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ご使用になる前に
この度は、BODUM® MELIORグースネックウォーターケトルを
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明
書をよくお読みください。
お読みになった後も、保証書と共に大切に保管してください 。
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1 注ぎ口
2 スチームキャップ 
 (取り外してはいけません)
3 ｢MAX」マークフラッグ
4 蓋

5 取っ手
6 ケトル本体
7 電源ベース
8 インジケーターランプ
9 電源スイッチ

各パーツの名称 

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内
容を示しています。

人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定
される内容を示しています。

禁止：してはいけない内容です。

実行：しなければならない内容です。

▲ 警告

▲ 注意
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ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使
いください。
取扱説明書はいつでも見られるよう、大切に保管してください。
この注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容です
ので、必ずお守りください。
本製品は家庭用に設計されており、業務用を意図したものではありま
せん。
開梱後、製品に損傷がないか確認してください。損傷の疑いがある場合
には、そのままご使用にならず、ボダムジャパン・サービスセンターにご
連絡ください。
誤使用または不適切な使用に起因する損傷やけがについて、製造元は
いかなる責任も負いません。本製品を本来の用途以外にご使用になら
ないでください。
この機器（付属のケトルおよびプラグとコード付きスタンド）は、絶対に
液体に浸さないようにしてください。
電源コードが負傷している場合は、危険を避けるために、製造業者、サ
ービス代理店または同様の資格のある人物によって交換する必要があ
ります。
▲ 警告
電源・アダプター
感電・ショート・火災・やけどの原因になります。
  ぬれた手で電源コードを抜き差ししない。
  本体や電源ベース、電源コードに水をかけない。
  コンセントや配線器具の定格を守り、定格15A/100Vのコンセント
を単独で使用する。延長コードも定格15Aのものを単独で使用する。
  電源コードのプラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。
  電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグ部分をもって抜く。
  電源コードをコンセントから抜く際は、必ず電源スイッチを「オフ」に
してから抜く。
  電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げた

安全上のご注意（必ずお守りください）
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り、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、はさみ込んだりしな
い。また、束ねたまま使用しない。
  電源コードやプラグ部分が傷んだり緩んだりしたときは使用しない。
  電源コードが異常に発熱したり、異音や異臭がしたり、製品が破損や
故障、誤動作等が発生した状態では使用を中止し、電源コードを抜く。
  電源コードは、テーブルや作業台の端からぶら下げたり、高温部に
接触させたりしない。
お取り扱い
感電・ショート・火災・やけどの原因になります。
  分解・修理・改造をしない。
  使用中に電気部品に手を触れない。
  ケトルを電源ベースに置いた状態では、絶対に水を入れない。
故障やケガの原因になります。
  本製品の高温部には触れず、取っ手や蓋のノブを持つ。
  取扱説明書に記載のない清掃・点検をしない。
  製造元が推奨しない付属品等を使用しない。
  蒸気によるやけどを防ぐため、加熱中、沸騰中は必ず蓋を閉める。
警告：スチームキャップを取り外さないでください。スチームキャップ
は、スチーム管への水の流入やケトルからの水漏れを防いでおります。
  電源スイッチが「オン」の状態で本製品を動かさない。
  子供や取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳児の手の届くとこ
ろで使用しない。
  本体に乗ったり、ものを乗せたり、強い衝撃を与えたりしない。
  緊急時には直ちに電源コードのプラグを抜けるよう、製品の近くを
離れずに使用する。製造元は、本製品の設置の不備によって生じた事
故について、いかなる責任も負いません。
  水以外のものを沸かさない。
設置・保管
感電・ショート・火災・やけどの原因になります。
  水や蒸気がかかる場所など、湿度が高い場所に設置しない。
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  暖房器具や火気の近くなど、熱源の近くに設置しない。
  温度変化の激しい場所や、ほこりの多い場所に設置しない。
  灯油、ガソリン、シンナー、殺虫剤、ヘアスプレーなど引火性のあるも
のの近くで使用しない。
故障やケガの原因になります。
  屋外や自動車、船舶、航空機や傾きのある家具などの不安定な場所
に設置しない。
  直射日光が当たる場所に設置しない。
  固定された平らな場所に設置する。
  乾燥した場所に設置する。
  製品梱包材（段ボール、ビニール袋など）は子供の手の届かないとこ
ろに保管する。
  製品、および製品のコードはお子様の手の届かないところで保管する。
▲ 注意
電源・アダプター
長い電源コードに絡まったり引っかかったりする危険を防ぐために、
本製品には短い電源コードを使用しています。
故障やケガの原因になります。
  延長コードを使用する場合は、絡まったり引っ掛かったりしないよ
う、十分に注意する。
  長いコードを作業台やテーブルの上に無造作に伸ばしておくと、子
供が引っ張ったり、不意に引っかかってつまずいたりする恐れがあるた
め、適切に配置する。
お取り扱い
感電・ショート・火災・やけどの原因になります。
  本製品は必ず付属の電源ベースとともに使用する。
故障やケガの原因になります。
  本製品を使用しないとき、または清掃前にはコンセントから電源コ
ードを抜く。
  本製品の部品の取り付けや取り外しの前、または清掃時には、各部
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高性能な制御基板
内側壁面オールステンレス素材
加熱中はインジケーターランプが点灯
沸騰完了で自動電源スイッチオフ
洗いやすいシームレスステンレス加工

