日本国内専用
一般家庭用
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このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ず本書をよくお読みのうえ、十分ご理解ください。
本書には保証書が付いていますので、大切に保管してください。
本製品は一般家庭用です。業務用としては使用しないでください。

本製品は株式会社グッドフェイスが企画設計及び監修し、日本基準の厳重な品質管理の下で中国工場で製造しています。

安全上のご注意

必ずお読みください

安全上のご注意

（ご使用になる前に必ずよくお読みのうえ、お守りください。）

人や財産への危害、損害を未然に防ぐために、ここに記載されている内容（表示・図記号）
をよくお読みになり、本製品を正しくお使いください。
誤った取り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。

使いかた

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷に結びつくことが想定され

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある、または家屋・家

記号の説明

る内容です。

財などの損害に結びつくことが想定される内容です。

禁 止：してはいけないこと

指 示：必ずすること

警告
お手入れ・収納

不安定な場所、振動のある場所、棚の上など高所で使用しない。
傾いて、
けが、
やけど、漏電による火災、感電の原因になります。

屋外、水のかかる場所、濡れた台の上で使用しない。
内部に水が入って漏電による火災や感電、故障の原因になります。

子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。
感電、
やけど、
けがの恐れがあります。

故障かな？と思ったら

分解、修理、改造をしない。

発火、感電、
けがの原因になります。

交流100V以外では使用しない。
（日本国内100Ｖ専用）
火災、感電の原因になります。海外で使用しないでください。

定格15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具で併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。

電源コードが傷ついている場合は使用しない。
断線、感電の恐れがあります。

器具用プラグの先端に金属片やごみを付着させない。
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感電、
ショート、火災の原因になります。
CPL

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

定格15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具で併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。

安全上のご注意

電源コードが傷ついている場合は使用しない。
断線、感電の恐れがあります。

必ずお読みください

器具用プラグの先端に金属片やごみを付着させない。
感電、
ショート、火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
正しく差し込まないと感電や火災の原因になります。

ゆるんだり傷んでいるコンセントは使用しない。
感電や火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグ、
器具用プラグをさわらない。
感電やけがの原因になります。

電源コード、電源プラグ、器具用プラグを傷つけない。
傷んだまま使用すると感電、
ショート、火災の原因になります。
（破損、加工、熱器具に近づける、無理に曲

使いかた

げる、
ねじる、引っ張る、重い物を載せる等）

器具用プラグをなめさせない。
乳幼児が誤ってなめないように注意してください。感電、
やけどの原因になります。

異常時・故障時には、
ただちに使用を中止して電源プラグを抜く。
感電や火災の原因になります。販売店もしくは弊社にご連絡ください。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。
感電、火災、
けが、
やけどの原因になります。

お手入れ・収納

注意
温度調節ボリュームがOFFの位置にあることを確認してから電源プラグの抜き差しをする。
けがや故障の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

故障かな？と思ったら

必ず電源プラグを持ってコンセントから引き抜く。
コードが傷んだり、感電、
ショート、発火の原因になります。

専用の電源コード以外は使用しない。他の製品に転用しない。
故障、発火の原因になります。

タコ足配線はしない。
火災の原因になります。

調理以外の目的で使用しない。
けがや故障の原因になります。

缶詰や瓶詰を直接加熱しない。

CPL

缶や瓶が破裂したり過熱して、
やけどやけがの恐れがあります。
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タコ足配線はしない。
火災の原因になります。

安全上のご注意
調理以外の目的で使用しない。
けがや故障の原因になります。

必ずお読みください

缶詰や瓶詰を直接加熱しない。
缶や瓶が破裂したり過熱して、
やけどやけがの恐れがあります。

使用中に各種プレート/鍋（別売品含む）
を交換したり、取り外さない。
やけどの恐れがあります。

本体底部の通気口に物を入れたり、
ふさいだりしない。
感電、
ショート、火災、故障の原因になります。

使用中は本体から離れない。
調理物が発火する恐れがあります。

壁や家具の近くでは使わない。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。また故障・火災の原因になります。

使いかた

次のような場所では使用しない

たたみ・じゅうたんなどの上、熱に弱い敷物や紙の上、
カーテンなどの近く、火気のそば、高い場所、
不安定な場所、傾いた場所、火災、感電、故障、変色の原因になります。

