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三菱ブレッドオーブン（家庭用）

取扱説明書
形名

TO-ST1
ティーオー エスティー

TO-ST1L
ティーオー エスティー エル

●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。

この製品は、日本国内用に設計されています
ので、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 appliance is designed for use in Japan 
only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.三菱電機製品登録 検 索

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」
いただくと、製品に関するお役立ち情報
をメールやウェブサイトでご紹介します。

製品登録のご案内

もくじ ページ

特長
安全のために必ずお守りください
使用上のお願い
各部のなまえ
ご使用の前に

2
3
5
6
8

常温・冷蔵の食パンを焼く
冷凍の食パンを焼く
トッピングトーストを焼く
フレンチトーストを焼く

10
11
12
14

お手入れ
保管のしかた
うまく焼けないとき
故障かな？と思ったら
保証とアフターサービス
仕様

16
16
17
17
19

裏表紙



2 3

使
う
ま
え

水分
香り

香り水分
水分 水分水分

香り

特　長 安全のために必ずお守りください
■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。

禁止 分解
禁止

水ぬれ
禁止

指示を
守る

ぬれ手
禁止

電源プラグを
抜く

誤った取扱いをしたときに、
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、
軽傷または家屋・家財など
の損害に結びつくもの

接触
禁止

（本体表示）

感電
注意

発火
注意

高温
注意

分解
禁止

ぬれ手
禁止

水ぬれ
禁止

禁止

指示を
守る

指示を
守る

指示を
守る

指示を
守る

禁止

禁止

禁止

禁止

分解・修理・改造をしない

電源は交流100Vで定格15A以上の
コンセントを単独で使う

電源プラグは根元まで確実に差込む

電源プラグの刃および刃の取付面の
ほこりをとる

ぬれた手で、電源プラグを抜差ししない

水につけたり、水をかけたりしない

カーテンなど可燃物の近くで使わない

電源コード・プラグを傷つけない

お子さまだけで使わせない
幼児の手の届くところで使わない

傷んだ電源コード･プラグや
差込みのゆるいコンセントは使わない

加熱プレートに油や水を入れて使わない
揚げもの調理や蒸しもの調理はしない

異常・故障時には直ちに使用を中止する

（感電・発火・けが・異常動作の原因）
●修理は、お買上げの販売店または
　「三菱電機 修理窓口｣にご相談ください。

コンセントを他の器具と同時に使ったり、
机や家具のコンセントを使うと
異常発熱して、発火・火災の原因
●延長コードも定格15A以上のものを
　単独で使う。

差込みが不完全なとき､感電･発熱に
よる火災の原因

（ほこりが付着していると、火災の原因）

（感電の原因）

（感電・ショートの原因）

（火災の原因）

禁止

排気口　　　 に手や顔を近づけない
（やけどの原因）

重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ね
たり、引っ張ったり、加工したりすると､
破損して感電・発火・やけどの原因

（やけど・感電・けがの原因）

（感電・ショート・発火の原因）

（火災の原因）

（発煙・発火・感電の原因）
●電源コードやプラグが異常に熱い。
●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
●その他の異常・故障がある。
➡故障や事故防止のため、
　電源プラグを抜いてから、
　必ず販売店にご連絡ください。

「食パンをおいしく味わうためのブレッドオーブン」

１熱と水分と香りを閉じ込める「密封断熱構造」

２食パン1枚を丁寧に焼き上げる

様々な焼きかたで食パンを楽しむ様３

※

「上下フラットヒーター」の熱を「密封断熱構造」で抑え込み、食パンに効率良く伝えます。
熱を逃がさない

水分と香りを逃がさない
食パンを焼きはじめると出てくる水分や香りを「密封シール」が庫内に留め、再び食パンへ戻す
ことで、かたくなりがちな食パンの耳もふんわりとした食感と香り豊かなトーストに仕上げます。

※余分な水分等は排気口から排出します。
〈イメージ図〉

食パン

庫内庫内

食パン

焼きたてのおいしさを味わっていただくために、１枚ずつ焼く方式にこだわりました。
食パン1枚焼き

自動調理
メニュー、枚切、焼き色を選択し、スタートボタンを押すだけで、上下の温度センサーが上下の
フラットヒーターを自動コントロールし、食パンの両面をお好みの焼き色に焼き上げます。

