
〒369-1295　埼玉県深谷市小前田1728 -1 
NJ-FX

ITSUBISHI

NJ-FX10

三菱 IHジャー炊飯器（家庭用） 

ITSUBISHI

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、

正しく安全にお使いください。 

●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を

確かめて、販売店からお受取りください。 

●取扱説明書と保証書は大切に保存してください。 

●ご飯のおいしい炊きかたやお料理レシピは、別冊

のメニュー集をご覧ください。 

形　名 
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磁力発生コイル 

超音波リング 

もちもち さっぱり 
粘り弱 粘り強 

甘味強 お好みに合わせるだけでなく 
メニューによっても選べます。 
たとえば 
 蘆おにぎりには もちもち かため 
蘆カレーには さっぱり かため 
がおすすめです。 

1

2

3

4
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つば部 ふたパッキン 

底センサー 

つば部が 
あたる部分 

底 
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煮込・スープ用 
放熱板 

煮込・スープ用 
内なべ 煮込・スープ用 

カートリッジ 

煮込・スープ用付属品 

無洗米 
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「ピッ」 
 

15分以内に 
 ほぐす 

「白米」目盛 
「3」の位置 

カートリッジ 
（炊飯用） 

1 2 3 4

5



「ピッ」 
 

「ピッ」 
「ピッ」 
 

1110

さっぱり 
かため  

もちもち 
ふつう 

もちもち 
かため 

さっぱり 
やわらか 

さっぱり 
ふつう 

もちもち 
やわらか 

さっぱり 
かため 

1 2 3 4

1

4
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4

ふつう炊 風　味 

おかゆ 

炊込み 

 煮込み スープ 

無洗米 白　米 玄　米 発芽玄米 

「ピッ」 「ピッ」 

「ピッ」 
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「ピー」 
 

1514

「ピッ」 
 

「ピッ」 
 「ピッ」 

 

