管理用コード

電気ケトル（家庭用）
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裏表紙

製品ユーザー登録のお願い

ご 登 録 はこちらから

www.balmuda.com/reg/

BALMUDA ではお客様に最適な製品サポートを受けていただくために、
製品ユーザー登録をお願いしております。
登録には、本体底面に記載されているシリアルナンバーの入力が必要です。
シリアルナンバーは「S/N」の後ろの 13 桁の英数字です。
中に水が入っていない状態でご確認ください。
電源ベースにも同様の番号が記載されていますが、本体のものとは異なる
ためご注意ください。

シリアルナンバー
S/N XXXXXXXXXXXXX

-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

製品ユーザー登録を行っていただくことで、保証期間内外に関わらず、
お客様のサポートを円滑に行います。
修理に関するご相談ならびに製品のお取り扱い方法、お手入れに関するご相談はバルミューダ
サポートセンター（P.10）までお気軽にご連絡ください。
製品を熟知した専門スタッフが迅速に対応いたします。

安全上のご注意
ご使用の前によくお読みのうえ、正しく使用してください。
この取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、人体やペットへの危害や財産
への損害を未然に防止するためのものです。

誤った使用によって生じる危害や損害を区分して表示しています。

警 告「死亡または重傷を負う恐れがある内容」を示しています。
注 意「軽傷を負う恐れや家屋・家財などの損害が発生する恐れがある内容」を示しています。
使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。
してはいけない「禁止」内容を示しています。
しなければならない「指示」内容を示しています。
1

使用に際して

警告
子どもや、補助を必要とする人に使用させない。
ヤケド、ケガ、感電の原因となります。
本体や電源ベースを水に浸さない。
本体や電源ベースが水に浸かってしまった場合は、電源プラグをコンセントから抜き、水から取り出して
ください。
また、使用を中止しバルミューダサポートセンター（P.10）へご連絡ください。
ケガ、感電、火災、故障の原因となります。
本体や電源ベースに水をかけない。本体底面を濡らさない。
感電、火災、故障の原因となります。
本体側接続部、および電源ベース側接続部の金属部に触れたり、穴にピンなどの金属を差し込まない。
ヤケド、感電の原因となります。
注ぎ口を覗き込んだり、人に向けたりしない。
ヤケド、ケガの原因となります。
分解・改造をしない。
感電、火災の原因となります。
本体や電源ベースを食器洗い乾燥機で洗わない。
製品内部の電気部に水が入り、感電や火災の原因となります。
本製品のお手入れの際に洗剤を使用しない。
製品内部のすすぎ残しの洗剤により、突然お湯が噴き出したり、故障の原因となります。
この取扱説明書および弊社が推奨している以外の目的で製品を使用しない。
感電や火災などの事故を引き起こす原因となります。不適切な使用またはこれらの指示に従わなかった
場合、弊社は責任を負いません。
フタを奥までしっかりと閉める。
自動 OFF 機能が働かず、沸騰しても電源が切れないため火災の原因となります。
また、フタが外れてお湯が漏れ、ヤケドの原因となります。
乳幼児や子どもに触れさせないよう注意する。
ヤケド、ケガ、感電、火災の原因となります。
電源プラグや電源コードの交換・修理、その他の修理については必ずバルミューダサポートセンター
（P.10）に連絡する。
ヤケド、ケガ、感電、火災、故障の原因となります。
本体の底面や取っ手にヒビが入ったり、水を入れた状態でもグラつく場合は直ちに使用を中止する。
本体破損、お湯（水）の漏れにより、ヤケド、感電の原因となります。