トースト、冷凍トースト、トッピングトースト、フレンチトーストのメニューを搭載。

「薄め・ふつう・濃いめ」以外に食パンを楽しむ「ふわふわ・サクサク」モードを搭載。

〈サクサク〉
食パンをサクッとした食感に仕上げます。

4つのトーストメニュー

5つの焼き色モード

〈ふわふわ〉
食パンをあたためるモードです。焼き色はほとんどつきません。
＊加熱後など加熱プレートの温度が高いと、焼き色がつくことがあります。

＊加熱後など加熱プレートの温度が高いと、焼き色がつきすぎることがあります。

＊トーストのみ選択可能

P.6

密封シール

「多層断熱」
（樹脂、金属、断熱材）

上下フラットヒーター

加熱プレート
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5cm
以上

5cm
以上

壁や家具の近くで使わない
上部に可燃物がないこと

不安定な所や熱に弱い敷物の上では
使わない
水のかかるところや火気の近くでは
使わない

（熱による変形・変色・火災の原因）
●ラックや棚の中で
　使わない。
「消防法 基準適合」
●上記寸法を離し、
　前面と天面、側面の片方を開放する。
＊上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気
　で壁や家具が汚れたり、結露することが
　あります。汚れや結露が気になるときは、
　上記寸法以上に壁や家具から離して
　ください。

（火災の原因）

（物が変形・変質したり、火災の原因）

（破裂や赤熱して、やけど・けがの原因）

（発火の原因）

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、
コードが傷んで感電・ショート・
発火の原因

安全のために必ずお守りください（つづき）

接触
禁止

禁止

加熱中や加熱直後は
高温部に触れない

硫酸紙（ケーキ用型紙）・オーブンシート・
アルミホイル・フライパンシート・
クッキングシート・シリコーン製の容器・
トレイ・ラップ・容器などは使わない

（やけどの原因）
●食パンの出し入れは、
　付属のへらを使う。

●市販の冷凍食品
●魚や肉など

（火災の原因）

禁止

ふたを開けたまま、本体を持ち運ばない
（指がはさまり、けがの原因）

持ち運ぶときは、ふたを閉めて両手で持つ
（落下によるけがの原因）
●持ち運ぶときは

禁止

禁止

本体の下のすきまに物を入れて使わない

禁止

ビン・缶詰などを直接加熱しない

禁止

取扱説明書・レシピ集・当社レシピサイトに
記載以外の用途・調理には使わない

禁止

指示を
守る

この製品は家庭用です。業務用としての使用や、調理以外の目的には使用しないでください。
また、次のことをお守りください。

付属のへら以外は使わない

付属のへらはガスコンロなど他の調理器具に
使わない

（表面コートの傷つきを防ぐため）

本体の上に物を置かない
無理な力を加えない
排気口をふきんや物などでふさがない

ふたの開閉は静かに行い、無理な力を加えない

（傷・変形・変色・故障の原因） （変形・破損の原因）

本体を立てて保管しない
（倒れて故障の原因）

空焼きはしない
（故障・異常動作の原因）

付属のへらで調理カスなどをこすらない
（傷の原因）（割れ・故障を防ぐため）

ふたに物をはさんだまま使わない
（変形・故障・うまく焼けない原因）

取っ手を持って本体を持ち上げない
（破損のおそれ）
●持ち運ぶときは

使用上のお願い

指示を
守る

加熱中や加熱後にふたを開けるときは、
蒸気や熱気に注意する
（やけどの原因）
●手や顔を近づけない。

指示を
守る

P.9

P.9

（感電・やけど・けがを防ぐため）

絶縁劣化による感電･漏電･火災を
防ぐため

お手入れは、電源プラグを抜き、
本体が冷めてから行う

使用時以外は、電源プラグを抜く

電源
プラグを
抜く

電源
プラグを
抜く

調理物や調理カスの発煙・発火を
防ぐため

使用後は必ずお手入れする

指示を
守る

調理物から発煙したとき（焦げ臭を感じた
とき）は､すぐに電源プラグを抜いて、
ふたを開けない指示を

守る （発火を防ぐため）
●ふたを開けると空気が入り、
　炎が大きくなるため、発煙がおさまり、
　本体が冷めるまでふたを開けない。

（調理物の発火の原因）

（過熱して発火の原因）
●一度焼いて焼き足りないときは、
　「延長」で加熱する。

禁止

本体が熱いうちは持ち運ばない
（高温部に触れるとやけどの原因）

加熱中は本体から離れない

禁止

必要以上に加熱しない

禁止

高温部

この製品は食パン専用です。
（ただし、付属のレシピ集や当社レシピサイトに記載しているメニューには使えます）

高さ制限表示を超えるものは加熱しない
（故障の原因）
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各部のなまえ

