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お客様へ
この度はSelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  をお買い求めいただき、誠にありがとうござ
います。
SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  は、わかりやすく簡単な操作で、最高の調理を可能に
します。
自動調理モードでは、食材と希望の仕上がりを選ぶだけで、調理が完成します。
SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  が食材の大きさ、投入量などを自動で認識し、最適な
庫内環境、調理時間を算出、調理中も絶えず微調整を加えながら理想的な状態に仕上げて
いきます。従来のような温度や時間、湿度などの設定や、複雑なプログラム操作は必要あ
りません。
マニュアルモードでは、お客様独自の調理プログラムを簡単な操作で設定できます。
保証期間は設置日から24ヶ月です。ただし、所定の方法（保証書の返送、本体同梱のはが
きの返送またはオフィシャルサイトから）で保証の登録を行った場合に限ります。また、
ガラスの破損、庫内灯やパッキン等の消耗品の交換、故意、不適切な使用または設置によ
るダメージ、保守点検に関わる費用、水垢除去、保守スペースが確保されていないことに
よる本体の移動が必要な場合は、対象外となります。
安全・確実にご利用いただくため、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みくださ
い。SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  が、みなさまの調理の楽しみをさらに広げること
ができますよう願っております。
株式会社ラショナル・ジャパン

修理・点検のお問い合わせの際に必要となりますので、
必ず下記にご記入のうえ、保管下さいますよう、お願い申し上げます。
技術サービスに関するご質問は、次の電話番号で承っております：(03) 3812-6212
また調理方法に関するご質問は弊社『シェフライン』
にて承っております：（03) 3812－6223

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。

販売店： 設置担当者：

設置日：

シリアルナンバー：  
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危険!
重傷や死亡事故に直接つな
がる可能性のある危険な状
況

警告!
重傷や死亡事故につながる
可能性のある危険な状況

注意!
事故につながる可能性のあ
る危険な状況

素材の腐食 火災の危険！ 火傷の危険!

注意：
損傷が起こる可能性

毎日のご使用にあたっての
ヒントとコツ
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はじめてご使用になる時は「自己テスト」を行うよう指示が出ます。この自己テストは本
体が設置先の使用環境に適合するために必要なもので、初回の一回のみ行う必要がありま
す。所要時間は約45分です。

火災の危険！
梱包材、スターターキット、グリッド、ホテルパンを取り出してください。
 

自己テスト中は扉を開けないでください。扉を開けると自己テストは中断され、翌日に再度自
己テストをスタートするよう指示が出ます。

step インフォ/キー 説明

1 START キーを押して、自己テストを開始してくださ
い。

2 上水接続が硬水か軟水か、選択してください。

3 続ける 『続ける』を押して、確定してください。

4
引き続きテストが自動で開始されます。現在の
状態が上の欄に、自己テスト終了までの残り時
間が下の欄に表示されます。
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ガス式モデルの場合は、自己テスト終了後必ず排気ガス計測を実施してください！
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製品の使用者全員がいつでも読めるように、この説明書を保存しておいてください。
この製品を子供や身体・知覚・精神に障害のある方、相応の経験や知識を伴わない方が使
用する場合には、必ず安全責任者の監督下において行ってください。
操作は手でのみ行えます。先がとがったものなどを使用すると損傷が起き、その場合は保
証の対象外となります。
製品における事故や損傷を防ぐために、操作担当者への定期的な訓練や安全指導が必要に
なります。

警告!
毎日スイッチを入れて使用する前に確認

- エアーバッファーは説明書の通り上下を確実に固定させてください。回転するファン
でケガをする危険性があります。

- 固定ラックやモービルオーブンラックが説明書の通りに庫内に固定されていることを確
認してください－熱い液体が入ったホテルパンが外れたり、庫内から滑り落ちる可能性
があります －火傷の危険性！

- 調理を始める前に、庫内に固形洗剤の溶け残りがないか確認してください。溶け残りが
あった場合にはこれを取り除き、ハンドシャワーでていねいに洗い流してください。
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警告!
業務用調理機器の設置および稼働に関して順守すべき国または地域ごとの法令、基準
本体の設置、運転、メンテナンス、洗浄などが正常に行われない場合または製品の改造
は、損傷や障害または重大な事故につながる可能性があります。ご使用前に取扱説明書を
よくお読み下さい。
この製品は業務用厨房における調理目的にのみ使用することができます。それ以外の使用
は目的に従わないものであり危険です。
燃えやすい材料（たとえばアルコール入り）を含む食材は、調理することができません。
燃焼温度の低い食材は自動発火する可能性があります -火災の危険！
洗剤や洗浄に関わるアクセサリーは、この説明書に記載された目的にのみ使用することが
できます。それ以外の使用は目的に従わないものであり危険です。
ガラスが損傷した場合は、ただちにガラス全体を交換してください
設定温度での耐熱性のない容器などは使用しないで下さい。食器の破損や有害物質が発生
する恐れがあります。
本体天井に物を置いたり、排気パイプ、エアーバルブ、排気筒を塞いだりしないで下さ
い。火災、故障の原因になります。
落下物の危険のあるところでは使用しないで下さい。火災や事故の恐れがあります。
運転中、表示ランプが点灯している時に、庫内に顔や手を入れないで下さい。誤ってドア
スイッチが働くと運転がはじまり、火傷等の恐れがあります。
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警告!
ガス機種のみ

- 本体が排気フードの下に設置されている場合、運転中はフードをオンにしてください
―燃焼ガス！

- 本体が煙突に接続されている場合、排気口は各国の規定に従って清掃する必要がありま
す – 火災の危険！（詳細は設置業者にご確認下さい）

- 本体の排気管の上には何も置かないで下さい – 燃焼の危険！
- 本体の下の部分をふさがないで下さい – 燃焼の危険！
- 本体は風のない環境でのみ運転することができます – 火災の危険！
- 使用後及び使用しないときは、必ず電源スイッチを切り、消火したことを確認して下さ

い。また、終業時はガスの元栓を必ず閉じて下さい。ガス漏れ・火災の原因になりま
す。

- 万一異常燃焼を起したときや地震等緊急の場合は、直ちに運転を中止しガスの元栓を閉
じて下さい。ガス爆発、火災の恐れがあります。運転をしていない時でもガスの元栓を
閉めて下さい。

 

ガス臭が発生した場合の対応:
- すぐに本体の電源を切り、ガス供給を止めてください！
- 電気器具、電気系統に手を触れないでください！
- 部屋の換気に努めてください!
- 火気や火花を避けてください!
- 屋外または他の建物からすみやかにお近くのガス会社（または管轄の消防署）に連絡し

てください！
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警告!
使用中の安全のヒント

- ホテルパンに液体が入っている場合、目の高さよりも高い位置の棚には挿入しないで下
さい－ 火傷の危険性！（注意喚起のステッカーが本体に同梱されています）

- 高温の蒸気が出ますので、ドアは必ずゆっくりと開けて下さい － 火傷の危険性！
- 調理後のアクセサリーや芯温センサーは高温になっていますので、かならず耐熱手袋を

付けて取り扱ってください － 火傷の危険性！
- 調理中の外部温度は60℃を超えることがありますので、操作パネル以外は触らないで

下さい－ 火傷の危険性！
- ハンドシャワーやハンドシャワーから出る水は高温になる可能性があります – 火傷の可

能性!
- COOL DOWN機能は、エアーバッファーが完全に止まったのを確認してからスタート

させてください。
- 決してファンに手を入れないでください – ケガの危険性!
- 洗剤は、刺激性の化学薬品です。皮膚を刺激する危険があります！
- 洗浄時は、必ず保護衣、保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用してください。『洗

浄』の章の安全のためのご注意をよくお読み下さい。
- 発火性あるいは燃えやすい物質は本体の近くに置かないで下さい － 火災の危険！
- 移動可能な本体やモービルオーブンラックを動かさないときには、固定ブレーキをかけ

てください。車輪は水平ではない場所では転倒する可能性があります － ケガの危険
性！

- モービルオーブンラック使用時は、挿入したホテルパンを確実に固定させてください。
また、液体が入ったホテルパンにはふたをするなどして、高温の液体がこぼれないよう
にしてください － やけどの危険性！

- ラックトローリーを使用してモービルオーブンラックやモービルプレートラックを庫内
に挿入させるまたは庫内から取り出す場合、ラックトローリーを確実に製品本体に固定
させてください－ ケガの危険性！

- モービルオーブンラック、モービルプレートラック、ラックトローリーは、傾斜面や段
差などで横転する可能性があります － ケガの危険性！

- 濡れた手で操作パネルを触ったり、スイッチ操作をしないで下さい。感電する恐れがあ
ります。また、本体の外側に直接水をかけないで下さい。漏電及び感電、故障の原因に
なります。

- サービスパネルは取り外さないで下さい。内部には、電気部品がありますので、感電や
故障の原因になります。

- 本体を傾けたりゆすったりしないで下さい。火傷や、本体の転倒につながる恐れがあり
ます。

- 使用中、使用直後本体は高温になっているので取っ手・操作パネル以外は触れないで下
さい。火傷の恐れがありますので食材の取り出しや、カートの出し入れなどは耐熱手袋
を使用して下さい。また、身体も触れないようにして下さい。

- 本体左側で大量に熱を発生する調理、湿気のでる調理、粉付けなどはしないでくださ
い。故障、誤動作を起こす恐れがあります。

- 運転中、調理終了後に扉を開ける時は、一気に開けないで下さい。高温の蒸気、熱風が
放出され、火傷の恐れがあります。

- 当社指定のラック類、カート類、調理備品をご使用下さい。
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- ラック類、カート類の挿入時は、奥まで確実に差し込んで下さい。中途半端な状態で
扉を閉めますと、扉及びドアガラスなどが破損する恐れがあります。

- 紙食器や特に軽量な食器は使用しないでください。発火の危険性や、飛散してファンカ
バーをふさぎ、機器や食器を破損させる恐れがあります。（オーブンで使用できる耐熱
性の食器を除く）

- 雷が近づいたときは早めに手元開閉器またはブレーカを切って下さい。コントローラ内
の電子部品が破損して感電や漏電の恐れがあります。
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賠償責任
機器の設置及び修理が有資格の専門スタッフ以外の者によって実施された場合、もしくは
オリジナル・スペアパーツを使用しなかった場合、また製造メーカーの許可を得ない機械
の技術的変更（改造）がされた場合、製造メーカーによる保証及び製造物賠償責任は失効
します。
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警告!
洗浄がなされていない、または不十分であった場合には、こびりついた油や食材のカスな
どが庫内で発火する可能性があります – 火災の危険性！

- 堆積した油脂や食品の残留物が醸成チャンバー内で発火した場合装置電源を直ちに切
り、醸成チャンバードアを閉じたままにして火を「窒息」させてください ! それでも消
火作業が必要なら装置を構造側から無電荷状態に電源を切り、消火剤をご使用下さい
（油脂の火災には水をしない）！