2

使用に際して

注意
専用の電源ベース以外使用しない。また、電源ベースを他のケトルに転用しない。
ヤケド、感電、火災の原因となります。
湯沸かし中や湯沸かし後、
しばらくの間は取っ手とスイッチ以外（本体胴部、
フタ、
ノズル）に触れない。
ヤケドの原因となります。
湯沸かし中や湯沸かし後、しばらくの間は蒸気口や注ぎ口に、顔や手を近づけない。
蒸気によるヤケドの原因となります。
取っ手以外（フタやノズルなど）を持って本体を移動させない。
本体が落下し、ヤケド、ケガ、故障の原因となります。
ノズルをぶつけたり、衝撃を与えたりしない。
ノズルの付け根からお湯が漏れ、ヤケドの原因となります。
本体、電源ベースを落下させたり衝撃を与えたりしない。
ヤケド、ケガ、感電、火災、故障の原因となります。
水以外は入れない。
吹き出して、ヤケドの原因となります。
本体を極端に傾けない。また、注ぎ口と逆方向に傾けない。
蒸気口、製品底部からお湯が漏れ、ヤケド、感電の原因となります。
湯沸かし時に蒸気口を塞がない。
注ぎ口からお湯が吹き出し、ヤケドの原因となります。
湯沸かし中にフタを外さない。
ヤケド、ケガの原因となります。
湯沸かし中に本製品を放置しない。
使用中だと気づかずに誰かが本製品に触れると、ヤケドの原因となります。
丸洗いはしない。
感電、故障の原因となります。
クレンザー、ベンジン、シンナー、金たわしは使用しない。
傷や変形の原因となります。
本体を電源ベースに乗せたままで、水を入れない。
故障、感電の原因となります。
Max プレート（最大水量表示）より多く水を入れない。（最大 0.6L まで）
水量が多いとお湯があふれ、ヤケド、感電の原因となります。
電源ベースは平らな安定した場所に置く。
ヤケド、ケガ、感電の原因となります。
お手入れの際は、コンセントから電源プラグを外し、本製品を冷ましてから行う。
ヤケド、感電の原因となります。
ノズルがグラつく場合は、直ちに使用を中止する。
お湯（水）が漏れ、ヤケド、感電の原因となります。
使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、残り湯を捨て、本体をカラにする。
本体内部の変色や腐食の原因となります。
3

電源・電源コードについて

警告
変形・破損している電源プラグ、電源コードは絶対に使用しない。
感電、火災の原因となります。
電源コードはきつく曲げたり、強く巻いたり、無理に引っ張ったり、引き出しに挟んだりしない。
ヤケド、感電、火災の原因となります。
電源プラグをコンセントから抜くときは電源プラグを持ち、電源コードを引っ張らない。
電源コードが損傷し、感電や火災の原因となります。

注意
コンセントに電源プラグを長期間挿したままにしない。
ホコリがたまり、火災の原因となります。
濡れた手で電源プラグ、電源ベースの金属部に触らない。
感電の原因となります。
定格 15 アンペア、100 ボルトのコンセントを単独で使用する。また、延長コードを使用する際は、定
格 15 アンペア（1500 ワット）以上のものを単独で使用する。
火災の原因となります。

設置について

警告
本製品をコンロやトースターなどの温度の高い物へ近づけない。
変形や破損により、感電の原因となります。

注意
本製品を、不安定な場所 / 水のかかりやすい場所 / 底面が濡れるような場所 / 電源プラグに蒸気が
あたる場所に置かない。
ヤケド、ケガ、感電の原因となります。
コンロ、ストーブ、電気ヒーター、IH 調理器などの上に絶対に乗せない。
火災、故障の原因となります。
屋外や湿気の多い場所で使用しない。
結露や雨などにより、感電の原因となります。
ペットやカーテンなどが触れない場所に設置する。
本体が倒れ、ヤケド、ケガの原因となります。
消費電力にご注意ください
本製品と複数の電気製品を同時に使用すると、ブレーカーが落ちる場合があります。ご注意ください。
※本製品は 12 アンペア（1200 ワット）です。
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パッケージ内容

本体

フタ

電源ベース

取扱説明書（保証書付）

各部の名前
Max プレート
（最大水量表示）

蒸気口
注ぎ口
フタつまみ
取っ手

ノズル
湯沸かしランプ
本体胴部

本体側接続部

スイッチ

電源ベース側接続部

電源コード

電源プラグ
コード引き出し口

5

電源コードホルダー

使いかた
ご使用前に次の手順を 2 回以上行い、本体を洗浄してください。
1. 注ぎ口のキャップを取り外し、水で本体内部を洗い流す。
2. 本体に、Max プレート（最大水量表示）の位置まで
水を入れる。（0.6L）
3. スイッチを下げて、水を沸かす。
4. 沸騰した水を捨てる。