本　体

付属品

操作部

電源コード
束ねたまま
使わないでください。

加熱プレート
●取りはずせません。
●水洗いできません。

取っ手（左右）

へら（1コ）

電源プラグ
持ち手（左右底面）

排気口（背面）
加熱中は蒸気が出ます。

メニューボタン

メニューランプ（橙）

枚切ランプ（橙）

焼き色ランプ（橙）

スタート/ストップランプ（赤）

●メニューを選ぶ
　　 ：トースト、　 ：冷凍トースト、　 ：トッピングトースト、　 ：フレンチトースト

●ランプ点滅：ボタン操作が必要（高温注意ランプ点滅時は除く）
●ランプ点灯：ボタン操作が可能

●使えるボタンをランプの光で
　ナビゲート（誘導）します。

※出荷時の設定は、「4枚切り」です。
※メニューごとに前回の設定を記憶します。

※出荷時の設定は、「トースト」です。

●選んだメニューのランプが点灯

●選んだ厚さのランプが点灯 ●加熱中に点灯

●選んだ焼き色に応じてランプが点灯

●延長選択時に
　点灯

●本体の温度が高いとき
　→1回点滅のくり返し
●本体の過熱を防ぐため、加熱を制限するとき
　→3回点滅のくり返し

枚切ボタン
●厚さを選ぶ
　　 ：4枚切り、　 ：5枚切り、　 ：6枚切り、　 ：8枚切り

（約30mm）　　（約24mm）　　（約20mm）　　（約15mm）

焼き色ボタン
●焼き色を選ぶ
　　 ：ふわふわ、　：薄め、　：ふつう、　：濃いめ、　：サクサク

〈ふわふわ〉 〈薄め〉 〈ふつう〉 〈濃いめ〉 〈サクサク〉

※出荷時の設定は、「ふつう」です。
※メニューごとに前回の設定を記憶します。
※メニューによって選べる焼き色が異なります。
※メニュー「フレンチトースト」を選んだときは、「ピピピ」音が鳴り、受付けません。

＊　：ランプ点灯、　　：ランプ点滅、　：ランプ消灯

※加熱前は選べません。

●焼き足す（焼き色を濃くする）
　　  ：延長（約45秒）

スタート/ストップボタン
●加熱をはじめる
●加熱をやめる
●設定を取消す（3秒間長押し）

高さ制限表示（　　  ）
●真横から見て、トッピング等
　が「高さ制限表示」を超えない
　ように量を調節してください。

●食パンの
　出し入れに
　使用します。

延長ランプ（橙） 高温注意ランプ（橙）

ふた

操作部

庫内
排気穴 上ヒーター（内蔵）

下ヒーター（内蔵）

〈裏面〉

●真横から見て、トッピング等が「高さ制限表示」を
　超えないように量を調節してください。
●へらを垂直に立てて確認してください。

（やけどの原因）
●手や顔を近づけない。

加熱中や加熱後にふたを開けるときは、
蒸気や熱気に注意する

指示を
守る

（やけどの原因）
排気口に手や顔を近づけない

お願い
■調理後の加熱プレートの上に
　置いたままにしないでください。

禁止

P.8

P.8
ここまで

ここまで

食パン位置表示（凸部2カ所）
●角食パンを中央に置く
　めやすです。

高さ制限表示（　　  ）
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ご使用の前に

オートオフ機能
設定中、2分間操作がなかったときは、設定を取消
し、ランプが消えます。

加熱中に中の様子を見たいとき
ふたを開けても、10秒以内に閉めると加熱を続け
ます。ふたを開けたままで10秒経過すると、「ピピ
ピピ」音が鳴り、加熱を終了します。
途中でふたを開け閉めすると、焼き色が
設定どおりにならない場合があります

電源プラグを差込んだあと、一度ふたを開閉
（全開）しないと加熱が開始できません。
（ボタンを押しても「ピピピ」音が鳴り、受付けない）
＊ふたを開閉すると、ボタン操作が可能になります。

時間のめやす

焼き色

トースト
約2～5分

×
（選べません）

×
（選べません）

約2～3分 約2～3分 約2～4分

約3～5分 約3～5分 約3～6分

約3～4分 約6～7分

約8～13分

約7～8分

約3～4分

×
（選べません）

×
（選べません）

×
（選べません）

×
（選べません）

×
（選べません）

×
（選べません）

冷凍
トースト

トッピング
トースト

フレンチ
トースト

お願い

左右の取っ手を両手で持って全開する

■ふたの開閉は静かに行い、無理な力を
　加えないでください。
　（割れ・故障を防ぐため）
■勢いよく開けると、本体がうき上がり、
　調理物が飛び出すことがあります。

持ち運ぶときは

ふたを開閉するときは

ふたを閉めて、本体底面の持ち手を
両手で持って運ぶ

（やけどの原因）
●手や顔を近づけない。

加熱中や加熱後にふたを開ける
ときは、蒸気や熱気に注意する

指示を
守る

ブザー音について

ふた開閉検知

加熱終了後、ふたを開けないと、約20秒ごと
に「ピピッ、ピピッ」音が鳴ります。（約5分間）
＊ふたを開けるか、ボタンを操作すると
　止まります。

●加熱開始時

●出し忘れていると…

押すごとに「ピッ」と鳴ります。
また、基準点では「ピピッ」と鳴ります。
ボタン操作の基準点※がわかるように、
操作音を「ピピッ」に変えています。

●ボタン操作時

「ピロー」音が鳴ります。

●電源プラグを差込んだとき
「ピロロ」音が鳴ります。

ふたを開閉すると、「カチッ」と音がします。

●加熱中
「ピッ、ピッ、ピッ」音が鳴ります。
●加熱終了が近づくと…
「ピッ、ピッ、ピッ」音の間隔が短くなります。
●加熱終了時
「ピ－ッ、ピ－ッ、ピ－ッ」音が鳴ります。

