して下げてくだ
さい。
– パンが完全に下げられている場合にのみ、蓋を閉じてください。

n

熱傷や火傷を回避するために。
– 食品を煮る、焼く、揚げる際は、各個人用の保護具を着用してください。
– 高温のパンからアクセサリーや料理を取り出すときは、各個人用の保護具を
着用してください。
– 使用中は注意してパンの蓋を開けてください。 熱い蒸気が噴出する可能性
があります。

オリジナル取扱説明書
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– 予熱したパンに冷水を注入しないでください。
– 中身の入ったパンはゆっくりと注意深く傾けてください。 急に動かすと、
熱い状態の食品がこぼれることがあります。
– ユニットの操作中は、コントロールパネルとパンのグリップ以外の部分には
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。
n

火災の危険を回避するために。
– 熱い脂肪や油には絶対に水をかけないでください。

使用後における安全上の注意
n

n

n

3.1

パンの腐食を防ぐため、長い間停止する際や夜間は、パンの蓋とパンバルブを
少し開けておいてください。
長時間運転を休止する場合は、ユニットへの電気、ガスの供給を停止してくだ
さい。

個別の保護装備
n

n

n

12 / 92

ユニットは、使用ごとに洗浄してください。

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。

オリジナル取扱説明書

4 | ユニットの使用方法

4

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。 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 [} 79]

4.2

ユニットのオン／オフ

1. ユニットをオンにするには、以下のボタンを押して、LEDが緑になるまで押したままにしてください。

> ユニットが起動します。 スタート画面 [} 14]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、LEDがオレンジになるまで押したままにしてくださ
い。

> ユニットを本当にオフにするか尋ねられます。
3. ボタンを押してください。 はい

>> ユニットがオフになります。

オリジナル取扱説明書
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4.3

スタート画面
iZoneControl

プログラミングモード

iCookingSuite

ホーム

高さ調節

検索アシスタント

マニュアルモード

お気に入り

スマートモード

調理方法

アクション
戻る／中断する

ヘルプ

日付、時刻、状態

設定
n

iZoneControl [} 48]
型式2-XSでは、このスマートなアシスタントをオプションで利用できます。

n

インテリジェントな調理 - iCookingSuite [} 26]

n

ホーム
このボタンを押すと、スタート画面になります。

n

マニュアルモード [} 38]

n

お気に入り
このボタンを押すと、最も頻繁に利用するインテリジェントな調理パス10件が表示されます。

n

インテリジェントモード
これらのボタンのいずれかを押すと、インテリジェントなモードに属するすべてのインテリジェントな調
理パスが表示されます。

n

調理方法
このボタンを押すと、調理方法に属するすべてのインテリジェントな調理パスが表示されます。

n

プログラミングモード [} 56]

n

高さ調節 [} 24] （オプション）

n

検索アシスタント [} 83]

n

日付、時刻、状態 [} 16]

n

設定 [} 63]

n

ヘルプ [} 83]

n

戻る／中断する
このボタンを押すと、前の画面に戻ります。 このボタンを押したままにすると、調理過程が中断されま
す。

14 / 92
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4.3.1

概観ビューとフォーカスビュー
ユニットをオンにすると、両方のパンの概観がスタート画面に表示されます。 調理パスをスタートする際
は、2つのパンのいずれかを選択する必要があります。 パンが拡大され、フォーカスビューに表示されます。
パンを選択しないと、パンを選択するように求めるメッセージが表示されます。 両方のパンで調理パスを開
始すると、パンはすぐに概観ビューに戻り、進行中の調理パスに関する最も重要な情報が表示されます。 設
定では、フォーカスビューが何秒後に概観ビューに変わるかを設定できます。 1つのパンでのみ調理するとき
は、パンは引き続きフォーカスビューで表示されます。

1. 使用したいパンを押してください。

> パンが拡大表示され、マニュアルモードまたはインテリジェントな調理パスを開始できます。
2. 他のパンでも調理したい場合は、他のパンを押します。

> 拡大表示されているパンが最小化され、他のパンが拡大表示されます。

4.3.2

お気に入り
特に頻繁に使用するスマートな調理パスとプログラムは、お気に入りとして保存し、スタート画面から呼び出
すことができます。 例えば、季節のメニューの料理に特にすばやくアクセスすることが可能になります。

1. iCookingSuiteまたはプログラミングモードで、お気に入りとして保存したい調理パスまたはプログラムを
選択します。
2. 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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3. ボタンを押してください。

>> お気に入りとして保存された調理パスとプログラムがすべて表示されます。

4.3.3

日付、時刻、状態
フッターには、現在の日付と時刻、および以下のポートと接続のステータスが常に表示されます。
接続されているUSBスティック
このアイコンは、USBスティックをユニットに接続したことを示します。
ネットワーク接続
このアイコンは、ユニットがLANネットワークに接続されていることを示します。 ネットワークエラーがある
場合、次のアイコンが表示されます。
WiFi接続（オプション）
このアイコンは、ユニットがWi-Fi接続されていることを示します。 接続状況は非常に良好です。
接続状況が悪くなると、以下のアイコンが表示されます。
接続エラーが生じると、以下のアイコンが表示されます。
型式2-XSでは、この機能をオプションで利用できます。
エラーメッセージ
このアイコンは、ディスプレイにエラーメッセージが表示されていることを示します。
ConnectedCookingの接続
このアイコンは、ユニットがConnectedCookingに接続されていることを示します。 ユニットが
ConnectedCookingに接続されていない場合、以下のアイコンが表示されます。

4.3.4

アクション
調理中かどうかに関係なく、次のアイコンを表示できます。
アイコン

機能

パンの蓋を自動で開ける [} 18]
パンの蓋を閉める [} 18]
パンを傾ける [} 19]
パンを降ろす [} 19]
自動給水装置 [} 19]
パンバルブを開く [} 20]
パンバルブを閉じる [} 20]

4.4

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。

4.4.1

ジェスチャ
ユニットを、わずか数回の簡単なジェスチャで操作できます。
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押す

4.4.2

スワイプ

スクロール

ドラッグ＆ドロップ

中央ジョグダイヤル

ジェスチャの代わりに、中央ジョグダイヤルを回して設定を変更することも可能です。 パンの蓋の自動オー
プン、パンの自動下降、または統合型の給水などのアクションは、中央ジョグダイヤルを用いて中断できま
す。 さらに、中央ジョグダイヤルを用いて、リクエストの際に出る発信音をオフにすることができます。

4.5

充填量
注
充填量の上回り、下回りによるユニット損傷
食品や液体を充填する量が多すぎたり、少なすぎたりして、許容充填量を上回ったり、下回ったりすると、
ユニットが損傷を受ける可能性があります。
1. パンに食品や液体を充填する際は、ここに表記されている最小および最大充填量を守ってください。
型式2-XS
最小充填量 / パン[l]

最大充填量 / パン[l]

水、液状の食品、調理用の液
中の固形食品

バスケットなし

3

17

バスケットあり

3

12

オイル

バスケットなし

5

10

バスケットあり

5

10

型式2-S

4.5.1

最小充填量 / パン[l]

最大充填量 / パン[l]

水、液状の食品、調理用の液
中の固形食品

バスケットなし

4

25

バスケットあり

4

18

オイル

バスケットなし

10

15

バスケットあり

10

15

充填量

圧力調理（オプション）

圧力調理をおこなう場合は、最小充填量 / パン[l]の欄に記載されている量の水がパンになくてはいけません。
最大充填量 / パン[l]の欄に記載されている値は、水、液状の食品、または調理用液体中の固形食品が入ってい
る状態のパンの充填量を指します。
型式

最小充填量 / パン[l]

最大充填量 / パン[l]

2-S

4

25

オリジナル取扱説明書
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4.6

最大投入量
型式

最大投入量 [kg]

最大投入量 [kg] 圧力調理（オプショ
ン）

2-XS

17

–

2-S

25

25

活用例
次の表では、フライドポテトを活用例として、パンあたりの最大投入量、および必要な油の量を記していま
す。

4.7

型式

最大投入量 [kg]

オイルの最大量 [l]

2-XS

1.5

10

2-S

2.5

15

パン蓋の開閉
注意
パンの蓋は開閉時ぐらついてはなりません
パンの蓋の装置に故障があると、怪我の危険があります。
1. パンの蓋を完全に開き、閉じないでおいてください。
2. RATIONALサービスパートナーにご連絡ください。

注
パンが傾いた状態で蓋を閉じると、パン蓋とパン蓋パッキンが損傷する可能性があります
破損した場合は、部品を交換しなくてはいけません。
1. パンが完全に下げられている場合にのみ、蓋を閉じてください。
パンの蓋を開ける
1.

注意！ 火傷の危険！ ユニットの稼働中は、熱い蒸気が一気に噴出することがあります。 パンの蓋の
取っ手を掴んでパンの蓋を開けてください。

パンの蓋を閉める
パンの蓋は手動でも自動でも閉じることができます。 パンの蓋を自動的に閉じるには、設定で機能を有効に
する必要があります。

a

パンが降ろされている [} 19]。

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

> 以下ののボタンが画面に表示されます。
3. ボタンを押してください。

> パンの蓋は、ホールド位置に達するまで自動的に降ろされます。 このホールド位置に数秒間留まります。
パンの蓋を手で閉じないと、パンの蓋は再び自動的に開きます。
4. パンの蓋を閉めてください。

18 / 92
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4.8

自動給水を用いてパンに注入する
注意
自動給水装置内の細菌の発生
自動注水を毎日使用しない場合、水道管に細菌が発生することがあります。
1. 朝と晩に洗剤とスポンジで自動注水装置を洗浄してください。
2. 朝と晩に3リットルの水で自動注水装置をすすいでください。
自動給水機能を用いると、パンに水を自動的かつ1リットル単位で正確に充填できます。

1. ボタンを押してください。
2. 希望の水量を設定してください。最大充填量に注意してください。設定は数秒後に自動的に適用されま
す。

> ユニットに設定した量の水が満たされます。まだ足りない水の量が表示されます。
> ボタンが点滅し始めます。

4.9

このボタンまたは中央ジョグダイヤルを押すと、自動給水が停止します。

パンを傾ける、降ろす
パンを傾ける

警告
パンを傾けたときに、熱い食品がこぼれ出る可能性があります。
こぼれ出た熱い食品に触れると、熱傷を負うおそれがあります。
1. 熱傷や火傷から身を守るために、各個人用の保護具を着用してください。
2. パンは注意しながら傾けてください。
3. こぼれ出た熱い食品は、ユニット周辺の床が濡れてて滑りやすくならないように、拭いてください。

オリジナル取扱説明書
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警告
品を入れる容器が小さすぎると、熱い食品がこぼれる可能性があります。
こぼれた熱い食品に触れると、熱傷を負うおそれがあります。
1. 熱い食品を入れるときは、十分大きな容器を用いてください。
2. 熱傷や火傷から身を守るために、各個人用の保護具を着用してください。
3. こぼれ出た熱い食品は、ユニット周辺の床が濡れてて滑りやすくならないように、拭いてください。

注
パンを傾けるときに、高さ20cm以上ある容器が架台の引き出しの上にあると、容器とパンバルブのレバー
がぶつかる可能性があります。
レバーが損傷を受け、折れるおそれがあります。
1. 架台の引き出しには、高さ20cm以上の容器を置かないでください。

a
a

パンの蓋が完全に開いた状態。
持ち上げレバーにはバスケットが付いていない。

1. 以下のボタンを押したままにしてください。以下のボタンを押したままにしてください。

> ボタンを放すと、パンの傾斜がストップします。
パンを降ろす

警告
パンを降ろす際挟まりの危険
パンを降ろす際に、パンの可動領域に人がいるまたは物体がある場合、挟まりの危険が生じます。
1. パンの旋回領域に物を置かないでください。
2. パンの旋回領域に人がいないことを確認してください。
1. 以下のボタンを押したままにしてください。

> ボタンを放すと、パンの降下がストップします。
> 以下のボタンが表示されます。

このボタンまたは中央ジョグダイヤルを押すと、パンが自動的に降り

ます。

> ボタンが点滅し始めます。

このボタンまたは中央ジョグダイヤルをもう一度押すと、パンの降下がス

トップします。

> パンが完全に降りる直前に、自動的に停止します。 これはユーザーの安全のためです。
2. ボタンをもう一度押してください。

> パンが完全に降ります。
パンが完全に下がるまで、マニュアルモードとインテリジェントな調理パスは開始できません。

4.10
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警告！ 火傷の危険！
1. パンバルブを開くには、パンバルブのレバーをホールド位置まで押し下げます。
パンバルブのレバーがホールド位置にない場合、レバーが急に元に戻り、それによりパンバルブが勢いよ
く閉じる可能性があります。 その際に熱い湯が飛び散る場合があります。

> 食品を揚げている間、あるいは揚げてからパンバルブを開けると、シグナル音が鳴ります。 直ちにパンバ
ルブを閉じてください。 そうしないと、油または油脂が排出口から正しく排出されません。 詳細はこち
ら： 油や脂肪の処理 [} 87]. パンを完全に傾けて中身を出し、パンの中に油や脂肪の残りがなくなって
から、パンバルブを開きます。
2. パンバルブを閉じるには、レバーを再び元の位置に戻します。

> 以下のボタンが表示されます。
圧力調理機能つきユニット（オプション）
次の場合、パンバルブを開けることはできません。
n

食品を揚げている間、あるいは揚げた後、パンを完全に傾けて中身を出さなかった場合。

n

パンが熱すぎる場合。

1. パンバルブを開くには、以下のボタンを押して、ホールドしてください。

> パンバルブが開きます。
2. パンバルブを閉じるには、以下のボタンを押してください。

> パンバルブが閉じます。
> 以下のボタンが表示されます。
パンバルブが開いている状態で、マニュアルモードまたはインテリジェントな調理プロセスを呼び出すと、パ
ンバルブは自動的に閉じます。

4.11

芯温センサーの挿入
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。

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、パンの蓋にある所定の位置に芯温センサーを固定してください。

注
芯温センサーがパンから掛けられたまま
使用後に芯温センサーを、パン蓋のマグネットホルダーに固定しないと、芯温センサーが損傷することがあ
ります。
1. 使用後は、芯温センサーをマグネットホルダーに固定してください。
肉 - ステーキなど

1. 食品の最も厚い部分に、芯温センサーを、グリップまで差し込んでください。
オリジナル取扱説明書
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小さな食品 - グラシュなど

1. 芯温センサーのハンドル部分から先端まで食品が挿さっているように、芯温センサーを食品に挿します。
魚の切り身

1. 食品の最も厚い部分に、芯温センサーを、グリップまで差し込んでください。
魚（尾頭付き）

1. 食品の最も厚い部分に、芯温センサーを、グリップまで差し込んでください。
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。
野菜 - ジャガイモなど