キャップ

湯沸かし中や湯沸かし後、しばらくの間は取っ手とスイッチ以外（本体胴部、フタ、ノズル）に触れないでください。
ヤケドの原因となります。

1

フタを外し、本体に水（最大 0.6L）を入れる。

水以外は入れない。
吹き出して、ヤケドの原因となります。
本体を電源ベースに乗せたままで、水を入れない。
故障、感電の原因となります。

MAX
0.6 L

Max プレート
（最大水量表示）

定格容量（最大 0.6L）より多く水を入れない。
Max プレート（最大水量表示）より多く水を入れると、
沸騰時にお湯があふれ、ヤケド、感電の原因となります。

2

フタを閉め、本体を電源ベースにセットし、電源プラグをコンセントに差し込む。
蒸気口

フタの蒸気口の向きは
図のようにしてください。

フタを奥までしっかりと閉める。
自動 OFF 機能が働かず、火災の原因となります。
電源ベースは平らな安定した場所に置く。
ヤケド、ケガ、感電の原因となります。

6

3

スイッチを下げ、電源を入れる。（湯沸かしランプが点灯し、湯沸かしを開始します。）
湯沸かしが完了すると、カチッと音がして自動で電源が切れ、湯沸かしランプが消灯します。
途中で電源を切るときは、スイッチを上げるか、本体を持ち上げて電源ベースから離します。

ON

湯沸かし中にフタを外さない。
お湯が噴出し、ヤケドやケガの原因となります。
湯沸かし中や湯沸かし後、しばらくの間は
蒸気口や注ぎ口に、顔や手を近づけない。
ヤケドの原因となります。
湯沸かし中に本製品を放置しない。
使用中だと気付かずに誰かが本製品に触れると、
ヤケドの原因となります。

4

カチッ！

スイッチ周辺が結露することがあ
りますが、故障ではありません。
蒸気で沸騰を感知し、自動でス
イッチが切れる仕組みの為です
（自動 OFF 機能）
。

取っ手を持って、お湯を注ぐ。

本体を傾けすぎない。
スイッチ部や、蒸気口からお湯が漏れ、
ヤケド、感電の原因となります。

5

使用後は、電源プラグをコンセントから抜き、残り湯を捨て、本体をカラにする。

必ず残り湯を捨ててください。
本体内部の変色や腐食の原因となります。

7

電源コードホルダーの使いかた

電源コードは電源ベース裏の電源コードホル
ダーに収納することができます。ご使用の際は
適切な長さに調節し、ご使用ください。

電源ベースを使用の際は、 必ず電源コードを
コード引き出し口から出し、 平らな安定した場
所でご使用ください。

お手入れの方法
各部のお手入れ
本体（外側）、電源ベース、
フタ

水をやわらかい布などに染み込ませ、固く絞って拭く。

本体（内側）

すすぎ洗い・クエン酸洗浄をする。

クエン酸洗浄
本体内側の汚れが気になるかたは、以下の方法で汚れを除去してください。

手順

クエン酸約 20g
（大さじ 1.5 杯程度）
+
水 0.6L
（最大水量）

お湯を沸かし、
約 1 時間放置

洗浄

お湯を捨てる

水 0.6L
（最大水量）

お湯を沸かす

お湯を捨てる

すすぎ

※クエン酸は市販の顆粒タイプを使用してください。
※クエン酸洗浄をしても、汚れがきれいに落ちない場合がありますが、ご使用上問題はありません。
必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電の原因となります。

丸洗いはしない。
感電、故障の原因となります。

本体内部に洗剤を使用しない。
故障の原因となります。

クレンザー、ベンジン、シンナー、金たわしは使用しない。
傷や変形の原因となります。

食器洗い乾燥機で洗わない。
感電や火災の原因となります。
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よくあるお問い合わせ
こんなとき
電源が入らない。

● 確 認する／ ▶こうする
●  電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
●  本体が電源ベースにきちんとセッ
トされていますか？

▶ 空焚き防止機能が作動している場合があります。
しばらく冷ましてからご使用ください。

●  最大水量（0.6L）より多く給水していませんか？

お湯が吹きこぼれる。

▶ 最大水量（0.6L）をきちんとお守りください。

●  水以外を入れていませんか？

▶ 水以外は使用できません︎。

沸騰しても電源が切れない。

電源ベースに水滴がつく。

電源ベースが水浸しになる。

本体が熱い。

●  フタは奥までしっかりと閉まっていますか？

▶フタを閉じないと自動 OFF 機能が働きません。フタは必ず閉じてご使用ください。
▶ 沸騰の際にスイッチ部から蒸気がわずかに漏れ、結露することがありますが故障で