メ
ニ
ュ
ー

〈ふわふわ〉 〈薄め〉 〈ふつう〉 〈濃いめ〉 〈サクサク〉

＊食パンの種類・形状・保存状態や電圧・室温・本体の温度などで異なります。
＊本体が熱い場合は、加熱時間が短くなることがあります。
＊　：ランプ点灯、　：ランプ消灯

※メニュー「トースト」、枚切「4枚切り」、焼き色「ふつう」

禁止

本体が熱いうちは持ち運ばない
（高温部に触れるとやけどの原因）

●加熱終了後は、なるべく早く
　食パンを取り出してください。
　（焼き色の進みや、乾燥を防ぐため）
●食パンを冷凍するときは、
　1枚ずつラップで包んでから密閉袋
　に入れて、平らにして冷凍庫に入れて
　ください。

約170mm×120mm、厚さ約30mm以内にしてください。食パンのサイズについて

高温注意ランプが1回点滅をくり返して、
本体が高温になっていることをお知らせ
します。温度が下がるまでは点滅が続き
ます。やけどに気をつけてご使用ください。

高温注意ランプが1回点滅から3回点滅のくり返しに
変わることがあります。本体の過熱を防ぐため、加熱
を制限するので、焼き色がほとんどつかなくなります。
ランプが消灯するまで本体を冷ましてください。

高温注意ランプについて

上手に食パンを焼くコツ

■焼き色（表裏）は、食パンの種類・形状・厚さ・保存状態や室温・本体の温度などで異なります。
■レーズン入り食パンなど糖度の高い食パンや反り・変形している食パンは、
　うまく焼けない場合があります。

お知らせ

●はじめてご使用になるときは、においや、排気口以外から煙が　　出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
●加熱中や加熱後は本体が熱くなります。

●冷凍の食パンを焼くときは
　メニュー「　 ：冷凍トースト」を使います。
　・表面の霜は取り除き、凍ったまま焼いてください。
　・解凍しながら焼くため、加熱時間が長くなります。
　・冷凍の期間、状態などにより、焼き色が変わったり、
　  中まであたたまりにくくなることがあります。

●本体が熱いときは… ●連続で焼くと…
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お知らせ

冷凍の食パンを焼く

1

1 メニューボタンを押して、
「冷凍トースト」を選ぶ
●押すごとにメニューが切り替わる
　（スタート/ストップランプが点滅）

●押すごとに厚さが切り替わる

●押すごとに焼き色が切り替わる

●スタート/ストップランプが
　点滅から点灯に変わり、加熱開始

2 枚切ボタンを押して、
厚さを選ぶ

3 焼き色ボタンを押して、
焼き色を選ぶ

4 スタート/ストップボタンを
押す

2 3 4

■焼き色は、
　「　：薄め」「　 ：ふつう」
　「　：濃いめ」の3段階から
　選べます。
■下記の食パンは、うまく焼け
　ない場合があります。
　●霜がついている
　●反り・変形している
　●長期間冷凍した
　　  冷凍後1週間以内の
　　  食パンを使用してください
■設定中、2分間操作がなかった
　ときは、設定を取消し、ランプ
　が消えます。
　ふたを開閉（全開）して、
　操作をやり直してください。