1. 食品の最も厚い部分に、芯温センサーを、グリップまで差し込んでください。
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、芯温センサーをパンに入れたままにします。
3. パンの蓋を閉じるときには、芯温センサーが完全に液体に浸かっていることを確認してください。
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、パンから取り出します。
3. 次に、芯温センサーを食品の大きなものに差し、調理パスをオプション挿し直し
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芯温センサーが検出されない

a

以下のアイコンが表示されます。

1. この説明書に記載されているように芯温センサーをセットしてください。
2. 補正を確認してください。

>> 調理プロセスが正しく実行されます。 補正を確認しないと、プロセスが中断され、再起動する必要となり
ます。 このようなエラーが発生しても続けて実行できる調理パスがいくつかあります（低温調理など）。

4.12

ハンドシャワーの使用
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。

警告
熱くなった油脂や油に水を注ぐと、水が激しく蒸発します。
脂肪や油から出る煙を水で消すと、爆発の危険性があります。
1. 熱い脂肪や油には絶対に水をかけないでください。
2. 火が出たら、パンの蓋を閉めてください。 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の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。

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。
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
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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。

4.13

ユニットの高さ調整（オプション）
ユニットにオプションの高さ調整機能がある場合は、ディスプレイ上でユニットの高さを調整できます。 こ
れで、人間工学に沿って作業環境を改善できます。

警告
ユニットの高さを調整した結果、容器までの距離が大きくなりすぎた場合、ユニットから取り出す際に熱い
状態の食品が飛び散る可能性があります
熱い食品に触れると、熱傷を負うおそれがあります。
1. ユニットは常に、パンから安全に取り出せるように設定してください。

警告
ユニットの上に容器が載っているときにユニットの高さを変更すると、容器が落下する場合があります
容器が落下すると、怪我をする可能性があります。
水が入っている容器が熱い油の入ったパンに落ちると、火傷をするおそれがあります。
1. ユニットの上に物を置かないでください。

注意
高さ調節の際挟まりの危険
パンの高さを調節する際にパンの可動領域に人がいると、挟まりのおそれが生じます。
1. ユニットの高さを調整する前に、ユニットの動作領域に人がいないことを確認してください。

注意
ユニットの高さをまったく調整できない、調整時にがたつきがある
高さ調整の装置が故障していると、ユニットが意図せず下まで降りてしまう可能性があります。 これで怪
我をするおそれがあります。
1. ユニットの高さを調整せず、
2. RATIONALサービスパートナーにご連絡ください。

注
高さ調整式架台または高さ調整可能な脚部付きのユニットの下に物が置かれていた場合
高さ調整式架台または高さ調整可能な脚部付きのユニットの下に物を置いて、ユニットの高さを調整する
と、架台とユニットが損傷を受ける可能性があります。
1. 高さ調整式架台または高さ調整可能な脚部付きのユニットの下には何も置かないでください。
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1. メニューバーで以下のボタンを押してください。
2. ユニットの位置を上げるには、以下のボタンを押して、ホールドしてください。
3. ユニットの位置を下げるには、以下のボタンを押して、ホールドしてください。
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5

インテリジェントな調理 - iCookingSuite
iCookingSuiteとはiVarioに搭載された調理知能のことです。ユーザーは、どの調理方法でどういった食品を調
理するかを選択します。この選択に基づいて様々な調理パスが提案され、理想的な仕上がりを達成することが
できます。必要に応じ、調理パラメータを用いて仕上がりを希望にあわせて調整できます。例えば、焼き色を
濃くするか、あるいはレアまたはウェルダンで焼くかを変更できます。
調理パスの進行中は、調理温度などの調理パラメータが規則的に調整されるため、希望の仕上がりが得られま
す。必要に応じて、調理中に調理パスに手を加えて仕上がりを変更することもできます。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、時間と食材とエネルギーを節約でき、いつでも
傑出した、標準化された品質になります。
モード

調理方法

残り時間

コックピット

中断する

追加機能とオプシ
ョン

お気に入り

ソート機能

戻る／中断する
調理パラメータ

調理パス

5.1

アクション

モードと調理方法
以下のモードを利用できます。
n

煮る

n

焼く

n

揚げる

n

煮込み

n

圧力調理（オプション）

n

Finishing

以下の調理方法を利用できます。
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肉

n

魚

n

野菜とサイドディッシュ

n

スープとソース
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n

卵料理

n

牛乳を使った料理とデザート

いずれのモードにも、スマートな調理パスの独自のセットが割り当てられています。

5.2

スマートな調理パス

5.2.1

肉
炒める

素焼き + ムニエル

肉をソテーする場合は、この調理プロセスを選択します。
スチーム
肉をスチームする場合は、この調理プロセスを選択します。
揚げる
肉を揚げる場合は、この調理プロセスを選択します。
煮る
大きな肉の塊を調理する際は、この調理プロセスを選択します。
圧力を用いて肉を茹でる
圧力を用いて肉を茹でる際には、この調理パスを選択します。
コンフィ
肉をコンフィする場合は、この調理プロセスを選択します。
煮込み
煮込みや薄切り肉のさっと煮の調理の際には、この調理プロセスを選択します。
圧力でラグー
グヤーシュを圧力調理する際には、この調理プロセスを選択します。
蒸し煮
大き目の肉を蒸し焼きにする場合は、この調理プロセスを選択します。
圧力を用いて肉を蒸し煮する
圧力を用いて大き目の肉を蒸し煮する場合は、この調理プロセスを選択します。
真空調理
肉の真空調理を行う場合は、この調理プロセスを選択します。 この調理プロセスは小分けされた食材に最適
です。
低温調理
通常は液体の中で調理される大きな肉の塊を夜間調理する場合、または厨房にいないが調理を行いたい場合
は、この調理プロセスを選択してください。
低温煮込み
煮込みや薄切り肉を夜間調理する場合、または厨房にいないが調理を行いたい場合は、この調理プロセスを選
択してください。
低温煮込み
通常ソースの中で調理される肉を夜間調理する場合、または厨房にいないが煮込みを行いたい場合は、この調
理プロセスを選択してください。 調理プロセス「低温煮込み」での推奨芯温は、調理プロセス「蒸し煮」よ
りも低いです。
ソーセージをボイルする
ソーセージをボイルする際は、この調理プロセスを選択します。
オリジナル取扱説明書
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5.2.2

魚
スチーム
魚やシーフードをスチームする場合は、この調理プロセスを選択します。
魚を焼く
魚をローストする場合は、この調理プロセスを選択します。
魚をポーチする
魚の切り身や尾頭付きの魚をフォンの中でゆっくり低温で調理したい場合、この調理プロセスを選択します。
魚の蒸し煮
魚やシーフードを蒸し焼きする場合は、この調理プロセスを選択します。
圧力で蒸し焼き
魚やシーフードを蒸し焼きする場合は、この調理プロセスを選択します。
揚げる
シーフードや魚の切り身を揚げる場合は、この調理プロセスを選択します。
コンフィ
魚やシーフードをコンフィする場合は、この調理プロセスを選択します。
シーフードを焼く
シーフードを炒める場合は、この調理プロセスを選択します。
シーフードをボイルする
シーフードを茹でる場合は、この調理プロセスを選択します。
真空調理
魚の切り身やシーフードを真空調理する場合は、この調理プロセスを選択します。 この調理プロセス小分け
した食材の調理に最適です。

5.2.3

野菜とサイドディッシュ
焼く
野菜やサイドディッシュを炒める場合は、この調理プロセスを選択します。
スチーム
野菜やサイドディッシュをスチームする場合は、この調理プロセスを選択します。
揚げる
野菜やサイドディッシュを油引きする、または揚げる場合は、この調理プロセスを選択します。
餃子
餃子を調理する際には、この調理パスを選択します。
ポテトをボイルする
じゃがいもを茹でる場合は、この調理プロセスを選択します。
圧力を用いてジャガイモを茹でる
ジャガイモを圧力調理する際には、この調理パスを選択します。
煮る
フォンまたは湯で野菜やサイドディッシュをボイルまたはポーチする場合は、この調理プロセスを選択しま
す。
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圧力でボイル
圧力を用いてサイドディッシュと野菜を茹でる際には、この調理パスを選択します。
コンフィ
野菜やサイドディッシュをコンフィする場合は、この調理プロセスを選択します。
パエリヤ
パエリヤなどの米料理を調理する際には、この調理パスを選択します。
ポレンタ
ポレンタを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
炊飯
炊飯をする場合は、この調理プロセスを選択します。
リゾット
リゾット、ピラフなどの米料理を調理する場合は、この調理パスを選択します。
蒸し煮 + ブレゼ
野菜やサイドディッシュを蒸し焼きまたは炒め煮する場合は、この調理プロセスを選択します。
真空調理
野菜やサイドディッシュを真空調理する場合は、この調理プロセスを選択します。 この調理プロセスは小分
けされた食材に最適です。
麺のボイル
生麺または乾麺を茹でる場合は、この調理プロセスを選択します。

5.2.4

卵料理
ゆで玉子
ゆで玉子を調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
ポーチドエッグ
ポーチドエッグを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
カイザーシュマレン
カイザーシュマレンを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
オムレツ
オムレツを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
温泉玉子
温泉玉子を調理する際には、この調理パスを選択します。
パンケーキ
パンケーキやブリニを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
スクランブルエッグ
スクランブルエッグを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
目玉焼き
目玉焼きを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
玉子焼き
玉子焼きを調理する際には、この調理パスを選択します。
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5.2.5

スープとソース
ベシャメルソース + ヴルーテ
牛乳やクリームを多く含む、とろみのあるソースやスープを調理する場合は、この調理プロセスを選択しま
す。
インスタント製品
ペースト、パウダー、還元食品などのインスタント製品からスープやソースを調理する場合は、この調理プロ
セスを選択します。
フォン
鳥類、ジビエ、魚、野菜からフォンを作る場合は、この調理プロセスを選択します。
圧力でフォン
圧力を用いてフォンを作る際には、この調理プロセスを選択します。
澄ます
コンソメを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
煮詰める
ソース、フォン、ワインなどを煮詰める場合は、この調理プロセスを選択します。
ソース
ソースを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
圧力でソース
圧力を用いてソースを作る際には、この調理プロセスを選択します。
スープ
クリームスープ、ピューレスープ、ベルベットスープを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
圧力でスープ
圧力を用いてスープを作る際には、この調理プロセスを選択します。

5.2.6

牛乳を使った料理とデザート
クレープ
クレープを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
スチーム
牛乳を使った料理やデザートをスチームする場合は、この調理プロセスを選択します。
揚げる
デザートを油脂で調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
コンポート
新鮮なフルーツや冷凍フルーツからフルーツコンポート、ジャム、チャツネなどを調理する場合、この調理パ
スを選択します。
1. バスケットを使わずに、瓶に保存する場合は、パン底用グリッドをパンにセットします。
2. 瓶が完全に覆われるまで、パンに水を入れます。
3. 瓶を10分間煮沸します。
4. パンから瓶を取り出し、冷却します。
カイザーシュマレン
カイザーシュマレンを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
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牛乳を沸かす
牛乳、ココア、お茶などを加熱する場合は、この調理プロセスを選択します。
ミルクライス
ミルクライスを調理する場合は、この調理プロセスを選択します。
ナッツ、種のロースト
ナッツや種を炒る場合は、この調理プロセスを選択します。
カスタードクリーム + ソース
新鮮な卵を含むカスタードクリーム、牛乳とクリームを多く含むソースやスープ、または牛乳と混ぜるインス
タント製品を調理する際は、この調理プロセスを選択します。
チョコレートを溶かす
チョコレートやクーベルチュールを溶かす場合は、この調理プロセスを選択します。
カラメル
後でパティスリーで使うために、異なる粘度で砂糖を準備する場合は、この調理プロセスを選択します。

5.2.7

Finishing
グラッセ
バターやオイルで調理済みのサイドディッシュに艶をつける場合は、この調理プロセスを選択します。
煮込み肉の再加熱
調理済みの煮込み料理や肉を配膳温度に昇温する場合は、この調理プロセスを選択します。
スープとソース
調理済みのスープやソースを配膳温度に昇温する場合は、この調理プロセスを選択します。

5.3

前提条件、情報、警告
以下のアイコン、情報、および警告は、調理パスを開始するとき、または調理パスの実行中に表示されること
があります。
ハンドシャワーの使用不可
このアイコンは、パンの中で食品を揚げていることを示します。
パンを完全に傾ける
パンで揚げ物調理をした後に、油を排出するためにパンを完全に上げませんでした。
1. パンを完全に傾けてください [} 19]。
2. 油や脂肪を完全に排出してください。
3. その後パンを再び完全に下げてください [} 19]。
パンを完全に下げる
マニュアルモードまたはインテリジェントな調理パスを選択しましたが、パンが完全に下がっていません。
1. パンを完全に下げてください [} 19]。
パンの蓋を完全に開ける
マニュアルモードまたはインテリジェントな調理パスを選択しましたが、パンの蓋が完全に開いていません。
1. パンの蓋を完全に開けてください [} 18]。
パンバルブを閉じる
マニュアルモードまたはインテリジェントな調理パスを選択しましたが、パンバルブが開いています。
1. パンバルブを閉じてください [} 20]。
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パンバルブをすぐに閉じる
パンで揚げ物調理をした後に、パンを完全に傾けてフライ油を排出していないのに、パンバルブが開いていま
す。
1. すぐにパンバルブを閉じてください [} 20]。
2. パンを完全に傾けてください [} 19]。
3. 油や脂肪を完全に排出してください。
4. その後パンを再び完全に下げてください [} 19]。
バスケットを上げる
マニュアルモードまたはインテリジェントな調理パスを選択しましたが、バスケットがまだ前の調理で使った
位置で下げられたままです。
1. ボタンを押してください。

> バスケットを完全に上げてください。
パンの温度が高すぎる
自動給水機能でパンに注入したいけれども、この機能がオフになっています。 パンの温度が高すぎます。
1. パンを自然に冷ましてください。 冷水や氷を使って早急に冷却しないでください。 パンが冷えてから再
び自動給水機能を使用できます。
自動給水が無効になっている
以下の場合はこのアイコンが表示されます。
n

パンの蓋が完全に開いていない。
パンの蓋を完全に開けてください [} 18]。

n

パンが完全に下がっていない。
パンを完全に下げてください [} 19]。

n

食品を揚げている。
揚げ物調理を終え、揚げ物用の油や脂肪を完全に排出した場合にのみ、自動給水機能が再び有効になりま
す。

n

揚げ物調理の後、パンを完全に傾けて中身を出なかった。
パンを完全に傾けてください [} 19]。

5.4

食品をスマートに調理する

5.4.1

インテリジェントな調理パスを呼び出す
インテリジェントな調理パスを呼び出すには3つの方法があります。
n

iCookingSuiteを介して

n

プログラミングモード [} 56]を介して

n

検索アシスタントを介して

iCookingSuite
1. メニューバーで以下のボタンを押してください。

> iCookingSuiteでインテリジェントな調理パスiCookingSuite呼び出すには3つの方法があります。
n

希望の調理モードを選択 - 野菜とサイドディッシュなど。

n

希望の調理方法を選択 - 蒸し煮など。

n

希望の調理モードと調理方法を選択。

選択した後に、該当するインテリジェントな調理パスが表示されます。
プログラミングモード
1. メニューバー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。