蓋を開けます。
必要な量だけ水をケトルに注いでください。ただし、「MAX」の目印
より上に水を注がないでください。
電源コードを伸ばします。
電源ベースにケトル本体を置きます。
電源プラグをコンセントに差します。
ケトル本体の電源スイッチを入れます。  

（注意：使用中はケトル本体が熱くなります）
インジケーターランプが点灯します。
水が沸騰すると自動的に電源スイッチが切れます。

製品の特長

湯の沸かし方

本取扱説明書は保管してください。
本製品は家庭用です。

が十分に冷めていることを確認する。
  ケトル本体に入れる水の量は、0.5L以上、0.8L（MAXマーク）以下に
する。ケトル本体に水を多く入れ過ぎると、沸騰した湯が噴き出すことが
あります。 水が少な過ぎると、空焚きになり故障の原因になります。
  本製品を熱いガスコンロや電気コンロにかけたり、近くに置いたりし
ない。また加熱したオーブンに入れない。
設置・保管
故障やケガの原因になります。
  変色、変形の原因になるので、壁や家具の近くに設置しない。
  設置台などからはみ出した状態で設置しない。
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お手入れ前に必ず電源プラグを抜いてください。
製品の温度が十分に下がってから作業を行ってください。
柔らかい布でケトル本体の内側を拭いてください。
食器洗浄乾燥機はご使用いただけません。
週に1度の頻度で、以下の手順でケトル本体内部の水アカ除去を
行ってください。
水と酢を2対1の割合で混ぜ、ケトル本体の内部底面の加熱部が
浸るまで注いでください。
3度沸騰させて洗浄してください。
製品をゆすぎ、柔らかい布で拭いてください。

本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の分別廃棄ルールに従
ってください。
製品の分別廃棄は、不適切な処分による環境や健康へ悪影響を
及ぼす事態を防ぎ、リサイクルによりエネルギーと資源を大幅に節
約することができます。

お手入れ

サービス・カスタマ
ーケア

本製品は水を温め、湯を沸かす事を目的とした製品です。
水以外の液体を入れて使用しないでください。
製品の空焚きを防ぐため、ご使用の際はケトル本体の内部底面の
加熱部が確実に水で浸るよう、必ず0.5L以上の水をケトル本体に
入れてください。
使用直後 ケトル本体に水が入っていない場合、 空焚き防止機能
が作動いたしますので、再度ご使用の際はケトル本体の温度が下
がってから電源スイッチを入れてください。