- 腐食を防ぐため、モイストヒート（蒸し料理）のみのご使用でも、庫内はまめに洗浄し
てください。

- 腐食を防ぐため、2週間に一度程度は油脂を使用することをおすすめします。
- 外部ハウジングの表面をきれいにするには世帯用一般食器洗い用洗剤例えば軽い食器の

手洗い用洗剤のみ湿らせたソフトな布につけてご使用ください。腐食性または刺激性の
ある素材をご使用にならないでください。

- 高圧クリーナーは使用しないで下さい。
- 庫内に施されたクロムニッケルコーティングにダメージを与えるため、酸による取り扱

いは避けてください。
- 弊社純正の洗剤のみを使用してください。その他の洗剤のご使用による損傷、不具合に

ついては保証対象外となります。
- 研磨剤やこすり落とすタイプの洗剤は使わないでください。

 

品質保持および衛生上の理由から、また故障を避けるため、本体は毎日もしくは洗浄時期
のお知らせに従って洗浄してください。詳細は『CareControl ®  （ケア・コントロール）』
の章をご覧ください。
高温（260℃以上）での連続調理や焼き色を高レベルに設定した調理、また非常に脂分の
多い食材やゼラチン質を含む食材の調理は、ドアガスケット（パッキン）の交換時期を早
める可能性があります。
ドアパッキンは毎日洗浄することをおすすめします。洗浄は研磨剤ではないタイプのク
リーナーで行ってください。

警告!
洗浄がなされていない、または不十分であった場合には、こびりついた油や食材のカスな
どが庫内で発火する可能性があります – 火災の危険性！

- 堆積した油脂や食品の残留物が醸成チャンバー内で発火した場合装置電源を直ちに切
り、醸成チャンバードアを閉じたままにして火を「窒息」させてください ! それでも消
火作業が必要なら装置を構造側から無電荷状態に電源を切り、消火剤をご使用下さい
（油脂の火災には水をしない）！

- 腐食を防ぐため、モイストヒート（蒸し料理）のみのご使用でも、庫内はまめに洗浄し
てください。

- 腐食を防ぐため、2週間に一度程度は油脂を使用することをおすすめします。
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- 外部ハウジングの表面をきれいにするには世帯用一般食器洗い用洗剤例えば軽い食器の
手洗い用洗剤のみ湿らせたソフトな布につけてご使用ください。腐食性または刺激性の
ある素材をご使用にならないでください。

- 高圧クリーナーは使用しないで下さい。
- 庫内に施されたクロムニッケルコーティングにダメージを与えるため、酸による取り扱

いは避けてください。
- 弊社純正の洗剤のみを使用してください。その他の洗剤のご使用による損傷、不具合に

ついては保証対象外となります。
- 研磨剤やこすり落とすタイプの洗剤は使わないでください。
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警告！
エアーフィルターのメンテナンスについて。機器がエアーフィルターの汚れを自動で認識
します。エアーフィルターが汚れると通知が表示され、洗浄または交換するようリクエス
トされます。エアーフィルターを取り付けていない状態での運転はしないでください。エ
アーフィルターの交換には、以下の点にご注意ください。

卓上型6 x 1/1 GN、6 x 2/1 GN、10 x 1/1 GN、10 x 2/1 GN
エアーフィルター商品番号： 40.03.461
このフィルターは、ユーザーが自分で外して洗浄することができます。 交換の際は、新し
いエアーフィルターを正しい位置にはめ込んでください。 エアーフィルターの交換に関し
ては、『設備』の章をご覧ください。

床置型 20 x 1/1 GN、20 x 2/1 GN
このエアーフィルターは、必ず弊社認定のサービスパートナーが交換するようにしてくだ
さい。

注意！ 機器のウォータージェットプルーフ機能はフィルターとカバーが完全に装着されて
いる状態でのみ有効になります。
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点検、メンテナンス、修理

危険 – 高圧電流!
- 点検・メンテナンス・修理作業は訓練を受けた専門家が行うようにしてください。
- 洗浄（CleanJet®+careは除く）、点検、メンテナンス、修理を行う場合は、必ず電源

をブレーカーから切って下さい。
- 車輪つきの製品（移動可能）の場合、本体の動きを制限し、車両の移動の際には電力

ケーブルや上下水道管に損傷が起きないようにする必要があります。本体を移動させる
場合には、電力ケーブルや上下水道管がきちんと外れるようにしておく必要がありま
す。本体が元の場所に戻ったら、固定装置や電力ケーブル、上下水道管を説明書の通り
に戻しておいてください。

- 安全にお使いいただくため、少なくとも年に一度は認可を受けたサービスパートナーに
よるメンテナンスを行って下さい。
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シリアルナンバー
（ドアを開いたときのみ可視）
ドラフトディバーター  （オプション）
（ガス式のみ）
庫内灯
ダブルガラスドア
ドアハンドル
卓上型： スラミング方式のワンハンド操
作
床置型： ワンハンド操作
ダブルガラスドアロック装置 （内側）
内蔵型自動排水ドアドリップ  （ドアガ
ラス内側の露受け）
排水口に直接接続された本体側水受け
本体脚部 （高さ調節可）
製品銘板
（消費電力、ガス規格、電圧、相数、周
波数、型式名、シリアルナンバー〔『型
式』 ―- ユニットとソフトウェアの型番
認識の章をご覧ください〕、オプション
ナンバーが記載されています。）
操作パネル
電気機構部 カバー側板
中央ジョグダイヤル
ハンドシャワー （自動巻き戻し機能付
き）
ロールインラックカート  （床置型）
エアーフィルター 卓上型  （電気室内の
吸気口用）
エアーフィルター 床置型  （電気室内の
吸気口用、ユニット裏面）
固形ケア剤用引き出し／フタ付き容器
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- 本体の近くで熱源（グリルプレートやフライヤーなど）を使わないようにしてくださ
い。

- この製品は、温度が5℃以上の室内でのみ使用可能です。温度が5℃よりも低い場合に
は、運転開始前に庫内を常温（5℃以上）まで温めてください。

- 本体の扉を開けるとすぐにファンが自動停止します。ファンのブレーキが働き、ファン
はすぐに停止します。

- グリルや焼き料理(鳥肉など)の場合、脂受け皿を常に挿入してください。
- 弊社による耐熱性の純正アクセサリのみを使用してください。
- アクセサリーは、必ず洗浄してからご使用下さい。
- 長時間運転を休止する場合（たとえば夜間）、本体ドアを開けておいて下さい。
- 本体の扉はスラミング式ですので、そのままバタンと閉めることができます。床置型モ

デルの扉を閉じるには、ハンドルを垂直の向きにする必要があります。
- 長期間運転を休止する場合（たとえば休日）、本体への水道管や電気プラグ、またガス

の供給を止めてください。
- 製品を廃棄する場合は、法令に基づき適切に処分してください。

機器の電源やスイッチが切れた状態が 15 分以上続いた場合は、途切れた作業
の時点から続行されます。
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製品サイズごとの最大積載量
6 x 1/1 GN 30 kg （１段当たり最大15kg）
6 x 2/1 GN 60 kg （１段当たり最大30 kg）
10 x 1/1 GN 45 kg （１段当たり最大15kg）
10 x 2/1 GN 90 kg （１段当たり最大30 kg）
20 x 1/1 GN 90 kg （１段当たり最大15kg）
20 x 2/1 GN 180 kg （１段当たり最大30 kg）

最大積載量を超える場合は、機材に損傷が起きる可能性があります。
取扱説明書に書かれている最大積載量を守ってください。

固定ラック付き卓上型
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)

- ラックを外すには、棚の部分を握って軽く押し上げ、
前面のロックから外します。

- 次に、ラックを中央に向けて回し、下のロックのピン
の位置とラックの穴の部分を合わせます。

- その後、上向きに押し上げて固定部から外します。取
り付ける場合は、以上を逆の手順で行ってください。
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卓上型機種でのモービルオーブンラック、モービルプレー
トラック、ラックトローリーの取り扱い (オプション)

- 前述の通りに固定ラックを外してください。
- モービルオーブンラック用レールを庫内底面の所定の

位置にセットしてください。4つのロックの位置が固定
されているか確認してください。

- ラックトローリーが本体と同じ高さになっているこ
と、また水平であることを確認してください。

- ラックトローリー前面の金具をラック用レールの溝に
あわせ、固定させます。外す時は、ラックトローリー
の手前にあるレバーを立ててロックを解除します。

- ラックトローリーの左側のレバーを上に立てて、モー
ビルオーブンラックまたはモービルプレートラックを
庫内にスライド移動させ、しっかりと固定します。

- モービルオーブンラックまたはモービルプレートラッ
クを取り出す時は、ラックトローリーをセットした
後、庫内から引き出します。ロックがかかるまで、完
全に移動させてください。

- モービルオーブンラックまたはモービルプレートラッ
クを運搬する時は、ラックトローリーに確実に固定さ
れているかを確認してください。
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芯温センサーを使った作業

注意!
芯温センサーと芯温センサー補助棒は熱くなる可能性があります －火傷の危険！

芯温センサーは、食材の厚
みのある部分に斜めの角
度で差し込んでください。
（調理ハンドブック参照）

芯温センサーを差しにくい
食材（例：やわらかいもの
や小さなものなど）には補
助棒を使用してください。

Finishing®の"バンケット
システム"の場合、芯温セ
ンサーをモービルプレート
ラックのセラミック管に差
し込んでください。

庫内洗浄の際、外付けの芯温センサーを庫内に入れて洗浄することはしないでください。洗浄
中の水漏れの原因になります。
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冷凍食材には、左図のような穴あけ器具を使用し
て、食材の最も厚い部分に穴をあけてください。
この時、食材はしっかりとした台の上に置き、手
を防護してください。（穴あけ器具は同梱されて
いません）。

- 芯温センサーと補助棒は、常に説明書の通りに、指定された位置に置いてください ― 損傷の危
険！

- 芯温センサーを庫内からぶら下げたままにしないでください ― 損傷の危険！
- 庫内から食材を取りだす前に、食材から芯温センサーを外して下さい ― 損傷の危険！

必要な場合は、使用前に芯温センサーをハンドシャワーで冷ましてください。

注意!
注意！腕と手を火傷しないように、またセンサーの針に気をつけてください ― 怪我の危険！
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ハンドシャワーの取り扱い
- ハンドシャワーを使う場合には、ホースを最低でも20cm停止位置から離してくださ

い。
- ハンドシャワーはレバーの握り加減で放水量を調節できます。
- ハンドシャワーを停止位置に戻す場合には、常にゆっくり戻してください。

注意!
ハンドシャワーやハンドシャワーから出る水は、高温になることがあります – 火傷の危険！

ハンドシャワーにはストッパーがついていません。強く引きすぎるとホースが損傷します。
ハンドシャワーの使用後にはホースを必ず完全に巻き取るようにしてください。
ハンドシャワーは庫内の冷却には使えません －庫内、エアーバッファー、ドアガラスなどが
損傷する危険性があります。
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本体には“タッチスクリーン”が備え付けられています。指で軽く触れるだけで、本体への
入力を行うことができます。

中央ジョグダイヤルで設定
を変更できます。

または画面上のスライドを
動かして設定することもで
きます。

設定は4秒以内に自動的に決
定されます。中央ジョグダ
イヤルを押して決定するこ
ともできます。
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一般的なヒント