> 保存されたインテリジェントな調理パスがすべて表示されます。
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検索アシスタント
1. メニューバーで以下のボタンを押してください。
2. インテリジェントな調理パスの名称を入力してください。

> 希望のインテリジェントな調理パスが表示されます。

5.4.2

インテリジェントな調理パスをスタートする
この章では、調理パス蒸し煮とブレゼをもとに、インテリジェントな調理パスがどのように機能するかをご紹
介します。 様々な調理パラメータと理想的な調理手順の順序を備えたインテリジェントな調理パスによっ
て、常に希望の仕上がりが得られます。

1. 使用したいパンを選択する
2. メニューバー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。 蒸し煮とブレゼ

> インテリジェントな調理パスがスタートし、パンは保存された温度に予熱されます。
5. 調理パラメータを用いて、希望の調理結果を設定します [} 33]。

> しばらくすると、表示がCockpit [} 37]に変わります。
6. ユニットのリクエストに従ってください。

> 調理時間が終了すると、または希望の芯温に達すると、シグナル音が鳴り、料理が希望の仕上がりに達し
たかどうかを確認するように求められます。
7. 仕上がりが希望を満たしている場合は、パンから食品を取り出します。
8. 仕上がりがまだ希望の状態でない場合は、提案されたオプションのいずれかで調理パスを続行します。

5.5

仕上がりを自分の希望にあわせて調整する
選択したインテリジェントな調理パスに応じて、異なる調理パラメータと機能が表示されます。 調理パス
は、理想的な仕上がりを達成するために、お使いの国の標準設定を用います。 簡単なジェスチャ [} 16]また
は中央ジョグダイヤル [} 17]で調理パラメータを希望にあわせて調整し、追加機能を選択することができま
す。 この設定に応じて、調理パスの流れが変化します。 調理パスの進捗状況はいつでもCockpitで監視
[} 37]できます。

5.5.1

調理パラメータ
焼き付け段階
この調理パラメータでは、食品を焼き付けるかどうかを設定します。 段階を希望にあわせて選択して、焼き
付けの強度を調整します。 焼き付けの段階が低いほど、目減りが少なくなります。 なしで選択した場合、調
理ステップ焼き付けはスキップされます。 すでに焼き付けた小さめの肉に低温で火を通したい場合は、なし
を選択します。
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焼き付けの温度は非常に高いので、食品の外側は確実に殺菌されます。 このように、低い芯温でも食品は完
全に衛生的に調理されます。
焼き色
この調理パラメータでは、どの程度の焼き色をつけるかを設定します。 段階を希望にあわせて選択して、焼
き色の強度を調整します。 褐変を促進するスパイス、ハーブ、またはペーストでマリネされた食品には、よ
り速く、より濃い焼き色がつきます。 こうした場合は、低い焼き色段階を選択してください。
デルタT調理
この調理パラメータにより、調理用の液体の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。 調理用の液体の温度は、芯温と一定の差を維持し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10℃～60℃で選択できま
す。 その後、希望の芯温を設定します。
調理用の液体の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。 調理用の液体の温度と芯温
の差が大きいほど、調理のスピードが速くなります。
肉の種類
この調理パラメータを用いて、白い肉または赤い肉を調理するかを設定します。 「白い肉」とは鳥類、豚肉
などのことです。 「赤い肉」とは牛肉、羊肉などのことです。
食品の厚さ
この調理パラメータでは、食品が厚いか薄いかを設定します。 食品の厚さが2センチ以下の場合は、薄いを選
択します。 食品の厚さが2センチ以上の場合は、厚いを選択します。
食品の大きさ
この調理パラメータでは、食品の大きさを設定します。
n

ヒレ肉の細切りまたはウズラの胸肉には小を選択します。 ローストビーフ、丸ごとの鴨、豚のばら肉には
大を選択します。

n

ごまには小を選択します。 アーモンドには大を選択します。

n

重量53g以上の卵には小を選択します。 重量64g以上の卵に大を選択します。

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または希望の火の通り具合に達する時間を設定できま
す。 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可能な調理パスもあります。 このた
めには、連続運転を起動してください。
1. 連続運転と表記されている段階を選択してください。
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。
芯温センサー
この調理パラメータでは、芯温センサーを用いて調理するかどうかを設定します。 その後、希望する食品の
芯温を設定できます。
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。
バスケット
この調理パラメータでは、バスケットを用いて調理するかどうかを設定します。
温度
この調理パラメータでは、調理用の液体または液中の食品の加熱温度を設定します。
粘性
この調理パラメータでは、スープの濃さなどを設定できます。 また、ふっくらと炊飯するか、プリンを作る
か、あるいはインスタント食品を調理するかも決定することができます。 インテリジェントな調理パスの種
類に応じて、設定方法が異なります。
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チョコレートの種類
この調理パラメータでは、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレート、またはダークチョコレートを作るか
を設定します。

5.5.2

リクエスト
調理サイクル中には次のリクエストを表示できます。
クエンチング
焼き付けた食品を液体でデグラッセするよう求められます。
補充
パンに液体を補充するよう求められます。
投入
ユニットに食品を投入するよう求められます。
投入してかき混ぜる
食品（スープ粉末など）を調理用の液体に混ぜ入れるよう求められます。
芯温センサーが食品に入っている
芯温センサーを食品に挿すよう求められます。
芯温センサーが調理用の液体に入っている
芯温センサーを調理用の液体に入れるよう求められます。
オイルの注入
ユニットに油を注入するよう求められます。
パン底ラックを設置する
パンに、パン底ラックを設置するよう求められます。
パンの蓋を開ける
パンの蓋を開けるよう求められます。
パンの蓋を閉める
パンの蓋を閉めるよう求められます。
攪拌する
調理している品を混ぜるよう求められます。
裏返す
食品を裏返すよう求められます。
一口大に切る
食品を細かくするよう求められます。
予熱をスキップする
予熱のスキップを確認するよう求められます。
1. 予熱をスキップするには、以下のボタンを押してください。
2. 予熱するには、 以下のボタンを押してください。
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焼き付けの終了
焼き付けが終わったことを確認するよう求められます。
1. 以下のボタンを押して確認してください。

5.5.3

情報
調理パスの進行中には、ユニットが現在実行している調理ステップが表示されます。
予熱
ユニットが、マニュアルモードまたはインテリジェント調理パスで標準設定として保存された温度に予熱され
ます。
残り時間
インテリジェントな調理パスの終了までに必要な時間が表示されます。
調理パスの終了
調理パスが終了しました。

5.5.4

オプション
調理パスの終了後、これを以下のオプションのいずれかによって続行することができます。
オプションは調理パラメータの隣、コックピット内で表示されます。
新規投入
このオプションによって、ユニットに新規投入し、定義された調理パラメーターのもとで調理パスを続行しま
す。
時間継続
このオプションでは、時間を設定して調理パスを続行できます。 このオプションを調理パス終了の際に選択
すると、ウィンドウが表示され、その調理パスを継続する時間を設定できます。
1. 希望の時間を選択してください。

>> 設定は数秒後に自動的に適用されます。
コックピットから調理パラメータに戻ると、概要がグレーで表示されます。 調理パラメータを変更すること
はできません。 設定した時間が経過したら、ユニットから品を取り出すか、オプションとして調理パスを続
行することができます。
挿し直し
芯温センサーを使用して、異なるサイズの食品または異なる食品を、異なる火の通り具合で調理する場合、こ
のオプションを選択します。
1. 設定の芯温に達したら、パンの蓋を開けてください。
2. 芯温センサーを、大きい食品または芯温の高い食品に挿入します。
3. パンから小さい食品をすべて取り出します。
4. パンの蓋を閉めてください。
5. ボタンを押してください。

> 芯温センサーを設定できるウィンドウが表示されます。
6. 希望する芯温を選択します。

>> 設定は数秒後に自動的に適用されます。
食品がすべて希望の芯温に達するまで、この手順を繰り返します。
保温
このオプションによって温度を設定値に維持できます。 このオプションを選択すると、食品の温度または芯
温が事前設定した温度に維持されます。 これにより、火が通り過ぎることを回避できます。 目減りをなるべ
く低く抑えるため、ホールドオプションのもとで食品をパンの中に入れておくことは短時間に留めるようお勧
めします。 夜間調理などの一部の調理パスでは、保温オプションは最後の調理ステップとなっており、希望
の仕上がりに達すると、自動的にこれが開始します。
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1. 保温オプションを調整するには、以下のボタンを押してください。
2. パラメータを希望にあわせて調整してください。

>> 調理パスが終了すると、調理ステップ保温が自動的に開始します。
沸かす
このオプションによって、調理用の液体、スープ、ソースなどを沸かすことができます。

5.6

スマートな調理パスの監視

スマートな調理パスを開始すると、ディスプレイがコックピットに変わります。 スマートな調理パスが順を
追って処理する調理ステップはすべて、ここに表示されます。 アクティブな調理ステップはマークされてい
ます。 後続の調理ステップはグレーで表示されます。 調理ステップが完了すると、次の調理ステップが自動
的に表示されます。

5.7

スマートな調理パスの中断
概観ビュー
両方のパンで調理パスをスタートして、両方のパンが概要ビュー [} 15]にある場合は、調理パスを同時に中断
できます。
1. ボタンを押してください。

>> 調理パスが中断されます。
フォーカスビュー
フォーカスビュー [} 15]では以下の方法で調理パスを中断できます。
1. 以下のボタンを押したままにしてください。

> 調理パスが中断します。
2. ボタンを押してください。

> 調理パスを本当に中断したいか尋ねられます。
3. 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。 OK
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6

マニュアル調理
iVarioのマニュアル調理モードはユーザーの職人技をサポートします。
この調理モードを選択すると、煮る、焼く、揚げるのいずれかを選択できます。ここでは、パンの温度と調理
時間を設定し、必要となる決定をすべて自分で下します。したがって、自らがちょうど望むように料理を仕上
げることができます。

調理モード
中断する

調理パラメータ

追加機能

アクション

6.1

前提条件、情報、警告
調理パスをスタートする前、または調理中に、インテリジェントな調理パスで表示されるものと同じ情報を確
認できます。 詳細はこちら： 前提条件、情報、警告 [} 31]

6.2

仕上がりを自分の希望にあわせて調整する

6.2.1

調理パラメータ
温度
この調理パラメータでは、調理用の液体または液中の食品の加熱温度を設定します。
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。 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。
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。
1. ユニットを連続運転で動作させるには
を右にスライドします。 連続運転

を押すか、次のメッセージが表示されるまで制御値「調理時間」

芯温
この調理パラメータでは、食品の目標芯温を設定できます。 芯温を設定している場合、調理パラメータ調理
時間は使用できません。
PowerBoost
この調理パラメータでは、沸騰の強さを設定できます。 以下の3段階があります。
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n

段階1：軽く沸騰させる

n

段階2：ぶくぶく沸騰させる

n

段階3：素早く沸騰させる
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6.2.2

追加機能
予熱
この追加機能により、パンを定義された温度に予熱できます。
優しく沸かす
この追加機能により、牛乳などの敏感な食品が焦げ付かないようにパンが加熱されます。 この機能を起動す
ると、理想的なパンの温度が自動的に設定されます。
デルタT調理
この追加機能により、調理用の液体の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。 調
理用の液体の温度は、芯温と一定の差を維持し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10℃～40 °Cで選択できます。 その
後、希望の芯温を設定します。
調理用の液体の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。 調理用の液体の温度と芯温
の差が大きいほど、調理のスピードが速くなります。
バスケット
この追加機能では、バスケットを用いて調理するかどうかを設定します。

6.2.3

リクエストと情報
調理中は、インテリジェントな調理パスと同じリクエスト [} 35]と情報 [} 36] を表示できます。

6.3

煮る

6.3.1

温度範囲

6.3.2

調理用の液体の最低温度

調理用の液体の最高温度

標準設定

30 ℃

煮沸温度

煮沸温度：PowerBoost段階1に相
当

食品を煮る

1. 使用したいパンを選択する
2. メニューバー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. パン底の温度を設定してください。
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> PowerBoostの段階1が自動的に起動されます。 PowerBoostの段階を変更して、優しく煮る機能またはデ
ルタT調理機能を選択できます。 また、バスケットで調理することもできます。詳細はこちら： 調理パラ
メータ [} 38]

> これで、調理時間または芯温をもとに調理するかどうかを決定することができます。 両調理パラメータの
うち1つしか選択できないことにご注意ください。 両調理パラメータを組み合わせることはできません。
5. 調理時間をもとに調理するには、以下のボタンを押してください。
6. 調理時間を設定してください。
7. 芯温をもとに調理するには、以下のボタンを押してください。
8. 芯温を設定してください。

> ユニットが予熱されます。パンの蓋を閉じた状態でユニットを予熱すると、ユニットは沸騰温度より3°C
低い温度にしか達しません。 これは、パンの中で圧力が発生するのを防ぐためです。

> 予熱が完了すると、ユニットに投入するように求められます。
9. ユニットに投入してください。
10. 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。

> 調理時間が終了すると、または希望の芯温に達すると、シグナル音が鳴り、料理が希望の仕上がりに達し
たかどうかを確認するように求められます。
11. 仕上がりが希望を満たしている場合は、パンから食品を取り出します。

6.4

焼く

6.4.1

一般的な安全注意
n

熱傷や火傷を回避するために。
– 熱傷や火傷から身を守るために、各個人用の保護具を着用してください。
– パンの最大許容投入量を上回ったり、最小許容投入量を下回ったりしないよ
うにしてください。
– 焼き始める前に、芯温センサーが乾いていることを確認してください。
– 高温の油脂に水気のある食品を大量に入れないでください。

n

火災の危険を回避するために。
– 高温の油脂には決して水をかけないでください。

n

物的損傷、怪我、致命的な事故を回避するために。
– 油脂が燃えても決して水で消さないでください。

6.4.2
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温度範囲
パン底の最低温度

パン底の最高温度

標準設定

30 ℃

250 ℃

200 ℃
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6.4.3

食品を焼く

1. 使用したいパンを選択する
2. メニューバー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. パン底の温度を設定してください。

> これで、調理時間または芯温をもとに調理するかどうかを決定することができます。 両調理パラメータの
うち1つしか選択できないことにご注意ください。 両調理パラメータを組み合わせることはできません。
5. 調理時間をもとに調理するには、以下のボタンを押してください。
6. 調理時間を設定してください。
7. 芯温をもとに調理するには、以下のボタンを押してください。
8. 芯温を設定してください。