お知らせ
■設定中、2分間操作がなかった
　ときは、設定を取消し、ランプ
　が消えます。
　ふたを開閉（全開）して、
　操作をやり直してください。

①電源プラグをコンセントに差込む
　→ランプが順番に点灯したあと消灯します。
②加熱プレートに冷凍の食パンを置いて、
　ふたを閉める

常温・冷蔵の食パンを焼く

1
①電源プラグをコンセントに差込む
　→ランプが順番に点灯したあと消灯します。
②加熱プレートに常温または冷蔵の食パンを
　置いて、ふたを閉める

1 メニューボタンを押して、
「トースト」を選ぶ
●押すごとにメニューが切り替わる
　（スタート/ストップランプが点滅）

●押すごとに厚さが切り替わる

●押すごとに焼き色が切り替わる

●スタート/ストップランプが
　点滅から点灯に変わり、加熱開始

ブザーが鳴ったら
加熱終了

2 枚切ボタンを押して、
厚さを選ぶ

3 焼き色ボタンを押して、
焼き色を選ぶ

焼き色ボタンを押して、「延長　 」を選び、
スタート/ストップボタンを押す
➡再度、加熱をはじめます。（約45秒）

4 スタート/ストップボタンを
押す

すぐにふたを開けて、付属のへらで食パンを取出す
使用後は電源プラグを抜く

2 3 4

■焼き足したいときは

■加熱終了から2分以上経過すると
焼き足しはできません。

■設定を取消したいときは、
　スタート/ストップボタンを
　3秒間長押ししてください。

お願い
■設定を取消したいときは、
　スタート/ストップボタンを
　3秒間長押ししてください。

お願い

■途中で加熱をやめたいときは、
　スタート/ストップボタンを
　押してください。

お願い

準
備

お知らせ 焼き色ボタンを押して、「延長　 」を選び、
スタート/ストップボタンを押す
➡再度、加熱をはじめます。（約45秒）

■焼き足したいときは

■加熱終了から2分以上経過すると
焼き足しはできません。

お知らせ

準
備

ブザーが鳴ったら
加熱終了

すぐにふたを開けて、付属のへらで食パンを取出す
使用後は電源プラグを抜く

メニュー 枚切 焼き色 スタート/ストップ スタート/ストップメニュー 枚切 焼き色

P.7 P.7

■途中で加熱をやめたいときは、
　スタート/ストップボタンを
　押してください。

お願い
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お願い

トッピングトーストを焼く
レシピ
トッピングトースト

1

1

メニューボタンを押して、
「トッピングトースト」を選ぶ
●押すごとにメニューが切り替わる
　（スタート/ストップランプが点滅）

●押すごとに厚さが切り替わる

●スタート/ストップランプが
　点滅から点灯に変わり、加熱開始

2 枚切ボタンを押して、
厚さを選ぶ

3 焼き色ボタンを押して、
レシピ　　　に記載の
焼き色を選ぶ

4 スタート/ストップボタンを
押す

■トッピングが「高さ制限表示」
　を超えないように量を調節
　してください。
　  食材が庫内について
　  焦げるのを防ぐため
■設定を取消したいときは、
　スタート/ストップボタンを
　3秒間長押ししてください。
■トッピングの種類に合わせて
　「　 ：薄め（例：ハムチーズ）」
　「　 ：ふつう（例：ピザ）」
　「　 ：濃いめ（例：卵マヨ）」の
　3段階から選びます。
■レシピ　　　 以外のときは、
「　 ：濃いめ」をお試しください。

①電源プラグをコンセントに差込む
→ランプが順番に点灯したあと消灯します。

②加熱プレートにトッピングした食パンを置いて、
　ふたを閉める

焼き色ボタンを押して、「延長　 」を選び、
スタート/ストップボタンを押す
➡再度、加熱をはじめます。（約45秒）

■焼き足したいときは

■加熱終了から2分以上経過すると
焼き足しはできません。

お知らせ

準
備

ブザーが鳴ったら
加熱終了

すぐにふたを開けて、付属のへらで食パンを取出す
使用後は電源プラグを抜く

1 2 3 4

ハムチーズトースト
材料（1枚分）
食パン
とろけるスライスチーズ

焼き色 「薄め　 」を選ぶ

焼き色 「ふつう　 」を選ぶ

作りかた

食パンの中央にハム、とろけるスライスチーズの順にのせる。
2 メニュー「トッピングトースト」、使用する厚さの枚切、焼き色 「薄め」を選び、加熱する。
＊チーズの種類によっては焦げる場合があります。

1枚
1枚（18g）

ハム
黒こしょう

1～2枚
お好みで

1

ピザトースト
材料（1枚分）
食パン
ピザソース
玉ねぎ（約2mmにスライス）
ベーコン（1cm幅に切る）
マッシュルーム（スライス水煮）
ピザ用チーズ
ブラックオリーブ（約5mm幅にスライス）

作りかた
食パンにピザソースをぬる。

2 玉ねぎ、ベーコン、マッシュルーム、ブラックオリーブの順に重ね、
一番上に全体に散らすようにピザ用チーズをのせる。
3 メニュー「トッピングトースト」、使用する厚さの枚切、焼き色「ふつう」を選び、加熱する。

1枚
適量
15g（およそ中玉1/10個）
15g
4枚
15g
お好みで

●4枚切り、5枚切り、6枚切り、8枚切りともに具材は同じ分量です。
●食パンは、常温を使用してください。（冷凍・冷蔵は使用しないでください）
●高さ制限表示を超えないように具材は均等にのせます。

1

卵マヨトースト
材料（1枚分）
食パン
マヨネーズ

作りかた

食パンの中央をスプーンでくぼませる。（卵の大きさ程度）

2 食パンのふちに沿って、マヨネーズで土手をつくる。
3 中央のくぼみに卵を割り入れる。
4 メニュー「トッピングトースト」、使用する厚さの枚切、焼き色「濃いめ」を選び、加熱する。