各種プレート/鍋（別売品含む）が本体にセットされていない状態では絶対に使用しない。
やけど、火災の原因になります。

ヒーターの上に専用の各種プレート/鍋（別売品含む）以外の物を置かない。
火災、感電、故障、
けがの原因になります。

使用中や使用後しばらくは高温部に触らない。

お手入れ・収納

やけどの恐れがあります。特に長時間加熱したときは樹脂部も熱くなっております。

本体を濡らしたり、
水につけない。
故障の原因になります。

異物や汚れは取り除いてから使う。
プレートやなべ裏面、
ヒーター、遮熱板、感熱金具に異物や汚れがついたまま使うと異常発熱し、
テ
ーブルがこげたり、故障の原因になります。

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。
やけどの恐れがあります。

故障かな？と思ったら

熱い状態または電源コードをとりつけたままプレート/鍋（別売品含む）を本体からはずさない。
やけどや火災の恐れがあります。

本体やプレート/鍋（別売品含む）
をガスコンロやIH調理器にかけない。
本体が燃えたり、
プレート/鍋
（別売品含む）
が変形して故障の原因になります。

プレート/鍋（別売品含む）で水やだし汁を沸かすときは、ふきこぼれに充分気をつける。
感電、
ショート、火災、
やけど、故障の恐れがあります。

液体（水やだし汁などの汁物）
を加熱するときは、加熱する前に、
よくかき混ぜる。
突然沸騰して、調理物が飛び散り、
やけど、
けがの恐れがあります。
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お手入れは冷めてから行う。
CPL

使用後は高温となっており、
やけどの恐れがあります。

プレート/鍋（別売品含む）で水やだし汁を沸かすときは、ふきこぼれに充分気をつける。
感電、
ショート、火災、
やけど、故障の恐れがあります。

安全上のご注意

液体（水やだし汁などの汁物）
を加熱するときは、加熱する前に、
よくかき混ぜる。
突然沸騰して、調理物が飛び散り、
やけど、
けがの恐れがあります。

必ずお読みください

お手入れは冷めてから行う。
使用後は高温となっており、
やけどの恐れがあります。

感熱金具に無理な力をかけて、変形させない。
火災、故障の原因になります。

調理物や水気を残したまま放置しない。
プレート/鍋
（別売品含む）
の素地が腐食し、
ふっ素樹脂加工の損傷の恐れがあります。

本体に衝撃を与えない。
落したり、
ものにぶつけると、故障の原因になります。

なべやプレートを重ねて使わない。
故障や温度が上がらない原因になります。

使いかた

金属製のへらやナイフを使わない。
ふっ素樹脂加工が傷つき、腐食の原因になります。

たこ焼きプレートを調理するときは金串を使わない。
ふっ素樹脂加工が傷つき、腐食の原因になります。

熱いままのふたを、
ビニールクロスやテーブルなどの上に置かない。
跡形がつく恐れがあります。

長時間の空焚きはしない。

お手入れ・収納

変形したり、
ふっ素コーティングの損傷、腐食の原因になります。

揚げ物料理はしない
火災の原因となります。

故障かな？と思ったら

CPL
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パッケージ内容 / 各部の名称

必ずお読みください

パッケージ内容
パッケージを開封されますと、下記の物が入っております。
ご使用前にご確認下さい。

専用ふた

平面プレート

使いかた
専用電源コード

キャストプレート本体

たこ焼きプレート

木製へら

レシピ本

取扱説明書

オリジナルレシピ本

取扱説明書
(保証書含)