スタート画面に戻る ヘルプ機能 プログラミングモード

予熱の状態は赤い矢印（加
熱）または青い矢印（冷
却）で表示されます。

庫内が高温の場合にキーが
点滅します。（庫内の冷却
は"Cool Down"の章を参照）

調理プロセスの終了は、ブ
ザー音とアニメーションで
表示されます。

水量が不足しています。給
水栓を確認してください。
水が満たされると表示は自
動的に消えます。

『リセットガス』を押すと
再点火します。表示が出続
ける場合は販売店にご連絡
ください。

戻る/キャンセル
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ヘルプ機能
製品をより便利にかつ快適にご使用いただくために、本体内に取り扱いマニュアルとヘル
プ機能が搭載されています。ヘルプ機能は『？』キーを押してご利用ください。

アイコン説明

ヘルプ機能 開始

下にスクロールする

前のページに戻る

次章を開ける

ヘルプ機能の索引を開ける

上へスクロールする

ヘルプ機能を終了する

- マニュアルを選択すると、目次が表示されます。そこから希望の項目を選択してください。
- 本体稼動中にヘルプ機能を使用した場合、運転の必要に応じてヘルプ機能が自動的に終了さ
れることがあります。
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スイッチを入れた後のディスプレイ表示

電源入/切

MySCC

ヘルプ機能

CareControl

マニュアルモード

スチーム

ホットエアー

コンビスチーム

SelfCookingControl® モード

肉

鳥肉

魚

サイドディッシュ

卵/デザート

ベイク

Finishing®

その他の機能

エフィシエント・レベルコント
ロール（ELC）モード
→詳細はヘルプ機能をご参照くだ
さい

プログラミングモード
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3種類の運転モード

SelfCookingControl®
モード

マニュアルモード プログラミング モー
ド

電源を入れる、または食材
のアイコンを押すと自動調
理のSelfCookingControl®
モードに入ります。詳細は
SelfCookingControl®の章を
ご覧ください。

温度や湿度、時間をご自身
で設定するマニュアルモー
ドではスチーム、ホットエ
アー、コンビスチームがあ
ります。詳細はマニュアル
モードの章をご覧下さい。

プログラミング・キーを押
すと、プログラミングモー
ドになります。詳細はプロ
グラミングモードの章をご
覧ください。
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SelfCookingControl ®  は、食材の大きさや投入量を自動で認識します。最適な庫内環境や
調理時間が算出され、調理中も絶えず微調整が加えられます。また、残り時間も表示され
ます。
調理や食材に関するヒントは、調理ハンドブックをご覧下さい。

アイコン説明

調理スピード

デルタＴ調理

調理時間

焼き色

食材の厚さ

発酵量

庫内環境

強制加湿

風量

芯温/仕上がり度

芯温/仕上がり度

芯温/仕上がり度

芯温/仕上がり度

仕上がり度

食材の大きさ

焼き付け温度

クリスピー

グラタン
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仕上がり度 蒸気で焼く

調理中の情報とリクエスト

予熱表示

Cool Down表示

中断リクエスト

切り込みを入れる

煮汁を加える

調理終了後のオプション

温度を保つ

配膳用温度に調整

クリスピー

芯温センサーを差し直して続ける

時間を入力して続ける

新規投入
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インフォキー
インフォキーを押すと、現在の調理プロセスがどんなプロセスステップから構成されてい
るか、どんなオプションを追加選択できるかが、アイコンで表示されます。

調理工程の表示

 
調理工程『ロースト』の例：

予熱 投入 芯温計挿入 焼き付け 冷却

調理

オプション

芯温計を差し
直して続ける 温度を保つ 新規投入
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操作はとても簡単です。下記具体例をご参照ください。このほか、調理ハンドブックや
ディスプレイ上のヘルプガイドで、調理に関する多数のヒントをご覧いただけます。

具体例： 牛肉のロースト

step インフォ/キー 説明

1 『肉』のキーを押してください。

2 ロースト 『ロースト』のキーを押してください。

3 調理のスピードを選択してください。

4 焼き付け温度を選択してください。

5 芯温/仕上がり度を選択してください。

6 自動で予熱します。

7 投入リクエスト
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step インフォ/キー 説明

8 芯温計挿入

9 03:58 残り時間表示

10 終了 調理時間終了 ― ブザーが鳴り、
オプションを選択できます。

キーを押して、個別の設定を保存してください（『プログラミング』の
章をご覧ください）。

芯温センサーが挿入されていないか、正しく挿入されていない場合は、
ブザーが鳴り、ディスプレイに芯温センサーを正しく挿入するよう表示
されます。
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3つのマニュアルモード スチーム

ホットエアー

コンビスチーム

アイコン説明

MySCC

CareControl

ヘルプ機能

庫内湿度の設定（1％単位）

庫内温度の設定

調理時間の設定

芯温の設定

予熱

連続運転

強制加湿

風量
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プログラム機能

戻る/キャンセル

COOL DOWN

庫内温度キーを押して、現在の温度や湿度などの庫内環境や現在の調理データを点検できま
す。
キーを10秒間押し続けると、次に設定するまで現在値がずっと表示されたままになります。
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スチーム
調理モード『スチーム』では、スチーム発生器が衛生的で新鮮な蒸気を発生させます。庫
内温度は30℃～130℃ で設定できます。
調理方法： 蒸し、蒸し焼き、ボイル、湯通し、真空調理、解凍、熱処理

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 キーを押して、ご希望の調理温度を設定してく
ださい。 標準値は沸点です。

3 キーを押して、ご希望の調理時間を設定してく
ださい。

3 または『芯温』キーを押して、ご希望の芯温を
設定してください。

ファンスピード、予熱、連続運転、Cool Down、デルタTなどの追加機能を追加できます。 強
制加湿機能の使用とファンスピードに関しては、『手動による強制加湿』と『ファンスピー
ド』の章をご覧ください。 デルタTの使用に関しては、『MｙSCC』の『デルタT調理』の章
をご覧ください。
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ホットエアー
調理モード『ホットエアー』では、高性能加熱器が乾燥した空気を加熱します。庫内温度
は30℃～300℃ で設定できます。必要に応じて、庫内の湿度を制御することができます。
調理方法： ベイク、ロースト、グリル、フライ、グラタン、グラッセ

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2
キーを押して、最大庫内湿度を設定してくださ
い（『ClimaPlus Control  ®  』の章をご覧くださ
い）。

3 キーを押して、ご希望の調理温度を設定してく
ださい。

4 キーを押して、ご希望の調理時間を設定してく
ださい。

4 または『芯温』キーを押して、ご希望の芯温を
設定してください。
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ファンスピード、予熱、連続運転、Cool Down、デルタTなどの追加機能を追加できます。 強
制加湿機能の使用とファンスピードに関しては、『手動による強制加湿』と『ファンスピー
ド』の章をご覧ください。 デルタTの使用に関しては、『MｙSCC』の『デルタT調理』の章
をご覧ください。
連続運転の際は、30分後に庫内温度が自動的に300 °Cから260 °Cに下がります。
『ホットエアー』では、本体を水道に接続しない状態で2時間以上高温で稼働させないでくだ
さい。故障につながる可能性があります。
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コンビスチーム
『スチーム』と「ホットエアー』のコンビネーションです。この調理モードは高温の庫内
で早く火を通す調理に適しています。庫内温度は30℃～300℃ で設定できます。必要に応
じて庫内の湿度を制御することができます。
調理方法： ロースト、ベイク、Finishing ®

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2
キーを押して、ご希望の庫内湿度を設定してく
ださい（『ClimaPlus Control  ®  』の章をご覧く
ださい）。

3 キーを押して、ご希望の調理温度を設定してく
ださい。

4 キーを押して、ご希望の調理時間を設定してく
ださい。

4 または『芯温』キーを押して、ご希望の芯温を
設定してください。
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ファンスピード、予熱、連続運転、Cool Down、デルタTなどの追加機能を追加できます。 強
制加湿機能の使用とファンスピードに関しては、『手動による強制加湿』と『ファンスピー
ド』の章をご覧ください。 デルタTの使用に関しては、『MｙSCC』の『デルタT調理』の章
をご覧ください。
連続運転の場合、30分後に庫内温度が自動的に300 °Cから260 °Cに下がります。
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ClimaPlus Control ®

ClimaPlus Control ®  が、庫内の湿度を1%単位で計測・制御します。 それぞれの食材に対し
て、その食材に合わせた最高の調理環境を環境ウィンドウで設定できます。

スチーム
ClimaPlus Control ®  は、出
荷時には湿度100%に設定さ
れています。

ホットエアー
ClimaPlus Control ®  によ
り、庫内の湿度を制限する
ことができま。赤い棒とそ
れに付随するパーセント数
により、庫内の最大許容湿
度が表示されます。 ディス
プレイに表示される赤の部
分が増えると、それだけ庫
内が乾燥し、湿度が下がっ
ていることになります。

コンビスチーム
モイストヒートとドライ
ヒートの混合の度合いを設
定できます。 環境ウィンド
ウに表示される青い線の数
が増えれば、それだけ庫内
の湿度が上がっていること
になります。

連続運転の場合は、出来るだけ資源を大切にするために、標準庫内湿度のご利用（例えば、ド
ライヒートの場合：100 %）をお勧めします。
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時間設定、または連続運転

step インフォ/キー 説明

1 運転モード（例：スチーム）を選択してくださ
い。

2 キーを押して、ご希望の調理時間を設定してく
ださい。連続運転は、次の行をご覧ください。

2
キーを押して、連続運転してください。または
調理時間キーを押して、中央ジョグダイヤル/ス
ライドレバーを『連続』と表示が出るまで右に
回して/右に動かしてください。

手動予熱

step インフォ/キー 説明

1 運転モード（例：スチーム）を選択してくださ
い。

2 キーを押して、ご希望の予熱温度を設定してく
ださい。

3
予熱キーを押してください。または調理時間
キーを押して、中央ジョグダイヤル/スライドレ
バーを『予熱』と表示が出るまで左に回して/左
に動かしてください。
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現在時刻の設定： 『MySCC』の『現在時刻』の章をご覧ください。

時間表示形式の設定 :『MySCC』の『時間表示形式』の章をご覧ください。

調理時間表示形式の設定 : 『MySCC』の『調理時間表示形式』の章をご覧ください。

自動開始時間の設定:  『自動開始時間』の章をご覧ください。
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手動による強制加湿
高性能のノズルからスチームが一気に噴射され、庫内に充満します。強制加湿すること
で、ベイクアイテムが理想的に膨らみ、表面に光沢を出すことができます。ホットエアー
またはコンビスチームで選択できます。
強制加湿の長さ： 加湿時間は2秒間に制限されています。 キーをもう一度押すと、さらに
2秒間強制加湿することができます。
温度範囲：  庫内温度30 °C～260 °C

『強制加湿』キーを押して、強制加湿を噴射させてください。

プログラミングモードでは、プログラムステップごとに強制加湿を3段階に設定できま
す。 キーを押して、中央ジョグダイヤルでご希望の加湿段階を設定してください。

強制加湿 オフ

強制加湿 噴射1回
（1秒間）

強制加湿 噴射3回
（1秒間パルス噴射/10秒間休憩）

強制加湿 噴射5回
（1秒間パルス噴射/10秒間休憩）

ファンスピード
あらゆる調理プロセスに最適な庫内環境を作り出すため、風量は5段階から設定できま
す。

キーを押して、中央ジョグダイヤルでご希望の風速を設定してください。

ターボファンスピード

基本ファンスピード

1/4 ファンスピード

1/4 ファンスピードの間欠運転
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1/2 ファンスピード