1枚
適量

卵
黒こしょう

1個（Mサイズ）
お好みで

●必ず中央をくぼませてください。
●マヨネーズは、食パンからはみ出さないようにします。
●卵の仕上がりがかたく感じるときは、焼き色「ふつう」をお試しください。

ベーコンは10gにします。
ベーコンとマッシュルーム
を重ならないように交互に
並べてください。

メニュー 枚切 焼き色

お知らせ
■設定中、2分間操作がなかった
　ときは、設定を取消し、ランプ
　が消えます。
　ふたを開閉（全開）して、
　操作をやり直してください。

■途中で加熱をやめたいときは、
　スタート/ストップボタンを
　押してください。

お願い

焼き色 「濃いめ　 」を選ぶ

P.13

P.13

スタート/ストップ

4枚切りの場合

●押すごとに焼き色が切り替わる
P.7
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お知らせ

フレンチトーストを焼く

①電源プラグをコンセントに差込む
→ランプが順番に点灯したあと消灯します。

②加熱プレートにバターをぬり、
　下ごしらえ（　　　　　　　　　 ）をした
　食パンを置いて、ふたを閉める

1 メニューボタンを押して、
「フレンチトースト」を選ぶ
●押すごとにメニューが切り替わる
　（スタート/ストップランプが点滅）

●押すごとに厚さが切り替わる

●スタート/ストップランプが
　点滅から点灯に変わり、加熱開始

2 枚切ボタンを押して、
厚さを選ぶ

3 スタート/ストップボタンを
押す

■メニュー「フレンチトースト」
　を選ぶと、自動的に
焼き色「ふつう」が選択されて

　います。
■焼き色は選べません。
　焼き色ボタンを押すと、
　「ピピピ」音が鳴り、
　受付けません。
■設定中、2分間操作がなかった
　ときは、設定を取消し、ランプ
　が消えます。
　ふたを開閉（全開）して、
　操作をやり直してください。

準
備

ブザーが鳴ったら
加熱終了

すぐにふたを開けて、付属のへらで食パンを取出す
使用後は電源プラグを抜く

1 2 3
ふわふわフレンチトースト（4枚切り）

1

1～4

材料（1枚分）

食パン（4枚切り）
　　　　卵（Mサイズ）
　　　　牛乳
　　　　砂糖
バター（加熱プレートにぬる）
粉砂糖、メープルシロップ

A
（卵液）

作りかた

作りかた

ボウルに「A」を入れ、よく混ぜ合わせて卵液を作る。

2 食パンを4等分（十字）に切る。
3 バットまたは深めの平皿などに切った食パンを入れ、「1」を上からかけて浸し、ラップをかける。
4「3」を冷蔵庫に入れて浸漬する。
＊2時間以上浸漬するのがオススメです。途中で2回裏返して、卵液を浸透させてください。

5 バターを加熱プレート全面にぬる。（こびりつきを防ぐため）

7 メニュー「フレンチトースト」、
枚切「4枚」を選び、加熱する。

6「4」を加熱プレートにのせる。
  切る前のように、耳を外側にして
  中央に寄せる
＊残った卵液は入れないでください。

1枚
2個
200mL
大さじ2
適量
お好みで

5枚切り・6枚切り・8枚切りの材料・浸漬時間は下記のとおりです。

メニュー 枚切 焼き色

焼き色ボタンを押して、「延長　 」を選び、
スタート/ストップボタンを押す
➡再度、加熱をはじめます。（約45秒）

■焼き足したいときは

■加熱終了から2分以上経過すると
焼き足しはできません。

お知らせ

■途中で加熱をやめたいときは、
　スタート/ストップボタンを
　押してください。
■1枚焼くごとに加熱プレート
　に残ったカスをふき取り、
　再度、バターを塗ってから、
　次のパンを焼いてください。
　（こびりつきを防ぐため）

お願い

■設定を取消したいときは、
　スタート/ストップボタンを
　3秒間長押ししてください。

お願い

食パン
卵（Mサイズ）

牛乳
砂糖

オススメの浸漬時間

1枚
1個
120mL
大さじ1

45分以上（1回以上裏返す）

5枚切り
1枚
1個
100mL
大さじ1

45分以上（1回以上裏返す）

6枚切り、8枚切り

スタート/ストップ

●浸漬する前に食パンを4等分にする
　＊十字に切る
●食パンを加熱プレートの
　中央に寄せてのせる
　＊切る前のように、耳を外側にする

ふくらみすぎによる焦げを防ぐために

レシピ
フレンチトースト

P.15

大さじ1＝15mLです。
（1mL＝1cc）
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うまく焼けないとき