はありません。

●  最大水量（0.6L）より多く給水していませんか？
▶ 最大水量（0.6L）をきちんとお守りください。

▶ 本体は非常に高温になります。冷めるまでは、取っ手とスイッチ以外に触れないで

ください。

保証とアフターサービス
最適なサービスを確実にお受けいただくため、製品ユーザー登録をお願いします。修理に関するご相談ならびに製品のお取り
扱い、お手入れに関するご相談はバルミューダサポートセンター（P.10）までお気軽にご連絡ください。
１） 保証期間は、お買い上げ日から 1 年間です。
購入証明書（領収書、納品書など）で保証期間内であることが確認できる場合に限り、無償で修理または交換いたします。
購入証明書を大切に保管してください。
２） 修理・交換作業は弊社が承ります。また、修理・交換のために取り外した部品は、弊社が適切に処理、処分いたします。
3） 本製品の補修用性能部品の保有期間は生産終了後 5 年間です。 補修用性能部品とは本製品の機能を維持するため
に必要な部品です。
4） この製品は日本国内交流 100V 専用で設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる日本国外では使用できま
せん。また、アフターサービスもできません。
This product uses only 100V(volts)AC, which is specifically designed for use in Japan. It cannot be used in
other countries with different voltage, power frequency requirements, or receive after sales service abroad.

転売・譲渡について
転売・譲渡される場合、本取扱説明書も付属してください。また、BALMUDA ID のマイページから製品登録の削除をお願
いします。

廃棄について
本製品およびその一部を廃棄する際は、お住まいの地域の規則に従ってください。
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ご相談窓口のご案内
バルミューダサポートセンター
バルミューダ サポート

よくあるご質問

WEB

製品ごとのサポート情報ページに、よくあるご質問と回答を掲載しています。お問い合わせ前にご覧ください。

メールでご相談（年中無休）
弊社の WEB サイトから、お問い合わせフォームをご利用になれます。

受付時間 9:00 － 18:00（年中無休）

通話料無料。携帯 ・ PHS からもご利用になれます。
IP 電話など無料通話サービスをご利用いただけない場合は 0422-34-1705 におかけください。
※通話料はお客様のご負担となります。

電話

下記をご用意いただくと円滑に対応できます。
• 取扱説明書および保証書（本書）
• 購入証明書（領収書、納品書など）
• シリアルナンバー（詳しくは P.1 をご覧ください）
バルミューダ株式会社 〒 180-0023 東京都武蔵野市境南町 5-1-21

製品仕様
型式

K07A シリーズ

電源

AC100V 50Hz/60Hz

定格消費電力

1200W

本体寸法

幅 (W)269mm × 奥行 (D)142mm × 高さ (H)194mm

本体質量

約 0.9kg

定格容量

0.6L

電源コード長さ

1.3m

用途

屋内用、家庭用
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保 証 書
型式

： K07A シリーズ

※販売店
店名・住所・電話番号

保証期間 ： お買い上げ日より 1 年
対象

： 本体、フタ、電源ベース

お買い上げ日
※お客様

年

月

日

お名前
ご住所

お電話番号

–

–

修理等のご相談時にいただいた個人情報のお取り扱いについて
1) バルミューダ株式会社は、お客様の個人情報をお客様の対応や修理およびその確認時に利用し、これらの目的のためにご相談内容の記録を
残すことがあります。
2) 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
(a) 修理やその確認業務、輸配送を委託する場合。
(b) 法令の定める規定に基づく場合。
バルミューダのプライバシーポリシーについてはこちらをご覧ください。 ▶ www.balmuda.com/jp/legal/privacy
この保証書は保証期間中に取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書記載内容で弊社が
無償修理を行うことをお約束するものです。 従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）
、およびそれ以外の事業者に
対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
修理・保証の詳細については、修理規約をご覧ください。 ▶ www.balmuda.com/jp/legal/repair
1) 保証期間内でも以下に該当する場合は、保証の対象外とし、当社は一切の責任を負いません。
(a) 取扱説明書、本体ラベル、その他注意書きに従わない使用状態（海外における使用を含む）に起因する故障または損傷。
(b) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(c) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
(d) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
(e) 車両、船舶への搭載や極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。
(f) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障または損傷。
(g) 本書のご提示がない場合。
(h) 本機のご購入を証明する購入証明書（領収書、納品書など）が無く、本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名が確認できない場合。
あるいは字句を書き換えられた場合。
(i) 付属品や消耗品などの場合（ただし、損害が材質上または製造上の瑕疵により生じた場合はこの限りではありません）
。
(j) 表面的な損傷の場合（かすり傷、へこみなどを含みます）
。
(k) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。
(l) 故障原因について虚偽の申告がなされた場合。
2) 保証期間内でも商品を弊社窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
3) 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。
4) 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が適切に処理、処分いたします。
5) 本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
6) 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
8) 本書は日本国内においてのみ有効です。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって
保証書を発行している者（保証責任者）
、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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Effective only in Japan.