マニュアルモード

50 / 133

Cool Down
高温での調理の後に、続けて低めの温度での調理を行う場合には、『Cool Down』機能を
をお使いください。庫内が素早くかつ本体に負担をかけずに冷却されます。

step インフォ/キー 説明

1 運転モード（例：スチーム」を選択してくださ
い。

2 キーを押して、庫内ドアを閉めてください。

3 ドアを開ける 庫内ドアを開けてください。

4 キーを押してください。 必要に応じて、庫内温
度を変更することができます。

5 必要に応じて、ファンスピードを個別に設定す
ることができます。
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警告！
- 『Cool Down』はエアーバッファーが完全に止まったのを確認してからスタートさせてくださ

い。
- 『Cool Down』の最中は、ドアを開けてもファンは止まりません。
- ファンには決して手を触れないでください ― 怪我の危険！
- 『Cool Down』の最中は、庫内から高温の蒸気が排出します ― 火傷の危険！

『Cool Down』機能はプログラミングできません。

『庫内温度』キーを押して、現在の庫内温度を表示してください。
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投入段ごとに種類の異なる食材を投入し、同時に調理することができま
す。EfficientLevelContaol®が、どの調理が同時調理可能であるかを表示し、調理中も投入
量やドアの開閉数、開閉時間も考慮して、調理時間をインテリジェントに修正します。

キーを押して、Efficient LevelControlモードに入って下さい。

アイコン説明

Homeキー

新しい料理を選択する

料理を削除する

選択ウィンドウの料理

稼働中の料理

投入段

時間ウィンドウ用ナビゲーション

現在時刻キー（時間ウィンドウが
現在時刻の表示に戻ります）

スタンバイ。現在の庫内温度が30
分間維持されます。『MySCC』
の『スタンバイ』の章を参照。

ズーム（時間ウィンドウの拡大・
縮小表示）

選択ウィンドウ内の料理の組み合
わせを保存する
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Cool Down

ELC® モードで庫内最適温度のキープ時間を指定していない場合は、この表示
でお知らせします。キープ時間は10～120分の間で選択できます。この状態か
ら、以後の予熱なしで庫内の料理を配置することが可能になります。

アイコンが選択可能な調理モードを表示します（例：コンビスチー
ム）。
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調理プロセスを選択ウィンドウにダウンロードする

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 キーを押して、プログラムを呼び出してくださ
い。

4 保存済みの調理プロセスを、リストから選択し
てください。

5 調理プロセスが選択ウィンドウに表示されま
す。

- 全ての調理プロセスを選択ウィンドウにダウンロードすることができます。
- ELC  ®  モードは、ELC ®  プロセス（例：ELC  ®  ピザなど）を直接選択してスタートすることも

可能です。
- 選択ウィンドウの調理プロセスを押したままにする（4秒間）と、変更モードになり、必要に応

じてプロセスを変更することができます。
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ELC  ®  調理プログラムを保存する

新規のELC  ®  プログラムを保存するには、『プログラミング ― ELC  ®  モード』の章をご
覧ください。

ELC  ®  調理プロセスを保存する

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 ELCモイストヒート 『ELCスチーム』のキーを押してください。

3 必要に応じて、調理パラメータを変更してくだ
さい。

4 キーを押して保存してください。

5 ニンジンを蒸す 調理プロセス名（例：ニンジンを蒸す）を記
入してください。

6 キーを押して、名前を保存してください。
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選択ウィンドウの調理プロセスを押したままにする（4秒間）と、変更モードになり、必要に
応じてプロセスを変更することができます。

調理プロセスを配置し、開始する

step インフォ/キー 説明

1 選択ウィンドウ内のご希望の料理を押してくだ
さい。

2
選択した料理をご希望の投入段まで指で引いて
いく（ドラッグ＆ドロップ）か、または投入段
を押してください。
プロセスが自動で開始します。

3 自動で予熱します。

4 投入 予熱温度に達すると、投入するようリクエス
トされます。
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- 時間ウィンドウで現在稼働中の料理を押したままにしていると、この料理と一緒に調理できる
料理が選択ウィンドウに表示されます。

- 料理が稼働中に、空いている投入段を押すことで、料理を何回でも時間ウィンドウに配置でき
ます。

- 同一の庫内環境の複数の調理プロセスは、同時に配置することができます。
- スタンバイ・キー（ELC ®  シンボル）を押すと、現在の庫内温度が一定時間維持されます（事

前設定は30分、時間設定はMySCC－スタンバイ参照）。
- 現在時刻を押すと、時間ウィンドウを現在の時刻に戻すことができます。
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料理を削除する

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。 キーの黄色い枠が点滅
している間は、削除キーが作動中です。

2 料理のキーを押して、この料理を時間ウィンド
ウ・選択ウィンドウから削除してください。

削除キーが作動中（黄色い枠が点滅）は、料理をいくつでも時間・選択ウィンドウから削除す
ることができます。
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バスケットを作成、保存する

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 キーを押して、プログラムを呼び出してくださ
い。

4 保存済みの調理プロセスをいくつか、リストか
ら選択してください。

5 複数の料理が選択ウィンドウに表示されます。

5 キーを押して、選択ウィンドウの調理プロセス
の組み合わせを保存してください。

- 全ての調理プロセスを選択ウィンドウにダウンロードすることができます。
- 時間ウィンドウで現在稼働中の料理を押したままにしていると、この料理と一緒に調理できる

料理が選択ウィンドウに表示されます。
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プログラミングモードでは、お客様独自の調理プログラムを作成できます。7つの調理
モード（肉、鳥肉、魚、サイドディッシュ、卵/デザート、ベイク、Finishing®） を、お客
様独自のご要望に応じてコピーやアレンジ、新しい名前で保存、または最大12ステップの
独自の手動プログラムを設定できます。

キーを押して、プログラミング
モードに入って下さい。

アイコン説明

プログラムを選択

選択ウィンドウ ― プログラムス
タート

新規プログラム

新規プログラム（エフィシエン
ト・レベルコントロール）

プログラムをコピー

プログラムを削除

プログラムを変更

アイコン表示

リスト表示（アイコン表示時）

MyDisplayを開く
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選択ウィンドウ ― プログラム詳
細表示

インフォキーを押したと
きの選択ウィンドウ

プログラム名のほかに、以下のキーを通して情報の出し入れができます。『プログラミン
グ』の章も、合わせてご覧ください。

食材のイメージ

アクセサリのイメージ

グループ分け

プログラムのメモ

追加アイコン選択可

『グループ分け』キーを押すと、その内容が表示されます。現在対応可能なグ
ループ分けには、緑色のチェックマークが付きます。

保存されているプログラムのメモは、『メモ』キーでただちに呼び出すことが
可能です。現在使用可能なメモには緑色のチェックマークが付きます。

このアイコンは保存されたプログラムのモードを表します（例：マニュ
アルモードのコンビスチーム）。SelfCookingControl®モードやELCモー
ドには別のアイコンが表示されます。



プログラミングモード

62 / 133

イメージ画像
すべてのプログラムのタイトルはイメージ画像で表示することができます。イメージ画像
がない場合は、テキストで表示されます。

イメージ画像に変更

イメージ表示数の変更

矢印またはジョグダイヤルで表示
をスクロールすることができま
す。

最後に選択した表示が、次回呼び出したとき再び表示されます。
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ソーティング・フィルター機能
リスト表示は、プログラム名がアルファベット順に表示されます。 ソーティング・フィル
ター機能を使って、リスト表示を変更できます。

キーを押して、フィルター機能を開いてください。 フィルター基準を選択し
てください。

キーを押して、ソーティング機能を開いてください。 ソーティング基準を選
択してください。

以下のソーティング・フィルター基準があります：
 

- プログラム名： プログラムはアルファベット順に並べられます。フィルター機能はあ
りません（標準設定）。

- プログラムの種類： プログラムは運転モードに従って並べられます。フィルター機能
はありません。

- Last 20：  最近使用したプログラム20個が表示されます。自動フィルター機能。 一番
最後に使用したプログラムが、一番上に来ます。

- お気に入り： プログラムはお気に入り設定に従って並べられます。 自動フィルター機
能。お気に入りのプログラムは、あらかじめプログラムの詳細画面で作成しておきま
す。

- 作者： プログラムは作成者ごとに並べられます。 自動フィルター機能。作者は、あら
かじめプログラムの詳細画面で作成しておきます。

- グループ：  プログラムが、選択されたグループ分けに従って、フィルターにかけられ
ます（例：『朝食』）。 グループ分けは、あらかじめプログラムの詳細画面で作成し
ておきます。
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プログラミング ― SelfCookingControl ®  モード
具体例：  『ロースト』の名前を変えて、『仔牛のロースト』という新しい名前のもと
で、たとえば『焼き色 うすい』や『焼き加減 しっかり』といった個別の設定を入れて、
この調理プロセスを保存することができます。

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 キーを押して、新規プログラムを作成してくだ
さい。

3 仔牛のロースト プログラム名を入力してください。(例：仔牛
のロースト)

4 キーを押して、名前を保存してください。

5 調理モード『肉』を選択してください。

6 ロースト 『ロースト』を選択してください。

7 焼き色と焼き加減は、お好みで変更できます。

8 キーを押して調理プロセスを保存し、選択ウィ
ンドウを開いてください。
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step インフォ/キー 説明

9
調理アイテムのアイコンを選択するか、また
は、『保存』キーを押してプログラム詳細画面
を終了してください。

プログラム詳細画面では、アクセサリーのアイコンやプログラムのメ
モ、グループ分けなどの詳細情報を保存できます。
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プログラミング ― マニュアルモード
最大12ステップの手動プログラムを作成することが可能です。

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 キーを押して、新規プログラムを作成してくだ
さい。

3 スクランブル・エッグ プログラム名を入力してください(例: スクラ
ンブル・エッグ)。

4 キーを押して、名前を保存してください。

5 マニュアルの運転モード（例：コンビスチー
ム）を選択してください。

6 キーを押して、庫内を予熱してください。

7 ご希望の予熱温度を設定してください。

8
キーを1回押して、ステップを保存してくださ
い。 その他のプログラムステップを追加するこ
ともできます。
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step インフォ/キー 説明

9 2つ目のプログラムステップ用の運転モードを
選択してください。

10 ご希望の調理パラメータを選択してください。

11
キーを1回押して、ステップを保存してくださ
い。 その他のプログラムステップを追加するこ
ともできます。

12 キーをもう一度押して、プログラミングを終了
してください。

各プログラムステップの終了時に、シグナル音を設定することができま
す。 これには、『ブザー』キーを作動させてください。

各プログラムステップで、ご希望のファンスピードを設定することがで
きます。

「ホットエアー」または「コンビスチーム」では各プログラムステップ
で3段階の強制加湿を設定できます。「手動による強制加湿」の章をご覧
ください。
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プログラミング ― ELCモード
投入段ごとに種類の異なる食材を投入し、同時に調理することができま
す。EfficientLevelContaol ®  が、どの調理が同時調理可能であるかを表示し、調理中も投入
量やドアの開閉数、開閉時間も考慮して、調理時間をインテリジェントに修正します。