お願い

お手入れ

保管のしかた

■庫内、特に加熱プレートは
　お使いのたびにお手入れしてください。
調理カスをつけたまま使うと
塩分・油脂分による腐食・異常動作・
焼きムラの原因

■本体の丸洗いはしないでください。
　（故障の原因）

■次のものは使わないでください。
　（傷・腐食・変色の原因）
●台所用中性洗剤以外の洗剤
●原液のままの台所用中性洗剤
●ベンジン､漂白剤､みがき粉､シンナー､アルコール
●スチールタワシ、スポンジのナイロン面、
　亀の子タワシなど
●食器洗い乾燥機・食器乾燥器

水ぬれ
禁止

水につけたり、
水をかけたりしない

お手入れは、
電源プラグを抜き、
本体が冷めてから行う

本体を水平にして保管する
（倒れて故障の原因）

本体・庫内・排気穴・排気口・加熱プレート（水洗いできません）

へら
うすめた台所用中性洗剤と
やわらかいスポンジで洗い、
よく水洗いする
＊ナイロン面では
　洗わない

焼き色が薄い
　　　　つかない

「ふわふわ」を選んでいませんか。

▲

「ふわふわ」は、食パンをあたためる
モードです。焼き色はほとんどつき
ません。

「サクサク」「濃いめ」を
選んでいませんか。

▲
「ふつう」「薄め」をお試しください。

「枚切（厚さ）」を正しく選んでいますか。

▲

食パンの厚さを確認して、「枚切」を
正しく選んでください。

▲

本体を冷ましてください。

焼き色が濃い
　　　　薄い

焼き色が濃い
こげる

長期間、冷凍していませんか。

加熱中にふたを何度も開け閉めしたり、ふたが閉まりきっていないと、
できあがりが悪くなることがあります。
反りや変形した食パンは、うまく焼けません。
加熱後など加熱プレートの温度が高い
と、焼き色がつきすぎたり、薄くなったり
することがあります。
チーズの種類によっては、焼き色がつかなかったり焦げたりすることがあります。

▲

冷凍後1週間以内の食パンを
使用してください。

加熱終了後、そのまま放置して
いませんか。

▲

すぐに取出してください。

「高さ制限表示」を超える厚さの
食パンを焼いていませんか。

トッピングの量が多くありませんか。

▲

「高さ制限表示」を超えないように
量を調節してください。▲

約30mm以内の厚さの食パンを
焼いてください。

〈フレンチトースト〉
食パンを4等分（十字）に切り、
中央に寄せて加熱プレートに
のせていますか。

▲

4等分（十字）にしてください。

現象（症状） 処置（操作）方法原因の確認

＊焼き色（表裏）は、食パンの種類・形状・厚さ・保存状態や室温・本体の温度などで異なります。

電源
プラグを
抜く

（　　　　　　　　　  ） （　　　　　　　　　）（　　　　　　　  ）
使用後は
必ずお手入れする

指示を
守る

感電・ショートの
原因

調理物の発煙・発火を
防ぐため 感電・やけど・けがを

防ぐため

P.15

P.8

故障かな？と思ったら
修理を依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、下記の点をお調べください。

加熱されない 電源プラグを差込んでから、
ふたを開閉しましたか。
メニューを選択せずにスタート/ストップ
ボタンを押していませんか。

▲

電源プラグを差込んでから、
　ふたを開閉（全開）してください。

現象（症状） 処置（操作）方法原因の確認

メニューランプが
4つ点滅している

▲

メニューボタンから
操作してください。

温度が下がるまでは点滅が続きます。異常ではありません。
電源プラグを抜くと消えます。

高温注意ランプが
消えない

高温注意ランプが3回点滅を
くり返していませんか。

▲

本体を冷ましてください。

お願い
■付属のへらで調理カスなどを
　こすらないでください。（傷の原因）

●汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤を使う
　＊必ず洗剤をよくふき取る

かたく絞ったやわらかい布でふく

庫内・加熱プレートは
使用後に毎回お手入れする

パッキン

排気口の汚れは
湿らせた綿棒で
ふき取る

■加熱プレート・パッキンは取りはずせ
ません。
■庫内は耐熱塗装がされています。塗装
の特性上、油や食品が付着すると変色
やシミが残ることがあります。また、
強くこすると塗装がはがれたり、布に
黒く色がつくことがあります。
　→性能面への影響はありません。

塗料は、食品衛生法に適合している
ので人体への害はありません。

お知らせ

庫内、特に排気穴に
調理カスをつけたままにしない

●庫内が焦げ付いたときは、焦げをやわらかくしてから
　お手入れする
　＊水で湿らせたキッチンペーパーで焦げを覆う
　　30分程度放置して焦げをやわらかくする
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保証とアフターサービス

■補修用性能部品の保有期間
●当社は、このブレッドオーブンの補修用性能部品を製造
打切り後5年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は
●お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理
窓口」にご相談ください。