1

1 2 3 4

3

4

2

1 3
予約2予約1 かんたん予約 蘆押すごとに　　　　　　　　　　　　　　にかわる。

1
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「ピッ」 
「ピピッ」 
 

「ピッ」 
 

1 2 3

「ピッ」 
「ピッ」 
「ピッ」 
 

「ピッ」 
 

「ピッ」 
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1

3

2
煮込･スープ用 
放熱板 

「ピッ」 
 

5
「ピッ」 
 

4
「ピッ」 
 

「ピー」 
 

6

3 5

7
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カチッ 

つまみ 

溝 

△印 

▽印 
ツメ 

笆 
 

カートリッジ 

ブッシュ 

ツメ 溝 

カートリッジ 
パッキン 

ボタンを 
　押して、 
　開ける 

フック 

蒸気弁 
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10.510.5

ナイロン面 

銅 

溶かす 

溶かす 



2524

溶かす 

溶かす 

溶かす 

溶かす 



2726

溶かす 

溶かす 



28 29



3130

愛知県・三重県 

フロントセンター名古屋 
　　　電話 (052) 721-0131
　　　FAX (052) 721-7268
　　　名古屋市東区矢田南5-1-14

帯　広 (0155) 35-3111
　　　　　帯広市西15条南 14-1 

苫小牧 (0144) 55-1114
　　　　　苫小牧市明野新町 2-1-18 

小　樽 (0134) 33-3380
　　　　　小樽市緑 2-28-22 

函　館 (0138) 49-0345
　　　　　函館市西桔梗町 589-57 
 

K03B●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 K03B

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 
（家電品） 

転居や贈答品などでお買上げの販売店ヘ 
ご依頼できない場合は 

修理窓口 へ ご相談窓口 へ 

修理のお問合わせは その他のお問合わせは 

修理窓口 

修理・取扱いのご相談は 

まずお買上げの販売店へ 
 

電話受付：365日24時間 

札　幌 (011) 890-7520
　　　　札幌市厚別区大谷地東 2-1-18 

旭　川 (0166) 26-5580
　　　　　旭川市曙1条 8-1-4 

北　見 (0157) 25-7045
　　　　　北見市並木町 500-5 

釧　路 (0154) 24-1355
　　　　　釧路市喜多町 2-25

北海道地区 

東京都・神奈川県・千葉県 

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 

フロントセンター東京 

　　　電話 (03) 3424-1111
　　　FAX (03) 3424-1115
　　　東京都世田谷区池尻 3-10-3　 

首都圏地区  

東北地区 
青　森 (017) 773-8381
　　　　　青森市大字野木字野尻 37-184 

弘　前 (0172) 32-6535
　　　　　弘前市大字青山 4-20-3 

八　戸 (0178) 28-8544
　　　八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8 

盛　岡 (019) 637-7454
　　　　　盛岡市羽場13地割 30-11 

水　沢 (0197) 25-4511
　　　　　水沢市卸町 2-3 

釜　石 (0193) 23-4611
　　　　　釜石市定内町 3-10-1 

仙　台 (022) 238-1773
　　　　　仙台市若林区大和町2-18-23 

気仙沼 (0226) 23-8485
　　　　　気仙沼市田中前 2-9-2 

石　巻 (0225) 95-9111
　　　　　石巻市門脇字四番谷地 16-268 

古　川 (0229) 24-3595
　　　　　古川市米袋字大窪 25-1

秋　田 (018) 865-4471
　　　　　秋田市八橋三和町 19-36 

横　手 (0182) 32-1785
　　　　　横手市卸町 3-2 

大　館 (0186) 42-2781
　　　　　大館市餅田 2-5-44 

山　形 (023) 624-0018
　　　　　山形市大野目 2-1-21 

鶴　岡 (0235) 24-6161
　　　　　鶴岡市上畑町 5-4 

郡　山 (024) 959-6543
　　　　　郡山市喜久田町卸 1-76-1 

会　津 (0242) 27-4426
　　　　　会津若松市天寧寺町 3-7 

原　町 (0244) 24-2842
　　　　　原町市桜井町 1-173 

いわき (0246) 26-1822
　　　　　いわき市内郷御台境町鶴巻 75-8

新　潟 (025) 274-9165
　　　　　新潟市竹尾卸新町 752-9 

長　岡 (0258) 23-3323
　　　　　長岡市南陽 1-1118-1 

上　越 (025) 524-1160
　　　　　上越市春日山町 3-6-3

甲信越地区  

長　野 (026) 221-3232
　　　　　長野市稲葉 904 

松　本 (0263) 27-2461
　　　　　松本市芳川野溝 531 

飯　田 (0265) 52-5396
　　　　　飯田市上郷別府 3367-1 

山　梨 (055) 222-2711
　　　　　甲府市下飯田 1-4-11

東海地区  

岐　阜 (058) 275-0909
　　　　　岐阜市中鶉 3-24 

中津川 (0573) 65-6646
　　　　　中津川市駒場字町裏 526-2 

高　山 (0577) 33-7410
　　　　　高山市冬頭町 981-5

沼　津 (055) 922-7111
　　　　　沼津市若葉町 20-1 

静　岡 (054) 284-0821
　　　　　静岡市中原 913 

浜　松 (053) 463-8455
　　　　　浜松市上西町 62-5

関西・北陸・中国・四国地区 

大阪府・奈良県・和歌山県 
兵庫県・京都府・滋賀県 
石川県・富山県・福井県・広島県 
山口県・島根県・鳥取県・岡山県 

香川県・徳島県・高知県・愛媛県 

フロントセンター関西 

　　　電話 (06) 6454-3901
　　　FAX (06) 6454-3900
　　　大阪市北区大淀中 1-4-13

九州地区  

福　岡 (092) 412-5333
　　　　　福岡市博多区東那珂 3-1-21 

北九州 (093) 653-1231
　　　　　北九州市八幡東区昭和  2-5-25 

佐　賀・ 
久留米 (0942) 45-2661
　　　　　久留米市東合川新町 7-20 

唐　津 (0955) 72-1337
　　　　　唐津市東城内 6-50 

長　崎 (095) 843-0622
　　　　　長崎市大橋町 23-4 

佐世保 (0956) 30-7740
　　　　　佐世保市木原町 155-1

熊　本 (096) 380-0211
　　　　　熊本市石原町 326-1 

八　代 (0965) 33-5173
　　　　　八代市緑町 13-1 

大　分 (097) 558-8803
　　　　　大分市向原西 1-8-1 

宮　崎 (0985) 56-4900
　　　　　宮崎市大字赤江字飛江田150-1 

延　岡 (0982) 21-3540
　　　　　延岡市惣領町 25-5 

鹿児島 (099) 260-2421
　　　　　鹿児島市卸本町 7-17 

沖　縄 (098) 898-3333
　　　　　宜野湾市大山 7-12-1

当社家電品についてのご相談やご要望は 
地区お客さま相談室（月～金曜日  9：00～17：00　祝祭日を除く） 
北海道 (011) 893-1313　〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 
東　北 (022) 231-8282　〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33 
首都圏 (03) 3414-9722　〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 
中　部 (052) 972-7222　〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3 
北　陸 (076) 252-1356　〒920-0811 金沢市小坂町西 81 
関　西 (06) 6451-3611　〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13 
中　国 (082) 278-1322　〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17 
四　国 (087) 879-1190　〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1 
九　州 (092) 571-2211　〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35 
 

ご相談窓口 
 

 

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは 

三菱電機お客さま相談センター 
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

いつも サンキュー　365日　 
 0120-139-365

 
■全国どこからでも おかけいただけるフリーコ－ル 

■通常電話番号（携帯電話対応）03-3414-9655
■FAX 03-3413-4049

受付時間 
365日 24時間 

（無料） 

修理窓口 電話受付：365日24時間 
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