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 キーを押して、新規ELCプログラムを作成して
ください。

3 サブレ プログラム名を入力してください（例：サブ
レ）

4 キーを押して、名前を保存してください。

5 マニュアルの運転モード（例：ホットエアー）
を選択してください。

6 ご希望の調理パラメータを選択してください。

7 キーを押して、ステップを保存してください。
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各プログラムステップで、ご希望のファンスピードを設定することがで
きます。



プログラミングモード

70 / 133

稼働中の調理プロセスを保存する

step インフォ/キー 説明

1 稼働中の調理プロセスのキーを押してくださ
い。

2 G プログラム名を入力してください。

3 キーを押して、調理プロセスを保存してくださ
い。

調理プロセスの保存の際は、SelfCookingControl  ®  の調理プロセスで実施された全ての変更
（例：薄い、厚いなど）が引き継がれ、次にその調理プロセスを呼び出したときに、自動的に
繰り返されます。
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プログラムのスタート

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 矢印キーまたは中央ジョグダイヤルで、プログ
ラムを選択してください。

3
プログラムをスタートするには、選択ウィンド
ウのプログラム名または中央ジョグダイヤルを
押してください。

プログラムステップを点検する

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 矢印キーまたは中央ジョグダイヤルで、プログ
ラムを選択してください。

3
プログラムをスタートまたは呼び出すには、選
択ウィンドウのプログラム名または中央ジョグ
ダイヤルを押してください。

4
プログラムステップのシンボルをひとつひとつ
押して、プログラムステップを点検してくださ
い。 表示されたステップは、赤く点灯します。
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step インフォ/キー 説明

5 キーを押して、プログラムを終了してくださ
い。

プログラムステップの点検中は、庫内ドアを開けたままにしておいてください。 プログラム
ステップは、『プログラム変更』機能でも点検でき、必要に応じて変更できます。
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プログラムをコピー

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 矢印キーまたは中央ジョグダイヤルで、プログ
ラムを選択してください。

3 キーを押して、プログラムをコピーしてくださ
い。

4 G プログラム名を入力してください。

5 キーを押して、調理プロセスを保存してくださ
い。

プログラム名を変更しない場合には、続いて自動的に目次が出てきます。
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プログラムを削除

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 プログラムを、矢印キーもしくは中央ジョグダ
イヤルで選択してください。

3 キーを2度押すと、プログラムが削除されま
す。

削除プロセスを中断するには、戻るキーまたは他のキーを押してください。

全てのプログラムを削除
全てのプログラムの削除は、『MySCC』のみで可能です。 これには、『MySCC ― コ
ミュニケーション』の章をご覧ください。
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プログラムを変更

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 矢印キーまたは中央ジョグダイヤルで、プログ
ラムを選択してください。

3
キーを押して、変更機能を有効にしてくださ
い。 画面表示が、プログラム詳細画面に変わり
ます。

4 ロースト プログラム名を変更したい場合は、プログラ
ム名を押してください。

5 変更または新しいプログラム名を確定してくだ
さい。

6 運転モードのアイコンを押して、プログラムを
開いてください。

7 変更したいプログラムステップを選択してくだ
さい。

8 変更を実施してください。
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step インフォ/キー 説明

9 キーを2回押して終了してください。

キーを押して、表示されたプログラムステップを削除してください。

キーを押して、プログラムステップを追加してください。 新規のプログ
ラムステップは、表示されたステップの後に挿入されます。

キーを押して、プログラム詳細画面のメモを変更してください。

キーを押して、お気に入りなどの詳細を追加してください。

キーを押して、変更を中断してください。
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プログラムのアップロード／ダウンロード

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 キーを押してください。

3 キーを押して、既存のプログラムをUSBス
ティックに保存してください。

4
キーを押して、既存のプログラムをUSBス
ティックからダウンロードしてください。 詳細
は、『MySCCコミュニケーション アップロー
ド／ダウンロード』の章をご参照ください。
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インテリジェントなCareControl（ケアコントロール）が、機器の使用状況や汚れ度合い
を自動で認識し、最適な洗浄プロセスを最適なタイミングで算出します。洗剤、水、エネ
ルギーは必要最小限量に抑えられます。また、固形ケア剤の特殊成分が水垢の生成を抑
え、水垢付着を防止します。
本体の水垢付着状況や汚れの度合いは、『ケア』と『クリーン』の棒状グラフで表示され
ます。

ケア状態・汚れの状態の表示

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 上部の『ケア』グラフに、現在の水垢付着状況
が表示されます。

3 下部の『クリーン』グラフに、現在の汚れの度
合いが表示されます。
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緑の棒1本：
 
『ケア』表示： 水垢の付着は認められません。
 
『クリーン』表示： 洗浄されたばかりです。

複数の棒が表示：
 
『ケア』表示： 水垢の付着はそれほど多く認められま
せん。
 
『クリーン』表示： 多少汚れていますが、洗浄リク
エストがあるまでそのまま調理を続けることができま
す。

全ての棒が表示、赤い棒が見える状態：
 
『ケア』表示： 水垢付着が認められます。
「CleanJet®＋ケア」で洗浄してください。
 
『クリーン』表示： 非常に汚れています。洗浄リクエ
ストされたら、すぐに洗浄してください。

『ケア』表示の展開の傾向
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洗浄リクエスト

CareControl（ケアコントロール）は、CleanJet ®  +ケア洗浄を行うタイミングを自動認識
します。庫内の汚れ度合いに加え、休憩時間や就業時間などユーザーの作業習慣も考慮し
ます。推奨される洗浄モードはカラー表示されます。

CleanJet®+ケア洗浄が必要になると、洗浄
リクエストが自動表示されます。

推奨される洗浄段階が、カラー表示されま
す。
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step インフォ/キー 説明

1 洗浄 + careしてください 洗浄するようにリクエストされます。

2 CleanJet®+ケア キーを押してCleanJet®+ケアをスタートする
か、『後で』を選択してください。

3 中度
カラー表示で推奨された洗浄段階（例えば
『中度』）を選択し、メニューの指示に従っ
てください。

CleanJet®+ケア洗浄のリクエストは、CleanJet®+ケア洗浄が実施されるまで、定期的に繰り
返されます。
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洗浄スタート
CleanJet®+ケアは庫内洗浄のための自動洗浄システムです。
7段階の洗浄ステップは、それぞれの汚れ度合いに応じて調整できます。

注意！
- 衛生上、また運転トラブルを防ぐため、洗浄はまめに行ってください。火災につながる危険

性！
- スチームモード（蒸し）のみのご使用でも、まめに洗浄を行ってください。
- 純正の固形洗剤・固形ケア剤をご使用ください。それ以外のご使用は本体にダメージを与える

場合があります。他社の洗剤使用によるトラブルは保証対象外となりますのでご注意くださ
い。

- 洗剤の使用量が多すぎると、泡が噴出することがあります。
- 庫内が熱い時（60℃以上）は、決して固形洗剤を入れないでください。

- 長時間運転を休止する場合（夜間など）は、扉を少し開けておいてください。
- 耐用年数を延ばすため、ドアガスケット（パッキン）の汚れは毎日拭き取ってください。洗浄

には研磨剤を使用しないでください。
- ドアガラスの内側、外側、本体の外側は、濡らした柔らかい布で拭いてください。また、研磨

性や侵食性の洗剤もご使用にならないでください。 洗浄にはマイルドで世帯一般用食器用洗剤
をご使用になり、定期的にステンレスを専用お手入れ剤できれいにしてください。洗剤を使用
する際には、研磨剤の入っていない中性洗剤を使用してください。



CareControl

83 / 133

step インフォ/キー 説明

1 キーを押してください。

2 庫内高温
庫内温度が50 °C以上の場合、『庫内高温』
と表示されます。
『Cool Down』を選択してください。(『Cool
Down』の章をご覧ください)

4 軽度 洗浄段階を選択してください（例えば『軽
度』）。

5 ドアを開けて下さい。
扉を開け、庫内にホテルパンなどが残ってい
る場合は、取り出してください。（ステンレ
ス製グリッド、コンビフライ、チキングリッ
ドは庫内に入れたままでも大丈夫です。）

6
警告!
固形洗剤や固形ケア剤は、必ず保護手袋をつけ
て取り扱ってください ― 腐食・手荒れの危険
性！

7
表示された数の固形洗剤をパッケージフィルム
から出し、庫内のエアーバッファー外側の投入
口に入れます。

8 表示された数の固形ケア剤を引き出しに投入し
てください。

8 ドアを閉める 洗浄時間が表示され、扉を閉めると洗浄が自
動的に開始されます。
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警告!
洗浄中、扉を開けないでください。洗剤や高温の蒸気が流出する可能性があります―腐
食、火傷の危険！
CleanJet®+care終了後は、洗剤の残留がないか、庫内やエアーバッファーの後ろ側を点検
して下さい。洗剤が残留していた場合は、これを取り除き、ハンドシャワーで庫内全体
（エアーバッファーの後ろ側も）を丁寧に洗い流してください。腐食の危険があります！
 

固形洗剤・固形ケア剤の取り扱い

警告!
固形洗剤や固形ケア剤を扱
うときは、必ず手袋を着用
してください。皮膚を刺激
する恐れがあります！

卓上型： 表示された量の固
形ケア剤を引き出しに入れ
てください。

床置型： 表示された量の固
形ケア剤を引き出しに入れ
てください。

固形洗剤：パッケージフィ
ルムを取り除いてくださ
い。

固形洗剤をエアーバッ
ファー外側の投入口に入れ
ます。

固形洗剤は庫内に置かない
でください ― 損傷の危険!
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CleanJet®+careを開始する前には、固定ラックやモービルオーブンラックを説明書の記載通り
に庫内に正しくセットする必要があります。
軟水を使用する環境では、固形洗剤の量を推奨される量の半分まで減らすことができます。
用量を守っても泡が噴き出す場合には、固形洗剤の量を減らしてください。洗剤の量を減らし
ても大量に泡が噴出する場合には、販売店に連絡し消泡剤を入れるなどの措置を取ってくださ
い。
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洗浄段階