「MAX」マークフラッグは、最大水量を表示しています。
警告：スチームキャップを取り外さないでください。スチームキャッ
プは、スチーム管への水の流入やケトルからの水漏れを防いでお
ります。

ケトルの利用に際して

湯を注ぐ際は、蓋を閉めた状態で注いでください。
ケトル本体はコードレスタイプですので、電源ベースから簡単に取
り外すことができます。
使用後に ケトル本体に水が入っている状態で ケトル本体を電源
ベースに戻していただくと、再度すぐに使用する事ができます。
加熱中に電源スイッチを押すことで、いつでも動作を止めることが
できます。
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製品仕様

仕様

製品名称   BODUM® MELIORグースネックウォーターケトル

型式   11883

定格電圧  100V

定格周波数   50 / 60Hz

定格消費電力  1000W

認証  PSE

最大容量  0.8L

電源コードの長さ  約75㎝

蓋・注ぎ口・ケトル本体  ステンレススチール 
インジケーターランプ・電源スイッチ  ポリカーボネート 
取っ手  コルク 
電源ベース  ポリプロピレン

原産国  中国

アフターサービス
保証：ボダムジャパンは、BODUM® MELIORグースネックウォーターケトルについて、当初ご購入日から１年間、製品の設
計または製造上の欠陥に由来する素材不良および故障を保証します。すべての保証条件を満たす場合は無料で修理を行い
ます。返金はいたしかねます。
保証条件：保証書が購入時に販売店によって記入されていること。保証サービスを受ける際に、保証書を提示すること。保
証サービスの提供は、BODUM®正規特約店のみが行います。
BODUM®は、不適切な使用、誤った取扱い、通常の摩耗や破損、不適切または誤ったメンテナンスやお手入れ、部外者によ
る機器の誤った操作や使用に起因する損害については保証しません。
○保証期間内に、取扱説明書や定格ラベルに従って使用した製品が故障した場合は、無料で修理いたします。ボダムジャパ
ン・サービスセンターにご連絡ください。
○運賃などの費用が発生する場合があります。
○保証期間中でも、次のような場合には、原則として有料となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電
圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 保証書のご提示がない場合。
(ホ) 本保証書にご購入日、お客様名、販売店名の記入がない場 合。あるいは字句を書き換えられた場合。
(ヘ) 消耗部品の消耗、またはそれによる故障。
○保証書は日本国内において有効です。 This warranty is valid only in Japan.
○保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ご使用中に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。その後、ボダムジャパン・サー
ビスセンターにご連絡ください（下記参照)。

ボダムジャパン・サービスセンター
〒331-0811 
埼玉県さいたま市北区吉野町2-8-4
電話 0120-436-284 
受付時間　月曜日～金曜日　9:00～17:00

（土・日・祝日・年末年始・夏季休業を除く）
※お客様のご意見・ご要望に対して迅速かつ適切に対応するため
またサービス向上のために、通話を録音させて頂く場合がございます。ご了承ください。

保証書
型名  BODUM® MELIORグースネックウォーターケトル（11883）
保証期間 ご購入日から1年間 



www.bodum.com

切
り

取
り

線
V5

.2
01

90
50

2

保 証 書 BODUM®  MELIOR グースネックウォーターケトル

型式 11883
保証期間 ご購入日から1年間
ご購入日 ※
お名前 ※
ご住所 ※

〒
電話※

販売店 ※

〒
電話

※の箇所に記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

●個人情報の取扱いについて
ご記入いただいた保証書は、保証期間内のアフターサービス及びそれに続く安全点検などに利用
させて頂く場合がございます。ご了承ください。また、お客様の個人情報を、修理のために弊社からメ
ンテナンス委託業者などに預託する場合がありますが、「個人情報保護法」及び当社と同様の個人
情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

ボダムジャパン株式会社
〒150-0001

東京都渋谷区神宮前3-25-12

電話 03-5775-0681

ボダムジャパン・サービスセンター
住所 〒331-0811 

埼玉県さいたま市北区吉野町2-8-4

電話 0120-436-284

レシートを貼ってください