> ユニットが予熱されます。予熱が完了すると、ユニットに投入するように求められます。
9. ユニットに投入してください。
10. 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。

> 調理時間が終了すると、または希望の芯温に達すると、シグナル音が鳴り、料理が希望の仕上がりに達し
たかどうかを確認するように求められます。

>
11. 仕上がりが希望を満たしている場合は、パンから食品を取り出します。

6.5

揚げる

6.5.1

一般的な安全注意
n

熱傷や火傷を回避するために。
– 熱傷や火傷から身を守るために、各個人用の保護具を着用してください。
– パンの最大許容投入量を上回ったり、最小許容投入量を下回ったりしないよ
うにしてください。
– 揚げ始める前に、パンのパッキンが乾いていることを確認してください。
– 揚げ始める前に、芯温センサーが乾いていることを確認してください。
– 高温の油脂に水気のある食品を大量に入れないでください。 冷凍食品など
の水気のある食品では、油脂が泡立ちやすくなります。
– 高温の油脂は、完全に冷ましてから、パンから取り出します。
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n

火災の危険を回避するために。
– パンの許容充填量は絶対に下回ってはいけません。
– 高温の脂肪や油には決して水をかけないでください。
– 油脂の中の食品の残りや汚れは定期的に取り除いてください。
– 揚げる前には必ず油脂の品質を確認してください。
– 油脂は定期的に交換してください。 古い油脂は可燃性が高く、強く泡立つ
傾向があります。

n

物的損傷、怪我、致命的な事故を回避するために。
– 揚げ物用の油脂が燃えても決して水で消さないでください。

6.5.2

機能の制限
安全上の理由から、調理中は以下の機能を使用できません。
自動給水
調理している間、次のアイコンが表示されます。
パンを完全に上げて、オイルを排出してから、自動給水機能でパンに給水することができます。
パンバルブを開く
揚げ物調理の最中は、決してパンバルブを開けないでください。 警告音が鳴り、パンバルブを閉じるように
求められます。

6.5.3

温度範囲
オイルの最低温度

オイルの最高温度

標準設定

30 ℃

180 ℃

175 ℃

パンの蓋を閉じた状態で油脂を予熱すると、油脂は最高で150°Cに予熱されます。 食品に含まれるアクリル
アミド [} 88]に関する以下の注意事項にご注意ください。

6.5.4

パンに油脂を注入し、空にする
オイルカートは、パンに油脂を注入し、空にするために使用します。オイルカートを用いると、最高温度
180°Cの油脂をパンに注入できます。フライ調理の後は、油脂をオイルカートに戻すことができます。
オイルカートに注入する

a

排出口が閉まっている。

1. オイルカートの蓋を開けてください。
2. オイルカートに希望の量の油脂を注入します。オイルカートの最低および最大許容充填量（15／49リット
ル）を遵守してください。
固形脂肪を溶かす

a

オイルカートの中には少なくとも15リットル分の固形脂肪がある。

1. ヒーターのスイッチを0からIにしてください。

> 脂肪は80°Cに加熱され、液状になります。ヒーターの稼働中はポンプは作動しません。
2. 脂肪が液状になったら、ヒーターのスイッチをIから0にします。

> ヒーターがオフになります。これで今、パンに脂肪を注入することができます。
パンに注入する

a

オイルカートの中に液状の油脂がある。

1. オイルカートをユニットまで動かします。
2. 油脂が確実にパンの中に流入するように、排出管をパンの上に旋回してください。
3. オイルカートの固定用ブレーキをかけてください。
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4. 電源コードを用いてオイルカートを電源に接続してください。
5. オイルカートをオンにしてください。
6. ポンプのスイッチを0からIにしてください。

> オイルカートのポンプが油脂をパンに送ります。
7. 希望する量の油脂がパンに注入されたら、ポンプのスイッチをIから0にします。
8. オイルカートを電源から外し、固定用ブレーキを解除して、オイルカートを保管場所まで動かします。
警告！ 火傷の危険！熱い油脂がパンにポンプ注入されると、排出管が非常に熱くなります。グリップ以外
の部分に触らないでください。
パンを空にする

a

排出口が閉まっている。

1. オイルカートをユニットのパンの水切り口の高さまで動かします。
2. オイルカートの固定用ブレーキをかけてください。
3. オイルカートの蓋を開けて、フィルターを開口部に入れてください。
4.

警告！ 火傷の危険！パンを傾けるのが速すぎると、熱いオイルが飛び散るおそれがあります。火傷か
ら身を守るために、各個人用の保護具を着用してください。油脂がオイルカートのちょうど開口部に流れ
込むように、用心してパンを傾けてください。オイルカートのフィルターから溢れないように注意してく
ださい。そうしないと、油脂をすべてろ過できません。

5. 完全に排出されるまで、パンを完全に傾けてください
6. フィルターを外して、洗ってください。
7. オイルカートの蓋を閉じてください。
8. 固定用ブレーキを解除して、オイルカートを保管場所まで動かします。

6.5.5

固形脂肪を溶かす
パンにオイルカートで注入 [} 42]しない場合は、固形脂肪を以下のように溶かすことができます。
1. 固形脂肪をパンに充填します。 最小および最大許容充填量 [} 17]にご注意ください。
2. マニュアルモードで揚げるを選択します。

>> パンが自動的に設定温度に予熱されます。 脂肪が液状になります。 脂肪が希望の温度に達すると、パン
に投入するよう求められます。詳細はこちら： 食品を揚げる [} 43]

6.5.6

食品を揚げる
揚げ物の調理にはフライバスケットの使用をお勧めします。 したがって、次の段落では、フライバスケット
を用いた揚げ物調理について説明します。

1. 使用したいパンを選択する
2. 自動昇降用アームを取り付けます。
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3. バスケットを掛けます。
4. オイルをパンに充填します。 [} 42].
5. メニューバーで以下のボタンを押してください。
6. ボタンを押してください。
7. ボタンを押してください。
8. パン底の温度を設定してください。 注！ 技術的な問題により油脂が230°Cに達すると、安全確保のため
にユニットが自動的にオフになります。 ユニットを再び運転するためには、ラショナルのサービスパート
ナーまでご連絡ください。

> これで、調理時間または芯温をもとに調理するかどうかを決定することができます。 両調理パラメータの
うち1つしか選択できないことにご注意ください。 両調理パラメータを組み合わせることはできません。
9. 調理時間をもとに調理するには、以下のボタンを押してください。
10. 調理時間を設定してください。
11. 芯温をもとに調理するには、以下のボタンを押してください。
12. 芯温を設定してください。

> ユニットが予熱されます。予熱が完了すると、ユニットに投入するように求められます。
13. ユニットに投入してください。
14. 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。

> バスケットは自動的に降下します。
15. 調理中にバスケットを上げる場合は、以下のボタンを押してください。

> 設定された調理時間が終了するか、設定された芯温に達すると、バスケットは自動的に上昇します。
16. 希望の仕上がりになったら、フライバスケットを取り出します。

6.6

マニュアル調理を中断する
概観ビュー
両方のパンで調理していて、両方のパンが概要ビュー [} 15]にある場合は、プロセスを同時に中断できます。
1. ボタンを押してください。

>> 調理パスが中断されます。
フォーカスビュー
フォーカスビュー [} 15]では以下の方法で調理を中断できます。
1. 以下のボタンを押したままにしてください。

> 調理パスが中断します。
2. ボタンを押してください。

> プロセスを本当に中断したいか尋ねられます。
3. 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。 OK
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7

圧力調理（オプション）
危険
アルコールを用いた圧力調理による熱傷と火傷
このシステムは、水を用いた圧力調理のために設計されています。 沸点が水の沸点より低い液体（アルコ
ールなど）で食品を圧力調理して、パンの蓋のロックを解除すると、熱い液体が蒸発し、食品と一緒に勢い
よくパンから吹き出すことがあります。 そうした際には非常に重度の熱傷や火傷を被るおそれがありま
す。
1. 圧力調理の際には、水のみを調理用の液体として使用してください。
2. 常に各個人用の保護装備を着用してください。
オプションの圧力調理機能を使用すると、過圧により沸騰温度が上昇するため、ラグー、シチュー、フォン、
スープ、シチューなどの調理時間が最大35％短縮されます。 iVarioBoost加熱システムはパンの中で圧力を生
成し、この圧力を調理の間コンスタントに維持します。 そうすることにより、食材の細胞組織の損傷を防
ぎ、短時間で優れた仕上がりを達成することができます。 調理時間の短縮は、生産量と生産性の向上につな
がります。
週に1度以上圧力調理をおこなうと、加圧調理システムは理想的に稼動します。 このオプションを余り頻繁に
使用しない場合、圧力調理システムに詰まりが生じて、調理後の減圧に時間がかかることがあります。 そう
した場合は、週に1度、最低充填量の水で圧力調理をおこなうことをお勧めします。 これにより圧力調理の機
能性を維持できます。

調理モード
中断する

調理パラメータ

アクション

7.1

一般的な安全注意
n

n

n

パンの蓋のスチームノズルは、強い衝撃を受けると、外れて食品に落ちてしま
うことがあります。 気付かずにスチームノズルを食品と一緒に提供すると、ス
チームノズルの一部を飲み込むんでしまうおそれがあります。
オイル、牛乳、またはとろみのあるソースでは、決して圧力調理しないでくだ
さい。 こうした食品には含まれる水分が少ないので、圧力を生成できません。
食品が焦げ付くおそれがあります。
熱傷や火傷を回避するために。
– 熱傷や火傷から身を守るために、各個人用の保護具を着用してください。
– パンの最大許容投入量を上回ったり、最小許容投入量を下回ったりしないよ
うにしてください。
– 圧力のかかった状態では、決してアルコールで食品を調理しないでくださ
い。 アルコールは水よりも沸点が低く、吹きこぼれるおそれがあります。
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– 圧力調理後は、用心してパンの蓋を開けてください。 熱い食品が泡立って
こぼれたり、飛び散ったりすることがあります。
7.2

リクエスト
圧力調理中には、次の追加リクエストが表示されます。
最大充填量を守ってください
パンの最大充填量を超えていないことを確認するように求められます。詳細はこちら： 充填量 [} 17]
1. 以下のボタンを押して確認してください。
パンの蓋をロックする
パンの蓋をロックするように求められます。
1. ボタンを押してください。

> パンの蓋は自動的にロックされます。
パンの蓋のロックを解除する
パンの蓋のロックを解除するように求められます。
1. ボタンを押してください。

> パンの蓋は自動的にロック解除されます。

7.3

情報
圧力調理中には、次の追加情報が表示されます。
n

圧力生成
パンの中で圧力が生成されます。

n

減圧
パンの中で減圧されます。 圧力が完全に下がるまで待ってください。 ユニットをオフにしてください。

7.4

オプション
圧力調理機能を用いるスマートな調理パスを選択すると、次の追加オプションが表示されます。
時間継続
このオプションでは、時間を設定して調理パスを続行できます。

7.5

食品を圧力調理する
危険
アルコールを用いた圧力調理による熱傷と火傷
このシステムは、水を用いた圧力調理のために設計されています。 沸点が水の沸点より低い液体（アルコ
ールなど）で食品を圧力調理して、パンの蓋のロックを解除すると、熱い液体が蒸発し、食品と一緒に勢い
よくパンから吹き出すことがあります。 そうした際には非常に重度の熱傷や火傷を被るおそれがありま
す。
1. 圧力調理の際には、水のみを調理用の液体として使用してください。
2. 常に各個人用の保護装備を着用してください。
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1. 使用したいパンを選択する
2. メニューバー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。

> ユニットが予熱されます。
4. 調理時間をもとに調理するには、以下のボタンを押してください。
5. 調理時間を設定してください。
6. 芯温をもとに調理するには、以下のボタンを押してください。
7. 芯温を設定してください。

> 予熱が完了すると、ユニットに投入するように求められます。
8. ユニットに投入してください。
9. 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。
警告！ パンの縁がきれいな状態であり、パンと蓋の間に何もないことを
10. パンの蓋を閉めてください。
確認してください。 パンの蓋が完全に閉まっていないと、圧力調理を開始できないか、圧力調理中に高温
の蒸気が漏れてしまいます。
警告！ パンの蓋をロックする際には、指や手が挟ま
11. 以下のボタンを押したままにしてください。
るおそれがあります。 パンの蓋がロックされている間はユニットとの距離を保ってください。

> パンの蓋がロックされます。 パンの中で圧力が生成されます。 設定した調理時間が終了するか、設定し
た芯温に到達すると、パンの中の圧力が低下します。
12. 以下のボタンを押したままにしてください。

> パンの蓋のロックが解除され、調理プロセスが終了します。 注！ リクエストが出たら、パンの蓋を開き
ます。 パンの蓋を開けないと、パンの中で負圧が発生する可能性があり、そうなると、パンの蓋を開けら
れなくなります。
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iZone Control
iZoneControlを利用すると、パン底を複数の加熱ゾーンに分割し、これらを異なる温度で運転することができ
ます。使用しない面は冷たい状態のままです。希望の仕上がりを入力してから、各加熱ゾーンの調理パスをス
タートします。加熱ゾーンは、希望の仕上がりにするために理想的な温度に昇温されます。
型式2-XSでは、このスマートなアシスタントをオプションで利用できます。

注
ゾーン間の温度差が130°Cを超えてはいけません。

パンの分割

チケット選択ウィンドウ

パンの割り当て

プリセットを編集する

ゾーン

加熱面

アクション

8.1

チケット

8.1.1

プリセットされているチケット
様々なモード用のプリセットチケットが利用可能です。
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1. メニューバー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。

> プリセットされているチケットが表示されます。
>> チケットを配置 [} 55]するか、独自のチケットを作成 [} 49]することができます。

8.1.2

独自のチケットの作成
希望のマニュアルモード、スマートな調理パスまたはプログラムはいずれもをチケットボードに追加できま
す。構成をバスケットとして保存しない場合、新しいバスケットをロードした時点でチケットボードが上書き
されます。
1. メニューバー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。
1. スマートな調理パスをチケットボードに追加するには、以下のボタンを押してください。
2. 調理パスのリストをスクロールするか、モードと調理パスを組み合わせて、調理パスのリストにフィルタ
ーをかけます。
3. マニュアルプログラムをチケットボードに追加するには、以下のボタンを押してください。
4. スマートなプログラムをチケットボードに追加するには、以下のボタンを押してください。
5. バスケットをチケットボードに追加するには、以下のボタンを押してください。
6. 希望するアイテムを下のエリアにドラッグして配置してください。

> アイテムがチケットとして表示されます。
チケットの編集
1. チケットの調理パラメータを編集するには、以下のボタンを押してください。

> チケットの調理パラメータが表示されます。
2. 調理パラメータを希望にあわせて調整してください。
3. 変更を保存するには、以下のボタンを押してください。
チケットボードからチケットを削除する
1. チケットボードからチケットを削除するには、以下のボタンを押してください。
チケットボードを保存する