洗浄ステップ 用途 固形洗剤・ケア剤

すすぎ（タブ不要） お湯で庫内をすすぐ。 なし

ケア 脂のない水垢汚れ用（ベイクやスチーム調理
後など）。 固形ケア剤

簡単洗浄 『短い洗浄時間』 ― あらゆる汚れ向きです
が、乾燥やリンスはありません。 固形洗剤

軽度（クイック） 200℃以下で調理した場合などの軽い汚れ向
き。

固形洗剤＆固形ケ
ア剤

軽度（節約）
軽い汚れ向き（ 200°C以下で使用）で、で
きるだけ化学洗剤や水資源の投入を節約しま
す。

固形洗剤＆固形ケ
ア剤

中度 ローストやグリルの汚れ向き、例えば鶏肉、
ステーキ、魚のグリルなどの調理後に使用。

固形洗剤＆固形ケ
ア剤

強度
ローストやグリルの強度の汚れ向き、例えば
鶏肉、ステーキなどの複数段投入調理後に使
用。

固形洗剤＆固形ケ
ア剤
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CleanJet®+ケアの中止
10分以上停電するか本体の電源スイッチがオフになると、ディスプレイに“CleanJet®中
止”と表示されます。CleanJet®中止後20秒以内にディスプレイが押されないと、アクティ
ブ状態だったCleanJet®+careプログラムはそのまま終了します。

step インフォ/キー 説明

1 本体の電源スイッチをオフにし、再びオンにし
てください。

2 中断？ キーを押して、中断を確定してください。

3 扉を開けて下さい 高温の蒸気に注意して、ゆっくりと扉を開け
てください。

4
警告!
固形洗剤は、必ず保護手袋をつけて取り扱って
ください ― 腐食・手荒れの危険性！

4 洗剤を取り除
いてください

固形洗剤(まだ残っている場合)を除去し、ドア
を閉めてください。

5 00:09 庫内は自動で洗浄され、終了までの残り時間
が表示されます。

6 洗浄不完全 再び調理を開始できる状態になります。
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MySCCで各種基本設定（現在時刻、日付、言語など）を選択できます。下記のサブメ
ニューを選択してください。

MySCCキーを押して、ユニットの環境設定を変更してください。

言語、現在時刻/日
付などの設定

HACCPデータの保
存（USBスティッ
ク）

プログラム、製品
データ、HACCP
データなどのダウン
ロード/アップロー
ド

モデル名、製品デー
タ、ホットラインな
ど、サービスのため
の機能

 

『MyDisplay』をご
利用になり、お客様
のディスプレイとア
クセス権をカスタマ
イズしてください。

強制洗浄を設定して
ください。
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設定キーを押して、言語、時間表示形式、現在時刻/日付、サウンドなどを変更
してください。

現在時刻/日付

step インフォ/キー 説明

1 MySCCキーを押してください。

2 設定キーを押してください。

3 現在時刻/日付キーを押してください。

4 11:00
現在時刻を選択して、中央ジョグダイヤルで
現在時刻を入力してください。 ダイヤルを押
して、確定してください。

5 24.12.2010 日付を選択して、中央ジョグダイヤルで日付
を入力してください。
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時間表示形式

step インフォ/キー 説明

1 MySCCキーを押してください。

2 設定キーを押してください。

調理時間表示形式
調理時間表示形式を押してください。 セットされた調理時間表示形式が点灯し
ます。
h:m 時：分、m:s 分：秒
プログラミング：時間表示形式は、プログラムステップ毎に変更できます。具
体例： プログラムステップ１は時：分で、プログラムステップ2は分：秒で

現在時刻表示形式
現在時刻表示形式を押してください。 セットされた現在時刻表示形式が点灯し
ます(日付表示形式は自動的に調整されます)。
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自動開始時間
開始時間を設定して、自動でスタートさせることができます。
注意：加熱または冷凍していない食材は、衛生上の観点から庫内に長時間放置しないでく
ださい。

step インフォ/キー 説明

1 MySCCキーを押してください。

2 設定キーを押してください。

3 開始時間キーを押してください。

4 04:00 現在時刻を選択して、中央ジョグダイヤルで
ご希望のスタート時間を設定してください。

5 25.12.2010 日付を選択して、ご希望の日付を設定してく
ださい。

6 運転モードを選択し（例：肉）、ご希望の設
定を実施してください。

7
自動開始時間がセットされると、ディスプレ
イ画面が暗くなり、開始時間と開始時間の中断
キーだけが画面に表示されます。
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- 庫内ドアは閉めたままにしてください！
- 自動開始時間がセットされると、庫内灯が消えます。
- 自動開始時間運転モードでは、予熱は省略されます。
- 自動開始時間は、ユニットの電源をオン/オフにしても削除されません。 自動開始時間がセット

されている間は、ユニットのヘルプ機能『？』以外は選択できません。

自動開始時間の解除
スタート時間を解除するには、中断キーを押してください。
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デルタT調理
デルタT（デルタ温度）とは、芯温と庫内温度との差を表します。庫内温度の上昇を緩や
かにし、常に芯温との間に一定の差が生じるようにして調理を行う方法です。かたまり肉
などの調理において、よりゆっくりとしたペースで、火を通すことができます（マニュア
ルモードでのみ選択できます）。

step インフォ/キー 説明

1 マニュアルの運転モード（例：ホットエアー）
を選択してください。

2 MySCCキーを押してください。

3 設定キーを押してください。

4 デルタＴ調理キーを押してください。
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step インフォ/キー 説明

5 20℃ ご希望のデルタＴ温度差を設定してくださ
い。

6 ご希望の芯温を設定してください。

デルタT設定がセットされると、ディスプレイに『デルタT』と表示され
ます。

デルタＴ調理はマニュアルモードでのみ選択できます。デルタＴ調理がセットされている間
は、ディスプレイにデルタＴのアイコンが表示されます。時間キーでデルタＴ調理の時間を設
定することができます。
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言語、温度表示形式、ディスプレイ明るさ設定

step インフォ/キー 説明

1 MySCCキーを押してください。

2 設定キーを押してください。

言語
キーを押して、中央ジョグダイヤルで言語を設定してください。

温度表示形式
キーを押してください。 セットされた温度表示形式（℃または℉）が点灯しま
す。

ディスプレイの明るさ設定
キーを押して、中央ジョグダイヤルで明るさの段階を設定してください。
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1/2 エネルギー消費
ヒーターの消費電力が50％減少します（例えばモデル101の場合18kWから9kW
に）。SelfCookingControl ®  モードでは選択できません。

step インフォ/キー 説明

1 マニュアルの運転モード（例：ホットエアー）
を選択してください。

2 MySCCキーを押してください。

3 設定キーを押してください。

4 1/2エネルギー消費キーを押してください。

5 『E/2』 (エネルギーが半分)と表示されます。

1/2エネルギー消費がセットされると、ディスプレイに『E/2』と表示され
ます。

エネルギー半減状態での調理では、調理時間が延長します。 場合によっては、料理の質が低
下する可能性があります。
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サウンド機能
ブザー音の種類、大きさ、長さなどをお好みで設定できます。

全般のブザー音量

投入リクエスト

手動プログラムのリクエスト（手
動入力）

調理終了

エラー/中断

消音

次のブザー音を設定変更できます。

この欄で、ブザー音を選択してく
ださい。

この欄で、ご希望の音量を設定し
てください（0～100%）

この欄で、ブザー音の長さを設定
してください（連続/消音/秒）。

この欄で、ブザー音のパルス間隔
を設定してください（消音/秒/断
続音なし）。

step インフォ/キー 説明

1 MySCCキーを押してください。

2 設定キーを押してください。

3 サウンドキーを押してください。
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step インフォ/キー 説明

4 4
最初のフィールド（例：投入時のブザー音）
を押して、ブザー音（例：タイプ4）を選択し
てください。

5 70% 2つ目のフィールドを押して、投入時のブザー
音の音量を設定してください（例：70%）。

6 130 3つ目のフィールドを押して、投入時のブザー
音の音量を設定してください（例：130秒）。

7 25
3つ目のフィールドを押して、投入時のブザー
音の音量を設定してください（例：1分間に25
秒トーンが鳴る）。
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Level Controlの順番と投入段数、皿の重量

step インフォ/キー 説明

1 MySCCキーを押してください。

2 設定キーを押してください。

レベルの段数
キーを押して、ELCの段数を設定してください。

レベル順番
キーを押して、レベル段の順序を変更してください。

バンケットシステムの皿の重量
キーを押して、バンケットシステム用の皿の重量（料理を盛り付ける前の空の
皿の重量）を選択してください。

プレート ア・ラ・カルトの皿の重量
キーを押して、プレート ア・ラ・カルト用の皿の重量（料理を盛り付ける前の
空の皿の重量）を選択してください。
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HACCP処理データは10日間保存され、必要に応じてユニットのUSBインターフェースか
ら出力できます。 永久保存するには、指示に従ってください。

HACCPデータのダウンロード

step インフォ/キー 説明

1 USBスティックを、操作パネルの下のインター
フェースに差し込んでください。

2 MySCCキーを押してください。

3 キーを押して、HACCPモードを開いてくださ
い。

4 12.09.2011
最初の日付/時間フィールドを押して、中央
ジョグダイヤルでご希望のデータ開始日/時間
を設定してください。

5 22.09.2011
2つめの日付/時間フィールドを押して、中央
ジョグダイヤルでご希望のデータ終了日/時間
を設定してください。

6
キーを押して、ダウンロードを開始してくだ
さい。終了すると、画面のUSBスティックに
チェックマークが表示されます。
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以下のデータが記録されます：
- 投入量
- 時刻
- 調理ブログラム名
- 庫内温度
- 芯温
- ドア開 / ドア閉
- 運転モードの変更
- CleanJet ®  +ケア洗浄
- エネルギー最適化装置接続
- 1/2エネルギー
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画像
USBを使ってお手持ちの画像を本体に取り込み、プログラミングモードで使用することが
できます。
画像は所定のフォーマットに変換する必要がありますので、まず初めにご使用になりたい
画像をClubページ経由でお送りいただきます。Clubには事前登録が必要です。Clubのペー
ジにアクセスしていただき、会員登録を行ってください。登録料、年会費等は一切発生し
ません。
 
登録が完了しましたら、インストールしたい画像が保存されたUSBを用意し、下記手順で
本体に取り込んでください。

step インフォ/キー 説明

1
フォーマット済みの画像が入ったUSBを操作パ
ネル下のインターフェースに差し込んでくださ
い。

2 MySCCキーを押してください。

3 キーを押してください。

4 キーを押してご希望の機能に進んでください。
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画像のダウンロード
キーを押してご希望の画像をUSBにダウンロードします。

画像のアップロード
キーを押して、USB内の画像をプログラミングモードにアップロードします。

オリジナル画像をすべて削除
キーを押して、プログラミングモード内のオリジナル画像をすべて削除しま
す。

Clubへの登録を行わずに画像をインストールする場合は、下記の通りに画像を所定のフォー
マットに変換させてください。
 

- 画像の解像度： 正方形 134 x 134ピクセル
- 画像の形式： PNG
- 画像のサイズ： 最大50キロバイト
- 画像名： 使用できる文字種は、アルファベットの「a - z」、数字の「0 - 9」とアンダーバー

「_」です。例） 「large_pretzels_2.png」
- 画像の数： 最大100枚

画像はすべてUSB内の「userprogpix」という名前のフォルダに保存されている必要がありま
す

手続きが完了すると「確認」のアイコンが表示されます。このアイコン
が表示されるまで、USBを本体から抜かないでください。
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ソフトウェアのアップデート、プログラム管理、ユニットデータ

内蔵のUSBインターフェースを通して、プログラム管理やソフトウェアのアップデート、
その他データの保存などを行うことができます。

step インフォ/キー 説明

1
ソフトウェアの入ったUSBスティックを、操作
パネル下のインターフェースに差し込んでくだ
さい。

2 MySCCキーを押してください。

3 キーを押してください。

4 キーを押して、機能を選択してください。

アップデート
USBスティック上のソフトウェアが認識されると、キーが押せるようになりま
す。 キーを押して、アップデートを開始してください。 画面の指示に従ってく
ださい。作業中は電源を切らないでください。
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アップデートは、USBスティックを挿入して機器の電源をオフ/オンにしても、スタートする
ことができます。
ソフトウェアのアップデートには、必ず製造メーカーオリジナルのUSBスティックを使用して
ください。 USBスティックにソフトウェアのみが入っており、他のデータが入っていないこ
とをご確認ください。