保証期間

■修理を依頼されるときは（持込修理）
●「うまく焼けないとき」 （取扱説明書記載 17ページ）
　「故障かな?と思ったら」（取扱説明書記載 17～18ページ）
　にしたがってお調べください。
●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを
　抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

お買上げ日から1年です。
保証期間内でも有料になることがありますので、
保証書をよくお読みください。

■保証書（別添）
●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を
お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書
は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、
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。

●保証期間中は
保証書の規定にしたがって、修理させていただき
ます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示
ください。

●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料
で修理させていただきます。
ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎている
場合は、修理できないことがあります。

●修理料金は
技術料+部品代（+出張料）などで構成されています。
●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に
　　　　　修復するための料金です。
●部品代…修理に使用した部品代金です。

●ご連絡いただきたい内容
1.品　　　名　三菱ブレッドオーブン
2.形　　　名　TO-ST1 ・ TO-ST1L（いずれか）
3.お買上げ日　　　年　　月　　日
4.故障の状況　（できるだけ具体的に）

●修理部品は
部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

故障かな？と思ったら（つづき）

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、
お買上げの販売店にご連絡ください。

スタート/ストップ
ボタンを押すと
「ピピピ」音が鳴り、
ボタン操作が
できない

ふたを開閉しましたか。

▲

ふたを開閉（全開）してから、
　スタート/ストップボタンを
　押してください。

スタート／ストップボタンを
長押ししていませんか。

▲

スタート／ストップボタンを3秒間
長押しすると、設定が取消されます。

庫内に変色や
シミが残る

ご使用にともない、変色やシミが残ることがあります。
熱や塗装の特性上によるもので、ご使用に差しつかえありません。

「出し忘れお知らせ」のお知らせ音です。
加熱終了後、ふたを開けないと、約20秒ごとにブザーが鳴ります。（約5分間）
（ふたを開けるか、ボタンを操作するとブザーが止まります）

ふたを開閉してから、2分以上経過して
いませんか。

▲

再度、ふたを開閉（全開）して
ください。

▲

ふき取ってください。

違うメニューを選んでいませんか。

▲

前回と同じメニューを選んでください。

延長ができない

加熱終了後、
「ピピッ、ピピッ」音
が鳴る

本体の異常/故障です。
電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

全てのランプが
点滅している

当社ホームページ「よくあるご質問 FAQ」もご活用ください。
https://faq01.ｍitsubishielectric.co.jp/

現象（症状） 処置（操作）方法原因の確認

加熱終了から2分経過すると延長はできません。

加熱前は延長できません。

蒸気・煙が出たり、
いやなにおい、
焦げくさい
においがする

加熱中は、蒸気・煙が出ます。

使い始めは、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。
ご使用にともない出なくなります。

本体が熱くなる 加熱中や加熱後は、本体が熱くなります。異常ではありません。

加熱プレートの
周囲に水滴がつく

加熱中に加熱プレートや庫内の周囲に
水滴がつくことがあります。
異常ではありません。

▲

汚れなどは放置せずに、お使いの
たびにお手入れしてください。

庫内や加熱プレートに調理カスなどが
ついていませんか。

加熱中に音がする
熱による膨張・収縮で「ポコッ」「キシキシ」という音が出ることがあります。

「メニュー」を
記憶しない

「メニュー」は毎回「トースト」に戻ります。
メニューごとに「枚切」「焼き色」は前回の設定を記憶しています。

加熱中は、「ピッ、ピッ、ピッ」音が鳴り、終了が近づくと音の間隔が短くなります。

加熱が途中で止まる 加熱中にふたを開けたままだと、約10秒後に加熱が止まります。
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★長年ご使用のブレッドオーブンの点検を!

ご使用
中　止

●電源コードやプラグが異常に熱い。
●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
●その他の異常・故障がある。

事故防止のため、
電源プラグを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

愛情点検

お買上げ日

年　　　月　　　日

お買上げ販売店名

電話（　　　　）

お客さま便利メモ
お買上げの際に記入
されると便利です。

仕　様

本体寸法
（取っ手含まず） 庫内

ふた開け時

外形

●電源プラグを差込んだ状態で、操作部のランプが消灯しているときの消費電力は約0.4Wです。

電源

消費電力

形名

コードの長さ

本体質量

付属品

交流100V　50-60Hz

TO-ST1 TO-ST1L

930W

幅240×奥行223×高さ140（mm）

幅192×奥行142×高さ44（mm）

高さ290（mm）

1.5m

約3.1kg

へら（1コ）、レシピ集（1部）、取扱説明書（1部）

こんな症状は
ありませんか

三
菱
ブ
レ
ッ
ド
オ
ー
ブ
ン

外形寸法（単位 mm）

正面図 側面図

240

140

167

270 290

223
159
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