1. チケットボードに名前を付けるには、以下のボタンを押してください。
2. チケットを一時的にチケットボードに追加するには、以下のボタンを押してください。
3. チケットボードを保存するには、以下の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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>> チケットがバスケットとして保存されます。バスケットはプログラミングモードで表示されます。

8.1.3

チケットボードを編集する
希望のスマートな調理パスまたは任意のプログラムはいずれもチケットボードに追加できます。構成をバスケ
ットとして保存しない場合、新しいバスケットをロードした時点でチケットボードが上書きされます。
iCookingSuite

1. メニューバーで以下のボタンを押してください。
2. 希望の調理パスの後ろにある次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. メニューバーで以下のボタンを押してください。
5. ボタンを押してください。

>> スマートな調理パスがチケットボードに表示されます。
プログラミングモード

1. メニューバーで以下のボタンを押してください。
2. 希望のプログラムまたはバスケットの後ろにある次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. メニューバーで以下のボタンを押してください。
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5. ボタンを押してください。

> プログラムとバスケットがレシートボードに表示されます。

8.2

パンの分割
iZoneControlを使用すると、パンの底を最大で4つのゾーンに分割できます。 以下の方法があります。

8.2.1

n

1つのパンに1つのゾーン

n

1つのパンに2つのゾーン

n

1つのパンに3つのゾーン、もう1つのパンに1つのゾーン

プリセット済みのパン分割

1. メニューバー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. プリセット済みのパン分割を1つ選択してください。
4. 使用したいパンを選択する

>> パン底が自動的に複数のゾーンに分割されます。これで今、各ゾーンにチケットを配置できます。
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8.2.2

独自のパン分割を作成する

1. メニューバー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。
5. 可能なゾーンのリストをスクロールするか、1、2、または3のボタンを押して、可能なゾーンのリストを分
類します。
6. 希望のパン分割を選択して、これを以下のエリアにドラッグして配置してください。
パン分割の編集

1. パン分割を編集するには、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. パンの中で使用したいエリアをタップする

> ゾーンが希望にあわせて調整されます。
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4. このゾーンを確定するには、以下のボタンを押してください。
5. 1つのゾーンを削除するには、以下のボタンを押してください。
6. パン分割を保存するには、以下のボタンを押してください。
パン分割の削除
1. パン分割を削除するには、以下のボタンを押してください。
パン分割の保存
1. 新規のパン分割に名前を付けるには、以下のボタンを押してください。
2. パン分割を一時的にのみ追加するには、以下のボタンを押してください。
3. 構成を保存するには、以下のボタンを押してください。

>> パン分割が表示されます。

8.2.3

パンを複数のゾーンに分割する
パン分割機能を用いずに、パンをゾーンに分割することができます。この分割は一時的なものであり、パンに
パン分割を配置した時点で上書きされます。

1. 使用したいパンを選択する
2. メニューバーで以下のボタンを押してください。
3. パンのいずれかのエリアをタップします。

> そのエリアが1つのゾーンに変わる。
4. このゾーンを確定するには、以下のボタンを押してください。
5. このゾーンを拡大するには、以下のボタンを押してください。
6. ボタンを押してください。
7. パンの中で使用したいエリアをタップする

> ゾーンが拡大される。
8. このゾーンを確定するには、以下のボタンを押してください。

> ゾーンが確定されました。
9. ゾーンを追加するには、まだ割り当てられていないエリアをタップします。
10. 確定したゾーンを消去するには、以下のボタンを押してください。
11. ボタンを押してください。
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8.3

パンの割り当て

8.3.1

プリセットされているパンの割り当て

1. メニューバー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。

> プリセットされているパンの割り当てが表示されます。
3. 希望のパンの割り当てを選択してください。
4. 使用したいパンを選択する

>> 選択した割り当ての設定が自動的にパンに適用されます。各ゾーンが保存されている温度に予熱されま
す。その温度に達すると、ユニットに投入するように求められます。

8.3.2

独自のパンの割り当てを作成する
1. メニューバー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。
5. 可能なパンの割り当てのリストをスクロールするか、1、2、または3のボタンを押して、リストを分類しま
す。
パンの割り当てを削除する
1. パンの割り当てを削除するには、以下のボタンを押してください。
パンの割り当ての保存
1. 新規のパンの割り当てに名前を付けるには、以下のボタンを押してください。
2. パンの割り当てを保存するには、以下のボタンを押してください。

>> パンの割り当てが表示されます。

8.4

iZoneControlで調理する
以下の4つの方法を用いて調理することができます。
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n

プリセットされているチケット [} 48]

n

プリセットされているゾーンの割り当て [} 54]

n

マニュアルモード [} 55]

n

インテリジェントな調理プロセス [} 55]
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8.4.1

マニュアルモード

1. メニューバーで以下のボタンを押してください。
2. 希望のパンと希望のゾーンを選択してください。
3. メニューバーで以下のボタンを押してください。

> マニュアルモードが表示されます。
4. 希望のモードを選択してください。

> マニュアルモードがパンまたはゾーンに割り当てられます。
5. 調理パラメータを希望にあわせて調整するには、以下のボタンを押してください。
6. ボタンを押してください。

> 調理パラメータが表示されます。
7. 調理パラメータを調整してから、以下のボタンを押して変更を保存してください。

> パンまたはゾーンが設定温度に予熱されます。 その温度に達すると、ユニットに投入するように求められ
ます。

8.4.2

チケットの配置
a パンを複数のゾーンに分割しました

[} 51]。

1. ボタンを押してください。
2. 希望するチケットがマークされるまで長押ししてから、そのチケットを希望のゾーンにドラッグして配置
します。

> そのゾーンが予熱されます。
3. または、希望のチケットを押してから希望のゾーンを押します。

> チケットがゾーンに割り当てられ、ゾーンが予熱されます。
>> その温度に達すると、ユニットに投入するように求められます。
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9

プログラミングモード
プログラミングモードでは、独自のマニュアルプログラム [} 57]、スマートな調理パス [} 58]、バスケット
[} 56]を作成、保存、管理できます。 ここでは、すべてのマニュアル調理モード、インテリジェントな調理
パス、および事前にプログラムされたバスケットを利用できます。

新しいプログラムを作成する
マニュアルモード

バスケット

スマートモード

アルファベット順

お気に入り

日付順

9.1

バスケットのプログラミング
1. メニューバー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。 + 新しいエレメント
3. ボタンを押してください。
4. スマートな調理パスをバスケットに追加するには、以下のボタンを押してください。

> スマートな調理パスがすべて表示されます。
5. リストをスクロール、またはモードを選択してから、希望の調理パスを押してください。

> 調理パスが

でマークされ、バスケットに追加されます。

6. 保存済みのプログラムをバスケットに追加するには、以下のボタンを押してください。

> すべてのプログラムが表示されます。
7. リストをスクロールしてから、またはマニュアルモードあるいはインテリジェントモードを選択してか
ら、希望のプログラムを押してください。

> 調理パスが

でマークされ、バスケットに追加されます。

バスケットをチェックする
1. バスケットをチェックするには、以下のボタンを押してください。

> 選択されたスマートな調理パスとプログラムがすべて表示されます。
2. バスケットからいずれかのアイテムを削除するには、以下のボタンを押してください。
プログラム画像

a

画像をインポートしました [} 68]。

1. バスケットに画像を割り当てるには、以下のボタンを押してください。
2. 画像を選択してください。
3. 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。
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バスケットを保存する
1. バスケットに名前を付けるには、以下のボタンを押してください。
2. 名前を入力してください。
3. バスケットを保存するには、以下のボタンを押してください。

>> バスケットがプログラムリストに表示されます。

9.2

プログラムをマニュアル作成する
以下のモードを利用できます。
n

煮る

n

焼く

n

揚げる

n

優しく沸かす

煮る、焼くまたは優しく煮るの各モードの調理ステップを揚げるモードと組み合わせることはできません。

1. メニューバー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。 + 新しいエレメント
3. ボタンを押してください。

> 利用できる調理ステップの一覧が表示されます。
4. 希望の調理ステップを選択し、下のエリアにドラッグして配置します。注！ 調理ステップを任意に組み合
わせることはできません。 予熱と投入は1つの列から選択する必要があります。 モードと調理パスの終了
は、別の列から選択できます。
5. プログラムにリクエストを加えるには、以下のボタンを押してください。

> 利用できるリクエストの一覧が表示されます。
6. 希望のリクエストを選択し、下のエリアにドラッグして配置します。
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7. 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。

> 選択した調理モードに応じて、設定可能な調理パラメータと追加機能が表示されます。
1. 調理ステップを希望にあわせて調整します。
2. 変更を保存するには、以下のボタンを押してください。
開始時間のプリセットとプログラム画像

a

画像をインポートしました [} 68]。

1. プログラムに開始時間のプリセットを割り当てるには、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。

開始時間のプリセット

3. ボタンを押してください。 オン
4. 開始時間を入力してください。
5. 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。
6. プログラムに画像を割り当てるには、以下のボタンを押してください。
7. ボタンを押してください。

プログラム画像を選択する

8. 画像を選択してください。
9. 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。
プログラムを保存する
1. プログラムに名前を付けるには、以下のボタンを押してください。
2. 名前を入力してください。
3. 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。

>> プログラムがチェックされます。 すべての調理パラメータが完全に設定され、適切に順序付けられると、
プログラムが保存され、プログラムリストに表示されます。

>> プログラムにエラーがある場合、当該個所がマークされます。 プログラムをもう一度保存する前にエラー
を修正してください。

9.3

インテリジェントなプログラムを作成する
スマートな調理パスをプログラムする場合、調理パラメータを希望にあわせて調整できます。 各調理ステッ
プの順序を変更することはできません。
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1. メニューバー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。 + 新しいエレメント
3. ボタンを押してください。

> 何をプログラムしたいか尋ねられます。
4. 以下の選択肢から1つ選んでください。
n

調理モード

n

調理モードと調理方法

n

調理方法

選択した後に、該当するインテリジェントな調理パスが表示されます。
1. 希望のスマートな調理パスを選択してください。

> 各調理ステップが表示されます。 この時点で調理パラメータを希望にあわせて調整できます。 最初の調
理ステップは赤でマークされています。

2. ボタンを押してください。
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> 選択した調理パスに応じて、設定可能な調理パラメータと追加機能が表示されます。 調理パスの標準設定
は次のアイコンで印付けられています。
3. 調理パラメータを希望にあわせて調整してください。
4. 変更を保存するには、以下のボタンを押してください。

> 各調理ステップが再び表示されます。
開始時間のプリセットとプログラム画像

a

画像をインポートしました [} 68]。

1. プログラムに開始時間のプリセットを割り当てるには、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。

開始時間のプリセット

3. ボタンを押してください。 オン
4. 開始時間を入力してください。
5. 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。
6. プログラムに画像を割り当てるには、以下のボタンを押してください。
7. ボタンを押してください。

プログラム画像を選択する

8. 画像を選択してください。
9. 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。
プログラムを保存する
1. プログラムに名前を付けるには、以下のボタンを押してください。
2. 名前を入力してください。
3. 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。

>> プログラムがプログラムリストに表示されます。

9.4

プログラムの編集と削除
a マニュアルプログラム [} 57]、スマートな調理パス

[} 58]、またはバスケット [} 56]をプログラミングし

た。
1. プログラムを編集するには、以下のボタンを押してください。
以下の編集オプションがあります。

9.5

n

アイテムの編集

n

アイテムの複製

n

アイテムの削除

プログラムとバスケットの開始
マニュアルプログラム
1. プログラムを開始するには、希望のプログラムを押してください。
2. 使用したいパンを選択する

> プログラムがすぐにスタートします。 すべての調理ステップが表示されます。
3. マニュアルプログラムをiZoneControlに送信するには、以下のボタンを押してください。
4. ボタンを押してください。

>> マニュアルプログラムがチケットボードに表示されます。 これで通常どおりチケットを配置できます。
インテリジェントな調理パス
1. インテリジェントな調理パスを開始するには、希望のプログラムを押してください。
2. 使用したいパンを選択する

> プログラムがすぐにスタートします。 すべての調理ステップが表示されます。
3. スマートな調理パスをiZoneControlに送信するには、以下のボタンを押してください。

60 / 92

オリジナル取扱説明書

9 | プログラミングモード

4. ボタンを押してください。

>> インテリジェントなプログラムがチケットボードに表示されます。 これで通常どおりチケットを配置でき
ます。
バスケット
1. バスケットをiZoneControl に転送するには、希望のバスケットを押してください。

> バスケットのすべてのアイテムがチケットボードに表示されます。 これで通常どおりチケットを配置でき
ます。.
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10

モードの変更
iVarioでは、マニュアル調理、iCookingSuite、iZoneControlの各モード間でいつでも簡単に切り替えることが
できます。 これで、作業の負担を軽減する自動化された調理知能と、場合に応じて必要となる制御オプショ
ンを最適に組み合わせて使用できます。
n

iZoneControlのスマートチケットをマニュアルモードに変換することが可能です。

n

iCookingSuiteのインテリジェントな調理パスをiZoneControlのスマートチケットに変換することが可能で
す。

n

iCookingSuiteのインテリジェントな調理パスをマニュアルモードに変換することが可能です。

スマートチケットをマニュアルモードに変換する

a

チケットを配置してある。 調理の進行中。

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

> 調理パラメータが表示されます。
3. メニューバーで以下のボタンを押してください。
4. 適切なマニュアルモードを選択してください。

> 調理がすでに進行中であることを通知するメッセージが表示されます。
5. ボタンを押してください。 進行中のプロセスを切り替える

>> チケットの調理パラメータが引き継がれ、マニュアルモードで表示されます。
インテリジェントな調理パスをスマートなチケットに変換する

a

インテリジェントな調理パスを開始した。 調理の進行中。

1. メニューバーで以下のボタンを押してください。

> 調理がすでに進行中であることを通知するメッセージが表示されます。
2. ボタンを押してください。 進行中のプロセスを切り替える

>> インテリジェントな調理パスがiZoneControlに送信され、いずれかの段に表示されます。
インテリジェントな調理パスをマニュアルモードに変換する

a

インテリジェントな調理パスを開始した。 調理の進行中。

1. メニューバーで以下のボタンを押してください。
2. 適切なマニュアルモードを選択してください。

> 調理がすでに進行中であることを通知するメッセージが表示されます。
3. ボタンを押してください。 進行中のプロセスを切り替える

>> インテリジェントな調理パスの調理パラメータが引き継がれ、マニュアルモードで表示されます。
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11