プログラムのダウンロード
キーを押してください。

USBスティックへの醸成プログラムをダウンロードする際、装置ごとに専用のUSBス
ティックが必要なことにご注意ください。
HACCPデータのダウンロードでは複数の装置について1本のUSBスティックで足ります。

プログラムのアップロード
キーを押してください。 調理プログラムがユニットに保存されます。

すべてのプログラムを削除する
キーを２回押して、ユーザーが自分で作成したプログラム、プロセス、グルー
プすべてをプログラミングモードから削除してください。
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買い物かごは削除されません。 買い物かごを削除するには、プログラミングモードで削除
キーを使って一つずつ除去してください。

HACCP
キーを押してください。過去10日間のHACCPデータが、USBスティックに保存
されます。

詳細は、『HACCP』の章も合わせてご覧ください。
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ユニットデータのダウンロード
キーを押してください。 ユニット内のデータがUSBスティックに保存されま
す。

USBスティックが認識されると、USBのアイコンが点灯します。 ス
ティックが認識されたら、データの保存、ダウンロード、永久保存がで
きます。

ひとつの機能が完了すると、『確定』のチェックが入ります。 確定の
チェックが点灯してから、USBスティックを外して下さい。
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IPアドレス
オプションのイーサネット・インターフェースを通して機器をネットワークにつなげるこ
とができます。（日本では対応しておりません。）

step インフォ/キー 説明

1
ソフトウェアの入ったUSBスティックを、操作
パネル下のインターフェースに差し込んでくだ
さい。

2 MySCCキーを押してください。

3 キーを押してください。

4 キーを押して、機能を選択してください。

5 LAN IP キーを押して、お客様のLAN IPアドレスを入
力してください。

6 LAN ゲートウェイ IP キーを押して、お客様のゲートウェイ・アド
レスを入力してください。

7 LAN サブネットマスク キーを押して、お客様のサブネットマスク・
アドレスを入力してください。
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サービス領域では、ユニットタイプ/ソフトウェアなどのデータやホットラインなどを検索
することができます。

step インフォ/キー 説明

1 MySCCキーを押してください。

2 『サービス』キーを押してください。

マイ・ユニット
キーを押して、ユニットタイプやソフトウェアバージョンについての情報を検
索してください。

ホットライン
キーを押して、サービス・ホットラインやシェフラインを表示してください。

スチーム発生器の洗浄
キーを押して、スチーム発生器を洗浄してください。

自己テスト
キーを押して本体の自己テストを開始してください。すべての機能に異常がな
いか、結果が通知されます。
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デモンストレーション/ダミーモード
キーを押して、デモンストレーションモードにしてください。 ユニットの全機
能が、デモンストレーションモードでシミュレーションされます。このモード
では、実際の調理はできません。

現在進行中のダミー・モードは、ディスプレイに表示されます。
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『MyDisplay』機能を使って、お客様のディスプレイとアクセス権をカスタマイズしてく
ださい。 アクセスを制限して、例えばユーザーが自分で保存した調理プロセスのみを選択
できるようにすることも可能です。

step インフォ/キー 説明

1 『MySCC』キーを押してください。

2 『MyDisplay』キーを押してください。

マイ・プロフィール
例えば『プロフィール１（P１）』キーを押して、プロフィール画面に移動し
てください。 プロフィール画面でパスワードを登録している場合は、このパス
ワードを入力するようリクエストされます。

プロフィール解除
キー（Ｐ０）を押して、プロフィール画面から標準画面に戻ってください。

『プロフィール解除』のパスワード
キーを押して、プロフィールのアクティブ解除のためのパスワードを保存して
ください。
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パスワードを保存すると、すべてのプロフィールの解除がひとつのパスワードで可能に
なります。 パスワードを紛失しないようにご注意ください。 パスワードをお忘れの場合
は、MyDisplayのアクティブ解除ができなくなります。 その場合は、カスタマーサービスにご
連絡ください。
プロフィールをアクティブにしたままで、プロフィールの設定はできません。 （『プロ
フィール解除』キーを押してください。）

プロフィール変更
キーを押して、プロフィールを変更してください。 左の画面が開きます。

プロフィールのダウンロード
キーを押して、本体のプロフィールをUSBスティックにアップロードしてくだ
さい。 USBスティックを挿入してから、キーを押してください。

プロフィールのアップロード
キーを押して、本体のプロフィールをUSBスティックにアップロードしてくだ
さい。 USBスティックを挿入してから、キーを押してください。
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プロフィールを選択して
ください。

プロフィールに名前をつけて保存する
プロフィールに名前を付
けてください。

パスワードを保存してく
ださい。

パスワードを保存すると、すべてのプロフィールのアクティブ化がひとつのパスワードで可能
になります。

調理モードを制限する

コンビ・スチーマー・モードを非
表示にします。

SelfCooking Control ®  モードを非
表示にする。
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プログラミングモードを非表示に
します。

CareControlを非表示にします。

ELC ®  モードを非表示にする。

キーを押すと、機能が表示されます。 選択解除したキーもしくは押さなかったキー（薄い色
のキー）は、プロフィールがアクティブな場合、機能が非表示になります。
いくつかの機能の設定には、キーを押してさらに中央ジョグダイヤルを回す必要があります。

設定とコミュニケーションを制限する
MySCCの設定を非表示にしま
す。

MySCCのコミュニケーションを
非表示にします。

プログラミングモードを制限する
プログラミングモードで、アイコ
ン表示かリスト表示か選択しま
す。

リスト表示のフィルタリングを非
表示にします。

アイコン表示のズームのお気に入
りを選択します。

フィルタリングのお気に
入りを選択します（例：
グループ、マニュアル・
プログラムなど）。

調理パラメータ画面の設定： 調
理パラメータが非表示の場合、変
更はできません。

アイコン表示・リスト表示の選択
の可能性を非表示にします。

プログラムの新規、変更、削除を
非表示にします。

ソータリングのお気に入
りを選択します（例：ア
ルファベット順、モデル
毎など）。

調理パラメータ画面の設定： 調
理パラメータを見ることは可能で
すが、変更はできません。

キーを押して、プロ
フィールに分類される
グループを選択してく
ださい（例：昼食グルー
プ）。
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グループ分け機能： プログラミングモードでグループをフィルターに
かけると、該当するグループ（昼食グループ）だけが表示されます。 グ
ループ分けをフィルターのお気に入り機能と組み合わせることができま
す。 お気に入りで『グループ』を選択し、プログラミングモードで該当
グループだけが表示されるようにしてください。

CareControlを制限する

キーを押して、非表示にするプロ
グラムを選択してください。

非表示の洗浄プログラムは、CareControlでスタートさせることができま
せん。 機器の故障を防ぐために、特定の洗浄プログラム（固形洗剤＆固
形ケア剤）が必要な場合がありますので、ご注意ください。
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追加情報を制限し、優先順位をつける

インフォキーとヘルプ機能を非表
示にします。

調理中の表示画面に名前を付けて
保存してください（例：昼食）。

キーを押して、プログラムグルー
プの索引を表示してください。

キーを押して、プロフィールの重
要度を設定してください。 （5＝
重要度最高、1＝重要度最低）。

索引をクリックすると、開いたグループまたはプログラムのファイルと
サブファイルが表示されます。 プログラミングモードでアイコン表示画
面およびグループとサブグループを開き、マッピング構造を表示してく
ださい。

優先順位機能を使って、プロフィールの優先順位を作成できます。 パス
ワードを入力せずに、優先順位の高いプロフィールから優先順位の低い
プロフィールへ移動することができます。 ただし、すべてのプロフィー
ルを解除するにはパスワードが必要です（パスワードを登録している場
合）。
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強制洗浄設定をすると、ユーザーは、事前設定された時間を過ぎると洗浄リクエストされ
ます。 洗浄リクエストが表示されると、洗浄実施するまで機器をご使用になれません。
強制洗浄は、スタッフがシフト制の場合などで、洗浄・衛生規定を順守するために有益で
す。

step インフォ/キー 説明

1 『MySCC』キーを押してください。

2 『強制洗浄』キーを押してください。

強制洗浄をオン/オフにする
キーを押して、強制洗浄をオンまたはオフにしてください。 キーのシンボル
が、アクティブ化された強制洗浄を示しています。

洗浄リクエストまでの時間
キーを押して、洗浄リクエストまでの時間を設定してください。

洗浄を延期する
キーを押して、リクエスト後に何時間洗浄を延期できるか、設定してくださ
い。
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アクティブ化された強制洗浄は、ディスプレイ上の次回洗浄時間の表示
でも確認することができます。
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KitchenManagementシステムソフトウェアとのデータのやり取りにはSelfCookingCenter®
whitefficiency®を同機種同プラットフォームから構成されるネットワークに接続してご使
用ください。このネットワークにはKitchenManagementシステムがインストールされた
PCも含まれます。

この際次のことに気をつけ下さい:
- SelfCookingCenter® whitefficiency®は標準仕様でネットワークカードを搭載しています
- また、オプシ®ンのイーサネットインターフェイスをご注文または追加搭載することも

できます
- IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを装置に設定してください
- 次に、SelfCookingCenter® whitefficiency®をPCと同様にネットワークに接続します

次にネットワーク上のPCからPINGコマンドで接続を確認することができます。

本装置は次の手段でネットワーク接続できます:
- WLANルーター
- Powerlineアダプター
- アクセスポイント
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エアーフィルターのサービス
卓上型モデル 6 x 1/1 GN、6 x 2/1 GN、10 x 1/1
GN、10 x 2/1 GN：
エアーフィルターのフレームの両側のざらざらした部
分を押して、固定レバーを外してください。 フィル
ターを下方向へ傾け、ユニットから完全に外してくだ
さい。
エアーフィルターを食器洗い機で洗浄し（CleanJet ® 

では洗浄しないでください！）、乾かしてください。
洗浄後もエアーフィルターがベタベタして汚れている
場合は、新しいフィルターに交換してください。
エアーフィルターを、まず後ろのフックをユニット下
の穴に入れ、フィルターを下から上へカチッと音がす
るまで押し入れてください（フィルターを外す時は、
逆に上から下へ外す）。
エアーフィルター商品番号： 40.03.461
床置型モデル 20 x 1/1 GN、20 x 2/1 GN：
床置型モデルのエアーフィルター交換は、販売店にご
連絡ください。
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ドアガスケット（パッキン）の交換
ドアガスケットは庫内入口の溝にはめ込まれていま
す。