設定
ユニットの出荷時設定は、ニーズにあわせて持続的に調整できます。
1. ボタンを押してください。

> すべての設定オプションの一覧が表示されます。
n

お気に入り [} 63]

n

表示 [} 63]

n

照明 [} 64]

n

音 [} 65]

n

調理システム [} 66]

n

加熱 [} 67]

n

洗浄

n

データ管理 [} 67]

n

ネットワーク設定 [} 69]

n

MyEnergie

n

メッセンジャー

n

ユーザープロフィール [} 70]

n

サービス [} 70]

n

ConnectedCooking [} 71]

設定を変更するには、リストをスクロールして、希望のカテゴリーを押します。 各カテゴリーには豊富な設
定オプションが割り当てられており、これらはジェスチャ [} 16]または中央ジョグダイヤル [} 17]で変更でき
ます。

11.1

お気に入り
お気に入りとして印をつけたすべての設定は「お気に入り」で表示されます。
1. 設定を選択してください
2. ボタンを押してください。

>> 設定がお気に入りとして保存されました。

11.2

表示
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

11.2.1

表示

言語
ここではユーザーインターフェースの言語を変更できます。
1. ボタンを押してください。言語
2. 希望の言語を選択してください。

>> ユーザーインターフェースの言語がすぐに変更されます。

11.2.2

日付と時間
ここでは以下の設定を変更できます。
n

日付

n

時刻

n

24h/12hの切り替え

日付
1. ボタンを押してください。

日付

> カレンダーが表示されます。
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2. 希望の日付を選択してください

>> この日付が自動的に適用されます。
時刻
時刻

1. ボタンを押してください。

> 時刻が表示されます。
2. 時刻を押してください。
3. 希望の時刻を設定してください。

>> この時刻が自動的に適用されます。
24h/12hの切り替え
1. 12時間制に設定する場合は12を、24時間制に設定する場合は24を選択します。
ConnectedCooking
ConnectedCookingを介して時刻を自動的に同期させることも可能です。
1. ボタンを押してください。
ConnectedCooking

2. ボタンを押してください。

3. 自動時刻同期の隣にある以下のボタンを押してください： オン

11.2.3

温度の単位
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。

11.2.4

容量の単位
ここでは容積をリットル「L」またはガロン「G」で表示するかを設定できます。

11.2.5

プログラム表示
ここでは、iCookingSuiteおよびプログラミングモードで、スマートな調理パスを1列、2列、または3列で表示
するかを設定できます。

プログラム表示

1. ボタンを押してください。
2.

1列、

2列、または

3列から選択します。

>> 選択はすぐに適用されます。

11.3

照明
1. ボタンを押してください。

64 / 92

オリジナル取扱説明書

11 | 設定

2. ボタンを押してください。

11.3.1

照明

ディスプレイの明度
ここでは、ディスプレイの明度を0〜100％の段階で調整できます。
1. ボタンを押してください。

ディスプレイの明度

2. 目盛り上で希望の値を選択してください。

>> ディスプレイの明度がすぐに調整されます。

11.4

音
1. ボタンを押してください。
音

2. ボタンを押してください。

11.4.1

マスターボリューム
ここでは、ユニットのマスターボリュームを0〜100％の段階で調整できます。
マスターボリューム

1. ボタンを押してください。

2. 目盛り上で希望の値を選択してください。

>> マスターボリュームがすぐに調整されます。

11.4.2

投入・作業リクエスト
ここでは、ユニットに投入するとき、または作業をリクエストされたときに、どのトーンまたはメロディーを
鳴らすかを設定できます。 37種類から選択できます。
1. ボタンを押してください。

投入/運転リクエスト

2. ボタンを押してください。

トーン

3. 希望するトーンを押してください。

> トーンが鳴ります。
4. トーンを切りたい場合は、以下のボタンを押してください。 オフ
5. 概要に戻るには、アイコンバーでを押します。
6. ユニットに投入されるか、アクションが確認されるまで音を鳴らしたい場合は、以下のボタンを押してく
ださい。 連続再生オン
7. 特定の時間だけ音を鳴らしたい場合は、以下のボタンを押してください。 連続再生オフ

> エリア トーンの長さがアクティブになります。
8. 時間を0〜180秒で設定します。
9. 設定を適用するには、アイコンバーにある以下のボタンを押してください。

>> 概要に戻ります。

11.4.3

プログラムステップ終了
ここでは、プログラムステップが終了したときにどのトーンまたはメロディーを鳴らすかを設定できます。
37種類から選択できます。
1. ボタンを押してください。

プログラムステップ終了

2. ボタンを押してください。

トーン

3. 希望するトーンを押してください。

> トーンが鳴ります。
4. トーンを切りたい場合は、以下のボタンを押してください。 オフ
5. 概要に戻るには、アイコンバーで

を押します。

6. ユニットに投入されるか、アクションが確認されるまで音を鳴らしたい場合は、以下のボタンを押してく
連続再生オン
ださい。
7. 特定の時間だけ音を鳴らしたい場合は、以下のボタンを押してください。

> エリア
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8. 時間を0〜180秒で設定します。
9. 設定を適用するには、アイコンバーにある以下のボタンを押してください。

>> 概要に戻ります。

11.4.4

調理時間の終了
ここでは、調理時間が終了したときにどのトーンまたはメロディーを鳴らすかを設定できます。 37種類から
選択できます。
1. ボタンを押してください。

調理時間の終了

2. ボタンを押してください。

トーン

3. 希望するトーンを押してください。

> トーンが鳴ります。
4. トーンを切りたい場合は、以下のボタンを押してください。 オフ
5. トーンの概要に戻るには、アイコンバーで

を押します。

6. ユニットに投入されるか、アクションが確認されるまで音を鳴らしたい場合は、以下のボタンを押してく
連続再生オン
ださい。
7. 特定の時間だけ音を鳴らしたい場合は、以下のボタンを押してください。

> エリア

連続再生オフ

トーンの長さがアクティブになります。

8. 時間を0〜180秒で設定します。
9. 設定を適用するには、アイコンバーにある以下のボタンを押してください。

>> 概要に戻ります。

11.4.5

調理中断/エラー
ここでは、エラーが検出されたときにどのトーンまたはメロディーを鳴らすかを設定できます。 37種類から
選択できます。
1. ボタンを押してください。

調理中断/エラー

2. 希望するトーンを押してください。

> トーンが鳴ります。
3. トーンを切りたい場合は、以下のボタンを押してください。 オフ
4. 概要に戻るには、アイコンバーで

を押します。

5. ユニットに投入されるか、アクションが確認されるまで音を鳴らしたい場合は、以下のボタンを押してく
連続再生オン
ださい。
6. 特定の時間だけ音を鳴らしたい場合は、以下のボタンを押してください。

> エリア

連続再生オフ

トーンの長さがアクティブになります。

7. 時間を0〜180秒で設定します。
8. 設定を適用するには、アイコンバーにある以下のボタンを押してください。

>> 概要に戻ります。

11.5

調理システム
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

11.5.1

調理システム

ユニット型式の情報
ここでは、ユニットがどの型式に属し、どのソフトウェアバージョンがインストールされているかを確認でき
ます。

66 / 92

オリジナル取扱説明書

11 | 設定

11.5.2

デモモード
ここでは、ユニットをデモモードに切り替えることができます。 この機能は、調理を行わずにユニットの機
能を披露したい場合に便利です。
1. この機能を有効化するには、次のボタンを押してホールドしてください。

オン

>> 機能が有効化されると、ユニットが再起動します。 フッターに以下のアイコンが表示されます。

11.6

加熱
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

11.6.1

加熱

国別料理（第1）
国別料理（第1）では、文化的食習慣がスマートな調理パスに変換されています。 これらのスマートな調理パ
スの調理パラメータでは、食習慣が反映されており、食品は各国の人々が期待するように調理されます。 こ
れで現地の料理だけでなく、世界各地の料理を調理できるようになります。 この設定は、設定言語に依存し
ません。
1. ボタンを押してください。

国別料理（第1）

2. リストをスクロールして、希望の国別料理（第1）を選択します。

>> この選択はすぐに適用されます。 iCookingSuiteには、国別料理に対応するスマートな調理パスが表示され
ます。 スマートな調理パスの調理パラメータは、文化的食習慣に対応しています。

11.6.2

国別料理（第2）
国別料理（第1）に加えて、追加の国別料理を設定できます。 そうすると、2か国の代表的な料理を同時に調
理できます。 これは例えば、レストランで、外国料理をフィーチャーした特別週替わりメニューを提供する
場合などに便利です。
1. ボタンを押してください。

国別料理（第2）

2. リストをスクロールして、希望の国別料理（第2）を選択します。

>> この選択はすぐに適用されます。 iCookingSuiteでは、国別料理（第2）の追加のスマートな調理パスが表
示され、 で印付けられています。 調理パラメータの設定は、引き続き国別料理（第1） [} 67]から影響
を受けます。

11.7

データ管理
データ管理機能は、USBスティックをユニットに接続している場合にのみ利用できます。
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

データ管理

以下の設定を調整できます。

11.7.1

n

HACCPデータのエクスポート [} 67]

n

エラー統計ログのエクスポート [} 69]

n

プログラムのエクスポートとインポート [} 67]

n

プロフィールのエクスポートとインポート [} 68]

n

ユニットの基本設定のエクスポートとインポート [} 69]

HACCPデータのエクスポート
ここでは、ユニットが記録したすべてのHACCPデータをUSBスティックにエクスポートできます。 HACCP
データをConnectedCookingに自動的に転送することも可能です。

a

USBスティックがユニットに接続されている。

1. ボタンを押してください。

HACCPログをUSBスティックにコピーする

>> HACCPデータがUSBスティックに保存されます。

11.7.2

プログラムのエクスポートとインポート
ここでは、作成したすべてのプログラムをエクスポート、インポートすることができます。
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プログラムのエクスポート

a
a

プログラムをプログラミングモードで作成してある。
USBスティックがユニットに接続されている。

1. ボタンを押してください。

プログラムのエクスポート

>> 保存済みのプログラムがUSBスティックに保存されます。
プログラムのインポート
1. エクスポートしたプログラムを収録しているUSBスティックをユニットに接続してください。
2. ボタンを押してください。

プログラムのインポート

>> 保存したプログラムがインポートされ、プログラミングモードに表示されます。

11.7.3

プログラム全削除
ここでは、作成したすべてのプログラムを削除できます。
1. ボタンを押してください。 Alle プログラム全削除

> 本当にプログラムを削除したいか尋ねられます。
2. 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。

>> プログラムがすべて削除されたことを確認するメッセージが表示されます。

11.7.4

画像のエクスポートとインポート
ここでは、プログラムやバスケットに割り当てたい画像をインポート、エクスポートすることができます。
画像は以下の要件を満たす必要があります。
n

データのタイプ： PNG

n

色深度： 3 x 8 ビット

n

画像のサイズ： 130 x 130 px

n

データサイズ：最大50 kb

画像をインポートする
1. 画像をUSBメモリのuserpixというフォルダに保存します。
2. USBスティックをユニットに接続します。
3. ボタンを押してください。

画像のインポート

>> 保存されている画像がインポートされます。
画像のエクスポート

a
a

画像をインポートしました。
USBスティックがユニットに接続されている。

1. ボタンを押してください。

画像のエクスポート

>> 保存されている画像がUSBスティックに保存されます。

11.7.5

画像の全削除
ここでは、作成した全ての画像を削除できます。
1. ボタンを押してください。 画像の全削除

> 画像を本当に削除したいか尋ねられます。
2. 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。

>> 独自の画像がすべて削除されたことを確認するメッセージが表示されます。

11.7.6

プロフィールのエクスポートとインポート
プロフィールのエクスポート

a
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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. ボタンを押してください。

プロフィールのエクスポート

>> 保存済みのプログラムがUSBスティックに保存されます。
プロフィールのインポート
1. エクスポートしたプログラムを収録しているUSBスティックをユニットに接続してください。
2. ボタンを押してください。

プロフィールのインポート

>> 保存したプロフィールがインポートされ、ユーザー管理に表示されます。

11.7.7

全ての自分のプロフィールを削除する
ここでは、作成した全てのプロフィールを削除できます。 プリセットされているプロフィールは削除されま
せん。
1. ボタンを押してください。 全ての自分のプロフィールを削除する

> 本当にプロフィールをを削除したいか尋ねられます。
2. 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。

>> 自分のプロフィールがすべて削除されたことを確認するメッセージが表示されます。

11.7.8

ユニットの基本設定のエクスポートとインポート
ユニットの基本設定のエクスポート

a

USBスティックがユニットに接続されている。

1. ボタンを押してください。

ユニットの基本設定のエクスポート

>> ユニットの基本設定がUSBスティックに保存されます。
ユニットの基本設定のインポート
1. エクスポートしたユニット基本設定を収録しているUSBスティックをユニットに接続してください。
2. ボタンを押してください。

ユニットの基本設定のインポート

>> ユニットの基本設定がインポートされます。

11.7.9

ユーザーデータの全削除

11.7.10 エラー統計ログのエクスポート
ここではエラー統計ログをUSBスティックにエクスポートできます。

a

USBスティックがユニットに接続されている。

1. ボタンを押してください。

エラー統計ログをUSBスティックにコピーする

>> エラー統計ログがUSBスティックに保存されます。

11.8

ネットワーク設定
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ネットワーク設定

ユニットをWiFiネットワークに接続する方法については、こちらをご覧ください。 WiFi接続を確立する
[} 76]
ユニットをネットワークに接続する方法については、こちらをご覧ください。 ネットワーク接続を確立する
[} 75]

11.8.1

Wi-Fi
ここではユニットをWi-Fiネットワークに接続できます。詳細はこちら： WiFi接続を確立する [} 76]
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11.8.2

LAN（オプション）
ユニットをネットワークに接続する方法については、こちらをご覧ください：ネットワーク接続を確立する
[} 75]
IPネットワーク
ここではユニットのIPアドレスを入力します。
ゲートウェイ
ここではゲートウェイIPアドレスを入力できます。
IPネットマスク
ここではIPネットマスクを入力できます。
DNS 1
ここではメインDNSサーバーのアドレスを入力できます。
MACアドレス
ここではユニットのMACアドレスを表示できます。
DHCPがアクティブ
ここでは、DHCPをアクティブにするか非アクティブにするかを設定できます。
1. この機能を有効にするには、以下のボタンを押してください。オン

>> IPアドレス、ゲートウェイ、DNSが自動的に設定されます。

11.9

ユーザー管理
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ユーザー管理

プロファイルの作成、変更、および他のユニットへの転送の方法については、こちらをご覧ください。 プロ
フィールと権限の管理 [} 72]

11.10

サービス
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

サービス

以下の情報を確認できます。
n

ユニット型式情報

n

ChefLine [} 83]

n

ホットライン－サービス [} 83]

n

サービスレベル
この機能はRATIONAL認定サービスパートナーのみ利用できます。

n

ソフトウェアアップデート情報 [} 70]

n

インストールされているソフトウェアバージョン [} 71]

11.10.1 ユニット型式情報
ここでは、ユニットの名称、ならびに、どのソフトウェアバージョンがインストールされているかを確認でき
ます。

11.10.2 ソフトウェアアップデート情報
ここでは、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を確認できます。 ユニットを
ConnectedCookingに接続し、ソフトウェアアップデートの自動ダウンロード機能を有効にすると、ソフトウ
ェアアップデートが自動的に提供されます。詳細はこちら： ソフトウェアの更新を自動的に実行する [} 78]
ソフトウェアアップデートが利用可能になると、現在のソフトウェアバージョンが表示され、インストールの
開始ボタンがアクティブになります。
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1. ボタンを押してください。 インストールの開始

>> ソフトウェアアップデートが実行され、ユニットが再起動します。

11.10.3 インストールされているソフトウェアバージョン
ここでは、インストールされているソフトウェアバージョンとインストールされているヘルプパッケージに関
するすべての情報を確認できます。

11.11

ConnectedCooking
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ConnectedCooking

ユニットをConnectedCookingに接続する方法と、利用可能な機能については、こちらをご覧ください。
ConnectedCooking [} 76]
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12

厨房管理

12.1

プロフィールと権限の管理
ユーザーをプロフィールごとにグループ化し、これらのプロフィールにアクセス権を割り当てることができま
す。 標準設定では、削除不可能なプロフィールがユニットに割り当てられています。 最大で10件のプロフ
ィールを追加できます。

12.1.1

新しいプロフィールを作成する
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ユーザープロフィール

3. ボタンを押してください。 新規プロフィールの追加
4. 既存のプロフィールからプロフィールを派生させる場合は、以下のボタンキーを押してください：既存の
プロフィールから
5. プロフィールのテンプレートからプロフィールを派生させる場合は、以下のボタンを押してください：プ
ロフィールテンプレートから

> 新規プロフィールが作成されたことを通知するメッセージが表示されます。
6. ユーザープロフィールの概要に戻るには、アイコンバーで を押します。
7. ボタンを押してください。

プロフィールの編集

8. ボタンを押してください。

新規プロフィール

プロフィール設定の調整
1. ボタンを押してください。

プロフィール設定

2. プロフィールに名称を付けるには、以下のボタンを押してください。

プロフィール名を変更する

3. 一意のプロフィール名を入力して、キーボードのEnterキーを押します。

> プロフィールの概要に戻ります。
4. プロフィールにキーワードを割り当てるには、以下のボタンを押してください。
ワードを変更する

プロフィールのパス

5. パスワードを入力して、キーボードのEnterキーを押します。 パスワードを記憶して、権限を持たない第
三者によるアクセスを防止してください。 パスワードを忘れると、設定を呼び出せなくなります。 こう
した場合は、RATIONAL認定サービスパートナーまでご連絡ください。

> プロフィールの概要に戻ります。
6. プロフィールでユーザーインターフェースの言語を設定するには、以下のボタンを押してください。
言語を変更する
7. リストをスクロールして、希望の言語を選択します。

> プロフィールの概要に戻ります。
8. プロフィールに、メインユーザーあるいは権限が制限されたプロフィールのいずれかを割り当てるには、
プロフィールのタイプを変更する
以下のボタンを押してください。
メインユーザーを選択し
9. ユーザープロフィールにプロフィール編集のすべての権限を付与する場合は、
ます。 このプロフィールタイプを選択すると、全てのユーザーがユニットへの完全アクセス権を得ます
制限のあるユーザーを選択します。 この
10. ユーザープロフィールに制限付きの権限を付与する場合は、
プロフィールタイプを選択すると、お気に入りを除くユーザーインターフェースのすべての項目を非表示
にすることができます。

> プロフィールの概要に戻ります。
11. プロフィールに国別料理（第1）を割り当てるには、以下のボタンを押してください。
1）を変更する

国別料理（第

12. リストをスクロールして、希望の国別料理（第1）を選択します。

> プロフィールの概要に戻ります。
13. プロフィールに国別料理（第2）を割り当てるには、以下のボタンを押してください。
2）を変更する

国別料理（第

14. リストをスクロールして、希望の国別料理（第2）を選択します。
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> プロフィールの概要に戻ります。
15. お気に入りを除くユーザーインターフェースのすべての項目を非表示にしたい場合は、お気に入り以外の
項目を全て隠すの後ろにある以下のボタンを押してください。 オン
16. ユーザープロフィールの概要に戻るには、アイコンバーで

を押します。

メニューバーを調整する
メニューバーに表示する機能とスマートなアシスタントを定義してください。
1. ボタンを押してください。

メニューバーの調整

2. いずれかの機能やスマートなアシスタントを非表示にしたい場合は、以下の項目の後ろにあるこのボタン
を押してください。オフ
n

ホーム

n

マニュアル モード

n

iCookingSuite

n

iZoneControl

n

プログラミングモード

n

検索アシスタント

1. ユーザープロフィールの概要に戻るには、アイコンバーで

を押します。

調理パラメータの権限付与
調理パラメータの権限付与

1. ボタンを押してください。

2. ユーザープロフィールに、目標パラメータの変更を許可するには、以下のボタンを押してください。
操作可能
3. ユーザープロフィールが調理中に調理パラメータを変更することを禁じるには、以下のボタンを押してく
非表示
ださい。
1. ユーザープロフィールの概要に戻るには、アイコンバーで

12.1.2

プロフィールの起動
a プロフィールを作成してある。
1. ボタンを押してください。

を押します。

[} 72].
プロフィールの起動

2. 希望のプロフィールを選択してください
3. プロフィールにパスワードが割り当てられている場合は、パスワードを入力します。
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。

>> プロフィールはすぐに起動されます。
>> スタート画面を開くと、起動されたプロフィールが表示されます。 複数のプロフィールを表示している場
合は、リストをスクロールできます。 新しいプロフィールを作成 [} 72]するには、以下のボタンを押して
ください。 +

12.1.3

プロフィールを他のユニットに転送する
あるユニットで作成したプロフィールを別のユニットに転送することができます。

a

USBスティックがユニットに接続されている。

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

プロフィール

3. ボタンを押してください。

プロフィールのエクスポート

> 作成されたプロフィールはすべてUSBスティックにロードされます。
4. ダウンロードしたプロフィールを収めたUSBスティックを別のユニットに接続します。
5. ボタンを押してください。
6. ボタンを押してください。

ユーザー管理

7. ボタンを押してください。

プロフィールのインポート
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>> すべてのプロフィールがユニットにロードされ、少しすると表示されます。

12.1.4

プロフィールの削除
デフォルトで割り当てられている管理者プロフィールを除くすべてのプロフィールは削除可能です。

a

プロフィールを作成してある。 [} 72].
プロフィールの編集

1. ボタンを押してください。

2. 希望のプロフィールを選択してください
3. ボタンを押してください。

プロフィール設定

4. ボタンを押してください。

プロフィールの削除

>> プロフィールが削除されました。

12.2

衛生管理

12.2.1

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。

12.2.2

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

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

調理パスの名称

n

調理モードの変更

n

左のパン／右のパン

n

調理温度

n

パン蓋の位置の変更

n

アクティブ加熱システム

HACCPデータのエクスポート
HACCPデータは40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。 詳細はこ
ちら： HACCPデータのエクスポート [} 67]

12.2.3

HACCPデータを自動的にConnectedCookingに転送する
ユニットをConnectedCookingに接続している場合、調理パスが終了するとHACCPデータが自動的に
ConnectedCookingに転送されるように設定できます。

a

ユニットがConnectedCookingに接続されている [} 77]。

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ConnectedCooking

3. HACCPデータの自動転送の隣にある、以下のボタンを押してください。

オン

>> 現在、調理パス終了後にHACCPデータが自動転送されるようになりました。 connectedcooking.comまた
はConnectedCookingアプリでデータを見ることができます。

12.3

ユニットをネットワークに統合する
ユニットをネットワーク化している場合、以下をおこなえます。
n
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n

12.3.1

ユニットをConnectedCookingと接続する。

ネットワークケーブルを接続する
お使いのユニットには、ネットワーク接続がオプション装備されています。 ユニットをネットワークに接続
し、あらゆる方向からの噴出水からユニットを保護するには、次の特性を備えるネットワークケーブルを使用
してください。
n

カテゴリー6ネットワークケーブル

n

コネクタの長さが45 mm以下

n

コネクタの直径が18.5 mm以下

n

ケーブルの直径が5.5～7.5 mm

注意
ネットワーク接続部周辺の機能部品は60°Cを超える高温になることがあります
使用中または使用後に、ネットワークケーブルをユニットに接続すると、火傷するおそれがあります。
1. ネットワークケーブルを接続する前に、ユニットを冷却してください。

1. 保護カバーを外してください。
2. 保護カバーの各部品をネットワークケーブルに差してください。
3. ネットワークケーブルをネットワーク接続部に差し込んでください。
4. 保護カバーを取り付けてください。

12.3.2

ネットワーク接続を確立する
a ネットワーク接続のすべてのデータが手元にある。
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ネットワーク設定

3. ボタンを押してください。

LAN

4. ボタンを押してください。

IPネットワーク

5. IPアドレスを入力してください。
6. ボタンを押してください。

IPゲートウェイ

7. IPゲートウェイのアドレスを入力してください。
8. ボタンを押してください。

IPネットマスク

9. IPネットマスクを入力してください。
10. ネットワーク設定をサーバーよりクライアントに割り当てる場合は、DHCPをアクティブにしてくださ
オン
い。ボタンを押してください。

> これで、IPアドレス、ゲートウェイ、DNSが自動的に設定されます。
11. ボタンを押してください。

DNS 1 （優先）

12. DNSサーバーのアドレスを入力してください。
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12.3.3

WiFi接続を確立する
ウェブサイト経由でのログインが必要なWiFiネットワークにユニットを接続する場合、WiFi接続を確立できま
せん。
1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ネットワーク

3. この機能を有効にするには、以下のボタンを押してください。
4. ボタンを押してください。

オン

Wi-Fi

> 利用可能なすべてのWi-Fiのリストが表示されます。 WLANネットワークは、シグナル強度にもとづいて降
順で並べ替えられます。
5. 希望のWi-Fiネットワークを選択してください。

> Wi-Fiネットワークのパスワードを入力するように求められます。
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。

> 接続が正常に確立されると、フッターに次のアイコンが表示されます。
> このWi-Fiネットワークは、利用可能なWi-Fiネットワークのリストの冒頭に表示されます。
7. 接続の詳細を表示するには、WiFiネットワークの横にある次のボタンを押します。 V
8. 接続を解除するには、接続の詳細にある以下のボタンを押します。 解除する
9. アイコンバーを押すと

ネットワーク設定の概要に戻ります。

>> Wi-Fiネットワークの名称がWi-Fiの領域に表示されます。

12.3.4

ConnectedCookingを介してユニットを遠隔監視する
ユニットをConnectedCookingに接続している場合、ConnectedCookingアプリまたはconnectedcooking.comか
らユニットを遠隔監視できます。
スマートフォンを使わない

a

ユニットがConnectedCookingに接続されている [} 77]。

1. www.connectedcooking.comでログインしてください。
2. 以下を選択してください： 管理 > マイ・ユニット

> 登録されている全ユニットの一覧が表示されます。
3. ボタンを押してください。カメラのアイコン

>> ユニットのスタート画面が表示されます。 現在、ウェブインターフェースを介してユニットのディスプレ
イを見ることができます。
スマートフォンを使う

a
a

ユニットがConnectedCookingに接続されている [} 77]。
ConnectedCookingアプリをスマートフォンにインストールしてある。

1. ConnectedCookingアプリをスタートしてください。
2. ボタンを押してください。
3. 以下を選択してください：

マイ・ユニット

> 登録されている全ユニットの一覧が表示されます。
4. 希望のユニットを選択してください。
5. ボタンを押してください。カメラのアイコン

>> ユニットのスタート画面が表示されます。 これで今、スマートフォンを介してユニットのディスプレイを
見ることができます。

12.4

ConnectedCooking
ConnectedCookingはRATIONALの最新式ネットワーク・ソリューションです。 ご使用のRATIONALユニット
が1台であるか複数であるかに関わらず、ConnectedCookingから全く新しい、便利な活用方法が生まれます。
お使いのRATIONALユニットをネットワークへ接続し、connectedcooking.comで登録するだけで準備完了で
す。
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ConnectedCookingでは、オンライン状況、稼動統計、およびHACCP規定が満たされているかどうかを一目で
確認できます。 また、以下の機能も利用できます。
n

プッシュ通知
投入、完了、サービス通知などあらゆる情報を、リアルタイムで、ご希望の場所に送付します。

n

調理パスの転送と管理
実績のある調理パスをお使いの全ユニットに自動的に転送できます。

n

自動ソフトウェア・アップデート
ソフトウェアアップデートはいつも自動的に無償でご提供いたます。

これに加え、connectedcooking.comでは、広範なレシピライブラリ、当社のエキスパートによるヒントとコ
ツ、さまざまな活用方法ビデオなどをご覧いただけます。

12.4.1

ユニットをConnectedCookingと接続する
ユニットをConnectedCookingと接続すると、以下の機能を利用することができます。
n

HACCPデータを自動的にConnectedCookingに転送する [} 74]

n

サービスデータをConnectedCookingに自動的に転送する [} 83]

a
a

ネットワーク接続を確立してある。
connectedcooking.comで登録済み。

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。 ConnectedCooking
3. 接続するの隣にある以下のボタンを押してください。 オン

> しばらくすると、9桁のPINとQRコードが表示されます。 スマートフォンを手元にお持ちでない場合は、
www.connectedcooking.comで登録できます。 スマートフォンを手元にお持ちでない場合は、QRコードを
スキャンできます。
スマートフォンを使わずに登録する
1. PINを書き留めてください。
2. www.connectedcooking.comでログインしてください。
3. 以下のアイコンをクリックしてください。 ユニット管理
4. 以下を選択してください。 ユニットの概観
5. 以下のアイコンをクリックしてください。 「+」がついた赤いサークル
6. 名称のフィールドにユニットの名称を入力してください。
7. アクティベーションコードのフィールドに、ユニットに表示されたPINを入力してください。

>> しばらくするとこのユニットがConnectedCookingのユニット概要に表示されます。
>> ディスプレイには、ユニットがConnectedCookingサーバーに接続されていることが表示されます。 フッ
ターに以下のアイコンが表示されます。

>> ユニットの登録が完了したことを確認するメールが送られてきます。
スマートフォンを使って登録する

a
a

QRコードをスキャンできるアプリをスマートフォンにインストールしてある。
ConnectedCookingアプリをスマートフォンにインストールしてある。

1. QRコードをスキャンしてください

>>
>> しばらくすると、ユニットがConnectedCookingサーバーに接続されていることがユニットに表示されま
す。 フッターに以下のアイコンが表示されます。