- 古くなったドアガスケットは溝から外して交換して
ください。

- 溝の部分をきれいに清掃・洗浄してください。
- 新しいドアガスケットを溝にはめ込みます。（ドア

ガスケットと溝に石鹸水を噴霧して湿らせてくださ
い）。

- ドアガスケットの四隅は特に気を付けて完全に溝に
はめ込むようにしてください。

ドアガスケット
6 x 1/1 GN 商品番号：

20.00.394
6 x 2/1 GN 商品番号：

20.00.395
10 x 1/1 GN 商品番号：

20.00.396
10 x 2/1 GN 商品番号：

20.00.397
20 x 1/1 GN 商品番号：

20.00.398
20 x 2/1 GN 商品番号：

20.00.399

庫内灯の交換
電源を必ず切ってください。

- 庫内の排水口に部品が落ちないよう、布などで覆っ
てください。

- フレームをガラスとパッキンごと外してください。
- 庫内灯（商品番号：3024.0201）を取り替えてくだ

さい。庫内灯は手で直接持たないようにしてくださ
い。

- パッキンフレームも取り替えます（商品番号：
40.00.094）。

- フレームをガラスとパッキンごと差し込みます。
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水垢除去作業は必ず販売店またはサービスパートナーにご用命ください。月に一度、水垢
付着状況を点検してください。

step インフォ/キー 説明

1 ユニットの電源を切ってください。

2 固定ラックとエアーバッフルを庫内の中央に向
けて動かしてください。

3 強制加湿ノズルのキャップナットを緩めます
（反時計回り、15番のスパナ）。

警告！
刺激性の強い液体化学洗剤 ― 手荒れ・腐食の
危険！
水垢除去の際は： 防護服、保護メガネ、防護手
袋、顔面保護マスク。
強制加湿ノズルを、しばらく水垢除去剤に浸し
ておきます。

4 取り付けの前には、強制加湿ノズルの穴にカル
キ付着がないようご注意ください。
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step インフォ/キー 説明

5 取り付けは、この逆の順序で行います。強制加
湿ノズルのセット位置にご注意ください。
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ディスプレイ上のエラー表示一般

本体にエラーが発生した場
合、ディスプレイに表示さ
れます。

調理に直接支障がないエ
ラーの場合は、戻るキーを
押して表示を消すことがで
きます。
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エラー対処の措置一覧を参照してください。

エラー表示 いつ、どのように 対処

サービス 10 電源オン後30秒間 "戻る"キーで解除できます。調理には影響が
ありません。販売店にご連絡下さい。

サービス 11 電源オン後30秒間 "戻る"キーで解除できます。調理には影響が
ありません。販売店にご連絡下さい。

サービス 12 電源オン後30秒間 "戻る"キーで解除できます。調理には影響が
ありません。販売店にご連絡下さい。

サービス 14 電源オンの際に30秒
間

“戻る”キーで解除できます。ホットエアーの
調理には影響がありません。販売店にご連
絡ください。

サービス 20 運転モードの変更
時や電源を入れた
時、SelfCooking
Control®運転モード
の選択時に、30秒間
表示

SelfCooking Control®モードでの作業やプロ
グラミングはできません。マニュアルモー
ドでのみ作業できます。販売店にご連絡下
さい！

サービス 23 継続して表示されま
す。

本体の電源を切ってください。販売店にご
連絡ください！

サービス 24 継続して表示されま
す。

本体の電源を切ってください。販売店にご
連絡ください！

サービス 25 CleanJet®+ケア洗浄
中に、30秒間表示

CleanJet®+careが機能していません！
- 給水元栓が完全に開いているか確認して

ください。
- 給水電磁弁が詰まっていないか確認して

ください。
- ホテルパン類が庫内にある場合は、取り

出してください。
- エラーが特定できない場合には、販売店

までご連絡ください。
- CleanJet®+careの洗浄中に表示された場

合は、固形洗剤を庫内から取り出し、庫
内（エアーバッファーの裏も）をハンド
シャワーでよく洗ってください。

一時的であれば、調理することも可能で
す。販売店にご連絡ください!
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エラー表示 いつ、どのように 対処

サービス 26 継続して表示されま
す。

CleanJet®+careの洗浄中に表示された場合
には、"CleanJet®の中止"を行ってくださ
い。中止後にもエラー表示が継続して表示
される場合は、固形洗剤を庫内から取り出
し、庫内（エアーバッファーの裏も）をハ
ンドシャワーでよく洗ってください。販売
店にご連絡下さい！

サービス 27 電源オン後30秒間 CleanJet®+careが機能していません！電源
を切り、5秒後に再度電源を入れてくださ
い。

サービス 28 電源オン後30秒間 販売店にご連絡ください!

サービス 29 継続して表示されま
す。

操作パネルの下の空気フィルターを確認し
て、必要な場合には洗浄または交換を行っ
て下さい。外部の熱源が本体に影響してい
ないか確かめて下さい。サービスメッセー
ジの表示が続くようでしたら、販売店まで
ご連絡下さい！

サービス 31 電源オン後30秒間 芯温センサーが故障しています。芯温セン
サーを使用しない調理は行うことができま
す。販売店にご連絡下さい！

サービス 32 ガス
式モデル

継続して表示されま
す。

ガス栓を閉めてください!販売店にご連絡く
ださい!

サービス 33 ガス
式モデル

4回リセット後に継続
して表示されます。

ガス栓を閉めてください!販売店にご連絡く
ださい!

サービス 34 継続して表示されま
す。

ディスプレイに指示が出ればそれに従い、
それでもエラー表示が続く場合は、販売店
にご連絡ください！

サービス 35 電源オン後30秒間 UltraVent®を電源に接続してください。

サービス 36 電源オン後、およ
び運転モード変更
後、30秒間表示

調理は制限付きで可能です。販売店にご連
絡ください！

サービス 37 電源オン後、およ
び運転モード変更
後、30秒間表示

調理は制限付きで可能です。販売店にご連
絡ください！
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エラー表示 いつ、どのように 対処

サービス 40 CleanJet®+ケア洗浄
中に、30秒間表示

CleanJet®+ケア洗浄をもう一度スタート
してください。エラー表示が再び出る場合
は、販売店にご連絡ください！

サービス 41 CleanJet®+ケア洗浄
中に、30秒間表示

CleanJet®+ケア洗浄をもう一度スタート
してください。エラー表示が再び出る場合
は、販売店にご連絡ください！

サービス 42 CleanJet®+ケア洗浄
中に、30秒間表示

CleanJet®+ケア洗浄をもう一度スタート
してください。エラー表示が再び出る場合
は、販売店にご連絡ください！

サービス 43 CleanJet®+ケア洗浄
中に、30秒間表示

CleanJet®+ケア洗浄をもう一度スタート
してください。エラー表示が再び出る場合
は、販売店にご連絡ください！

サービス 44 CleanJet®+ケア洗浄
中に、30秒間表示

CleanJet®+ケア洗浄をもう一度スタート
してください。エラー表示が再び出る場合
は、販売店にご連絡ください！

サービス 110 継続して表示されま
す。

販売店にご連絡ください!

サービス 120 継続して表示されま
す。

販売店にご連絡ください!
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エラー 考えられる原因 対処方法

ドアから水が漏れる ドアが正しく閉まって
いない。

床置型の場合、ハンドルが真下を向い
ていないと、ドアが完全に閉まりませ
ん。

ドアパッキンが消耗、
もしくは破損してい
る。

ドアパッキンを交換して下さい（取扱
説明書の『設備』の章を参照）。
長くお使いいただくために：

- 一日の調理が終了したら、濡れたタ
オルでドアパッキンの汚れを拭き
取ってください。

- グリル調理など、脂の汚れが多い調
理を多用する場合は、調理の合間に
も濡れたタオルでドアパッキンの汚
れを拭き取ってください。

- 庫内に食材を入れない状態で長時
間運転させる場合は、庫内温度を
180℃以上にはしないようにして下
さい。

運転中に異常音がす
る。

エアーバッファーや固
定ラックなどがきちん
と固定されていない。

エアーバッファーや固定ラックをきち
んと固定してください。

庫内灯が機能しない。 ハロゲンランプが切れ
ている。

ランプを交換してください(取扱説明書
の『設備』の章を参照)

『蛇口のアイコン』が
点滅している。

給水元栓が閉まってい
る。

給水元栓を開けてください。

給水口のフィルターが
詰まっている。

フィルターの点検と洗浄を行ってくだ
さい。
まず給水元栓を締め、本体の給水管を
外し、給水口にあるフィルターを取り
出してください。フィルターを洗浄し
た後、元通りに設置して、水漏れがな
いかを確認してください。

本体の下から水が流れ
出す。

設置が水平になされて
いない。

水準器を使用して、水平に設置し直し
てください（設置マニュアル参照）。

排水がブロックされて
いる。

本体裏側の排水口（HTホース）を外し
て洗浄してください。脂分の多い食材
を頻繁に調理したり、ホースの勾配が
少ない場合に詰まりが発生することが
あります。ホースの適切な勾配は設置
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マニュアルをご参照下さい。本体は定
期的にCleanJet®+careで洗浄して下さ
い。

電源を入れても調理
モードが表示されな
い。

外部の主電源がオフに
なっている。

外部主電源をオンにしてください。

ヒューズが作動してい
る。

ヒューズを点検してください。

室温が長時間5℃以下
になっていた。

庫内を20℃以上に温めてください。本
体は凍結しない環境でのみ運転が可能
です。（設置マニュアル参照）

CleanJet®+ケア洗浄
中に、排気管から泡が
発生する。

水が軟水すぎる。 販売店にご連絡ください!

排水管の設置が不適
切。

設置マニュアルに従って、排水管を設
置してください。

CleanJet®+ケアの実
行中、急に洗浄時間が
加算される。

CleanJet®+ケアプロ
セスが中断。

エアーバッファーや固定ラックが庫内
にきちんと設置されているか確認して
ください。ホテルパン類は庫内に入れ
たままにしないで下さい。

『フィルターを交換し
てください』と表示さ
れる。

エアーフィルターが汚
れている。

エアーフィルターを交換してくださ
い。（取扱説明書『設備』の章を参
照。）「戻る」の矢印を押して、エ
ラー表示を解除してください。

「極性の点検」と表示
が出る。（ガス機種の
み）

電圧供給が正しい極性
で接続されていない。

ソケット接続されている場合、プラグ
の差し込みの向きを逆にしてくださ
い。

ガスリセットが絶えず
表示される。

ガス供給が切断されて
いる。

ガス栓を開けてください。
換気扇を回してください。

ガス圧が低すぎる。 ガス供給を点検してください。

運転モードキーが点滅
する

庫内が高温過ぎる 庫内を『Cool Down』で冷却してくだ
さい。（取扱説明書「一般操作のヒン
ト」および「Cool Down」の章を参照）
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今すぐ入会して会員になりましょう!

さまざまな特典をご用意して、皆様のご入会をお待ちしております！

Club特典の一例：

無料アップグレード
SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  をお使いの方はいつでも最新のソフトウェアを ！

レシピ – キーを押すだけで簡単に
SelfCookingCenter ®  向けの最高のレシピ!

ダウンロードエリア
カタログや説明書がダウンロードできます！

ニュースレターの発行
常に最新の情報が入ります!

無料のSelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  セミナー
ClubRATIONAL会員限定のセミナーを企画いたします！

よくある質問への回答
常にご関心のあるテーマに関する質問!

クラブの会費は無料です!

今すぐ会員になりましょう!

www.club-rational.com
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