>> このユニットがConnectedCookingのユニット概要に表示されます。
>> ユニットの登録が完了したことを確認するメールが送られてきます。

オリジナル取扱説明書

77 / 92

12 | 厨房管理

12.5

ソフトウェアアップデートを実行する
ConnectedCookingを介した自動ソフトウェアアップデート

a

ユニットがConnectedCookingに接続されている。

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ConnectedCooking

3. ソフトウェアアップデートを自動的にダウンロードする機能を有効にするには、以下のボタンを押してく
オン
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。

サービス

6. ボタンを押してください。

ソフトウェアアップデート情報

7. ボタンを押してください。 インストールの開始

>> ソフトウェアアップデートが実行され、ユニットが再起動します。
USBスティックを介したソフトウェアアップデート

a
a

ソフトウェアアップデートを実行するユニットにUSBスティックを接続してある。
ソフトウェアアップデートが検出されたことを通知するメッセージが表示されます。

1. ソフトウェアアップデートを実行するようにというメッセージを確認してください。

>> ソフトウェアアップデートが実行され、ユニットが再起動します。
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13

ケア
注
衛生規則の順守には密閉型台座が必要となります
調整式脚部の高さが45mmを超える場合、ユニットの下部を適切に洗浄できなくなります。 したがって、
ユニットを密閉型台座の上に設置することが必要となります。 密閉型台座が、液体や食品がユニットの下
に入り込むことを防ぎます。 高さのもっと低い脚部を、EN1672-2の適用範囲内で、密閉型台座なしで使用
するには洗浄コンセプトが必要となります。

13.1

一般的な安全注意
n

n

n

13.2

洗浄作業の前にユニットを電源から外してください。
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。
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。

クリーニングの間隔
クリーニングの間隔

機能部品

毎日

n

パン

n

パンバルブ

n

スチームノズル

n

芯温センサー

n

パンの蓋のパッキン

n

自動給水装置

n

ハンドシャワー

n

アクセサリー

n

パンの外側

n

コントロールパネル

n

プラスチック部品

毎週

圧力オプション付きのシステム

四半期ごと

n

ロックシステム

n

圧力システム

n

USBポート

n

ソケット

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。

13.3

クリーニングアイテム
適切なクリーニングアイテム
n

ユニットはぬるま湯とスポンジで洗浄してください。

n

パンの内側に水垢がついた場合あるいは変色した場合は、希釈した酢で洗浄してください。

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

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

研磨フリース付きの洗浄スポンジ
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13.4

n

スチールウール

n

鋭いまたは尖った道具

パンの洗浄
注意
パンの底が熱くなっている場合は、冷たい洗浄水がいきなり熱くなって、パンから飛び散る可能性がありま
す
飛び散る湯に触れると、熱傷を負うおそれがあります。
1. パンは自然に冷ましてください。 冷水や氷を使って早く冷却しようとしないでください。
パッキン
芯温センサー

自動給水

パンバルブ

パンの内側の洗浄
1. とりわけパンの隅や角の部分に気をつけて洗浄してください。
2. 食材の残りや脂肪、澱粉、卵白の層を取り除きます。
3. 頑固な水垢や変色は、希釈した酢を煮沸して取り除きます。
4. 希釈した酢を排出し、たっぷりの水でパンをすすぎます。
パンの外側の洗浄
1. パンの外側は、パンが下がっている状態でのみ、洗浄してください。
2. パンの外側は、柔らかいスポンジで洗浄してください。
3. 洗浄の際に水をかけるときは、必ずユニットの上からかけてください。
パン蓋のパッキンの洗浄
1. パンの蓋のパッキンは、柔らかいスポンジで洗ってください。
2. パッキンのリップの間の溝に水が溜まる可能性があるので、特にこの部分をよく洗ってください。
芯温センサーの洗浄
1. 芯温センサーと芯温センサーのケーブルは柔らかいスポンジで洗ってください。
スチームノズルの洗浄
圧力調理システムを装備していないユニットにはスチームノズルが1つあることに注意してください。圧力調
理システムを装備したユニットには、スチームノズルが2つあります。
1. スチームノズルは、道具を使わずに、手で引っ張り出してください。
2. ハンドシャワーでスチームノズルのくぼみを洗浄します。
3. スチームノズルをハンドシャワーあるいは食器洗浄機で洗浄します。
4. スチームノズルを再び挿入します。
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自動給水装置の洗浄
1. 朝と晩に、洗剤と柔らかいスポンジで、自動注水装置を洗浄してください。
パンバルブの洗浄
1. パンバルブを開きます。
2. パンバルブをねじって外してます。
3. パンバルブの開口部、蓋、パッキンをスポンジで洗います。
4. パンバルブを再び締めます。

13.5

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。

13.6

コントロールパネルの洗浄
ユニットにロック機能付き操作パネルが装備されている場合は、コントロールパネルを清掃する前に、このパ
ネルのロックを解除し、カバーを開ける必要があります。
ディスプレイを洗浄する前に、ディスプレイをロックできます。 これにより、誤って調理パスがスタートし
たり、作業が実行されたり、機能が呼び出されたりすることを防ぎます。
1. 以下のボタンを押したままにしてください。

> 数秒後にディスプレイのロックが有効になり、以下のアイコンが表示されます。
2. ディスプレイは柔らかい布で拭いてください。
3. ディスプレイをロックするには、以下のボタンを押して、ホールドします。

> 以下のアイコンが表示されます。
4.

注意！ 切り傷の危険！ 中央ジョグダイヤルの角が鋭くなっています。 中央ジョグダイヤルとその下
の面を洗浄するときは、保護手袋を着用してください。 中央ジョグダイヤルは、道具を使わずに、手で引
っ張ってください。

5. 中央ジョグダイヤルを洗浄してから、その下の面を柔らかい布で拭いてください。
6. 中央ジョグダイヤルを再び差し込みます。

13.7

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。

13.8

圧力調理システム付きのユニット（オプション）

ロックシステム

スチームノズル

ロックシステム
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圧力調理システムの洗浄
1. パンを洗浄します [} 80]。
2. パンに最小充填量の水を充填してください。
3. パンの蓋を閉めてください。
4. メニューバーで以下のボタンを押してください。
5. ボタンを押してください。
6. 調理パラメータ調理時間を5分に設定します。
7. 画面の指示に従ってください。
ロックシステムの洗浄
1. パンの蓋を開けてください。
2. 湿ったブラシでロックシステムとくぼみを洗浄します。
スチームノズルの洗浄
1. スチームノズルは、道具を使わずに、手で引っ張り出してください。
2. ハンドシャワーでスチームノズルのくぼみを洗浄します。
3. スチームノズルをハンドシャワーあるいは食器洗浄機で洗浄します。
4. スチームノズルを再び挿入します。
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14

インスピレーションとヘルプ

14.1

ユニットに搭載のヘルプ
この取扱い説明と世界中の多数の導入例はユニット内に収録されており、操作ヘルプとして利用できます。
活用例では、どのような食品をインテリジェントな調理パスを用いて理想的に調理できるかを見ることができ
ます。 さらに、投入量と特別なアクセサリーの使用に関する全情報を確認できます。
ユニットのヘルプは状況に対応しています。 つまり、ディスプレイで表示されているエリアに関連する現行
のヘルプ項目が常に表示されます。
1. ボタンを押してください。

> ヘルプが開き、適切なヘルプ項目が表示されます。

14.2

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。 連絡先は
ホームページ（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。

14.3

点検・整備の際のヘルプ

14.3.1

サービスデータをConnectedCookingに自動的に転送する
ユニットをConnectedCookingに接続している場合は、サービスデータが自動的かつ定期的に
ConnectedCookingに転送されるよう設定できます。

a

ユニットがConnectedCookingに接続されている [} 77]。

1. ボタンを押してください。
2. ボタンを押してください。

ConnectedCooking

3. サービスデータを自動転送するの隣にある次のボタンを押してください。 オン

>> サービスデータが自動的にConnectedCookingに転送されます。 connectedcooking.comまたは
ConnectedCookingアプリでデータを見ることができます。

14.3.2

サービスデータの呼び出し
サービスデータは設定で呼び出すことができます。詳細はこちら： サービス [} 70]

14.4

トラブルシューティング
エラーメッセージが表示された場合は、修正を待っている間、これを横にスワイプできます。 エラーメッセ
ージは最小化され、赤いアイコンとして脇に表示されます。 このアイコンを押すと、エラーメッセージが再
び拡大されます。
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いかなるエラーメッセージに関してもRATIONAL認定サービスパートナーまでお問い合わせいただけます。
ユニットのシリアル番号とどのインストールされているソフトウェアバージョンを常にお手元にご用意くださ
い。 これらはエラーメッセージで確認できます。

14.4.1

14.4.2

調理中のメッセージ
エラーメッセージ

メッセージの内容

温度測定システムの不具合

–

温度測定システムの不具合

加熱できません。

パン温度測定システムの不具合

焼く調理のみ可能。

芯温センサーの不具合

芯温センサーを使用しない調理が可能。 圧力調理
は不可。

パン駆動システムの不具合

物体がパンの下にあって、これがブロックしていな
いか確認してください。 物体を取り除いてくださ
い。

蓋駆動システムの不具合

物体が蓋の下にあって、これがブロックしていない
か確認してください。 物体を取り除いてくださ
い。

パンバルブの不具合

注意：調理ロスが発生する可能性があります。 焼
く調理のみ可能。

パンバルブ駆動の不具合

焼く調理のみ可能。

水循環の不具合

蛇口を締めてください！

水循環の不具合

給水接続を確認してください。 自動給水を用いな
い調理が可能。

水循環の不具合

温水／給水接続を確認してください。 自動給水を
用いない調理が可能。

システム通信の不具合

–

ユニット設定の不具合

–

安全チェーンの不具合

調理使用がストップされました

圧力調理中のメッセージ（オプション）
以下のエラーメッセージは、お使いのユニットに圧力調理機能オプションが装備されている場合、追加で表示
されます。
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エラーメッセージ

メッセージの内容

蓋の位置の不具合

圧力調理プロセスがストップされました。 減圧が
開始します。

ロック駆動、パンバルブ駆動の不具合

注意：調理ロスが発生する可能性があります。 焼
く調理のみ可能。

ロック駆動、パンバルブ駆動の不具合

蓋を開けて、ロックシステムを戻してください！

ロック駆動、パンバルブ駆動の不具合

圧力調理プロセスがストップされました。 減圧が
開始します。

圧力計測の不具合

蓋を開けて、圧力調理を再スタートしてください。

圧力計測の不具合

圧力調理は不可。

圧力調理の不具合

圧力調理プロセスがストップされました。 減圧が
開始します。 食品にとろみがありますか？ 水は足
りていますか？ 入れ過ぎていませんか？ スチーム
ノズルが汚れていませんか？

圧力バルブの不具合

圧力調理は不可。
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メンテナンス
以下のメンテナンス作業は自分で実行することが可能です。
n

パン蓋のパッキンの交換 [} 86]

n

パンバルブのパッキンの交換 [} 86]

ユニットの電源ケーブルに欠陥がある場合に交換をおこなってよいのは、RATIONALまたはRATIONALサービ
スパートナーのみです。

15.1

一般的な安全注意
n

n

15.2

金属製の筐体には鋭利な縁があるので、切り傷を負わないように保護手袋を着
用してください。
鋭利なまたは尖った道具を使用してパッキンを交換すると、ユニットが損傷
し、最適な仕上がりで調理できなくなってしまう場合があります。

パン蓋のパッキンの交換

1. パンの蓋を開けてください。
2. パン蓋のパッキンは、道具を使わずに手でガイドから引き出してください。
3. ガイドは柔らかいスポンジで洗ってください。
4. 新しいパッキンの固定リップを石鹸水で湿らせます。
5. 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。
6. 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。
7. 新しいパッキンがパン蓋のくぼみにしっかりとはまっていることを確認してください。

15.3

パンバルブのパッキンの交換

1. パンバルブを開いてください [} 20]。
2. パンバルブをねじって外してます。
3. 古いパッキンは、道具を使わずに、手で引っ張ってください。
4. パンバルブの開口部と蓋をスポンジで洗います。
5. 新しいパッキンを取り付けます。
6. パンバルブを再び締めます。
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16

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。

16.3

油や脂肪の処理
注
油や脂肪の不適切な処理
パンの排水管を通して油や脂肪を捨てると、下水が汚染され、建物の下水道が損傷します。
1. 決して排水管を通して油や脂肪を捨てないでください。
油や脂肪の廃棄に関する法的規制に従ってください。
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技術データ
銘板にある技術データにもご注意ください。 銘板はコンソールの内側にあります。
値

17.1

重量（梱包材を含まない） 型式2-XS

110 kg

重量（梱包材を含まない） 型式2-S

139 kg

ソケットの最大能力

2.3 kW

ソケットの最大保護値

10 A

保護等級

IPX5

周囲条件

10～40 °C

空気中への騒音放射

≤70 dBA

Wi-Fiの周波数と最大送信電力

2.4 GHz / 19.5 mW

WiFi標準

IEEE 802.11 b/g/n

圧力調理機能付きユニット（オプション）
圧力調理のオプションが装備されたユニットでは重量が異なることにご注意ください。
値

重量（梱包材を含まない） 型式2-S

17.2

154 kg

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。

17.3

型式

モデル名称

iVario 2-XS

LMX.100AE

iVario Pro 2-S

LMX.100BE

iVario Pro 2-S（圧力調理オプションつき）

LMX.200BE

シール
ユニットには以下のシールが貼られています。
危険電圧の警告
等電位化

17.4

食品中のアクリルアミド
食品のアクリルアミド含有量を減らすための最小化対策と基準値を規定する規制（EU）2017/2158に従い、揚
げ物調理が行われるマニュアルおよびインテリジェントな調理パスの温度は、175°Cに事前設定されていま
す。 ラショナルはメーカーとして、設定温度が正確に維持され、設定値を超えないことを保証します。
製品によっては、アクリルアミド含有量を減らすための温度は175°C未満になることがあります。 アクリル
アミドの限界値を守るために、お客様の厨房で適切な対策を講じてください。
自己責任のもとで、油脂の温度を180°Cに上げることが可能です。

17.5

適合性
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 60335-1:2020 + A1:2013 + A2:2016 + C1:2016

n

EN 60335-2-36:2017

n

EN 60335-2-37:2017

n

EN 60335-2-39:2002 + A1
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n

EN 60335-2-47:2002 + A1 + A2

n

EN 61000-3-11:2000

n

EN 61000-3-12:2011

n

EN 61000-4-2:2009

n

EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010

n

EN 61000-4-4:2012

n

EN 61000-4-5:2014

n

EN 61000-4-6:2014

n

EN 61000-4-11:2004

n

EN 55014-1:2017

n

EN 55016-2-3:2010 +A1:2010 +A2:2014

n

EN 62233:2008

n

EN 1717:2000
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