※付属品の外観や仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

お手入れ・収納

各部の名称
取っ手

蒸気穴

故障かな？と思ったら

背面

プラグ受け

遮熱板
ヒーター

本体枠

ハンドル
パイロットランプ
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温度センサー

CPL

温度調節ボリューム

使用場所のお願い / 初めて使う時・しばらく使わなかった時

本製品を使用する際は、本体を壁や家具か
ら離し、周囲の空間を確保した状態でご使

背面
50cm以上

用ください ( 右図参照 )。

上方
50cm以上

必ずお読みください

使用場所のお願い

側面
30cm以上

また、壁や家具、カーテン、プラスチック、
ビニールクロスなど、熱で変形する恐れの
あるものや、燃えやすいものは十分な距離
を保ってください。

使いかた

初めて使う時・しばらく使わなかった時
お手入れ・収納

ご使用前に各種プレート / ふた / 木製へらを中性洗剤などでよく洗ってからお使いくだ
さい。

長期間ご使用のホットプレートは定期的な点検をお願い致します。

▼

株式会社グッドフェイス お客様相談窓口

受付時間

T E L

048-290-5535

10:00〜17：00
（土日、祝日を除く）

e-mail

info@goodfaith.jp

24時間受付

商品についてのお取り扱い、
お手入れ方法などのご相談、
ご転居されたりご贈答品な
どで、販売店に修理のご相談ができない場合はお客様相談窓口にご相談ください。

故障や事故防止のため使用を
中止し、必ず下記、
お客様相談窓
口もしくは販売店までご連絡く
ださい。

故障かな？と思ったら

・電源を入れても、
ときどき運転しない。
・電源コードが異常に熱い。
・電源コードに深い傷がある。
・電源コードを動かすと通電したり、
しなかったりする。
・こげくさい臭いがする。
・その他の異常、故障がある。

個人情報のお取り扱いについて
株式会社グッドフェイスおよびその関係会社は、
お客様の個人情報やご相談内容を、
ご相談への
対応や修理、その確認などのために利用し、その
記録をを残すことがあります。また個人情報を適
切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理
由がある場合を除き、第三者には提供しません。

CPL
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使いかた
使用場所のお願い
使用場所のお願い
必ずお読みください

使いかた

上方
50cm以上
上方
側面
背面 50cm以上
1. プレートを本体にセットする
30cm以上
50cm以上
側面
背面
30cm以上
50cm以上

プレートと本体との間に、異物や水分がな
いことを確認してから、傾きがないように
セットしてください。

使いかた

・プレート・鍋の底面には突起がありますので、取り扱いには十分注意してください。
また、底面の塗装が剥がれることがありますが、使用上問題ありません。
・プレートや鍋は重ねて使用しないでください。

2. 電源コードの接続
お手入れ・収納

本体の温度調節ボリュームが OFF の位置
になっていることを確認します。

専用電源コードを本体のプラグ受けに取
付けます。

故障かな？と思ったら
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反対側の電源プラグをコンセントに差し
込みます。

CPL

使いかた

必ずお読みください

3. 予熱
温 度 調 節 ボ リ ュ ー ム を 回 し て LOW と
MED の中間くらいに合わせます。
パイロットランプが点灯し、加熱が開始さ
れます。予熱時間の目安は約 4 〜５分です。

・はじめてご使用になるときは煙やにおいがでることがありますが故障ではありません。ご使用
にともないでなくなります。

使いかた

・使用中に聞こえる「カチッ」というキシミ音はヒーターの熱膨張によるもので、故障ではあり
ません。
・使用中はパイロットランプがついたり消えたりしますが、故障ではありません。サーモスタッ
トによる温度調節による現象です。
・予熱範囲(LOW〜MED)以外でおこなわないでください。ふたをして予熱しないでください。

4. 調理
お手入れ・収納

温度調節ボリュームを操作して希望の温
度に合わせ、必要に応じて油を引き、調理
してください。
金属製の調理器具はプレートを傷つける恐
れがありますので使わないでください。
木製や樹脂製の調理器具をご使用ください。

目盛
(保温)
LOW

温度
（℃）
60〜80

調理例
料理を保温するとき

90〜140 ホットケーキ、
アヒージョなど

MED

140〜190 餃子、
お好み焼きなど

HI

チャーハンなど
190〜250 焼肉、

温度設定の目安

故障かな？と思ったら

温度設定の目安

・左記の目安はふたをせず、食材を入れ
目盛
温度
（℃）
調理例
ていない時の表面温度の目安です。
・プレート、鍋の種類により温度は異な
(保温) 60〜80 料理を保温するとき
ります。実際の調理に合わせて調節し
てください。
LOW
90〜140 ホットケーキ、
アヒージョなど
・食材の中までしっかり調理したい時は
ふたをして調理することをおすすめし
140〜190 餃子、
MED
お好み焼きなど
ます。(たこ焼きプレートにふたは使
用できません。)
HI
チャーハンなど
190〜250 焼肉、

CPL
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消耗品・別売品のご案内

消耗品・別売品のご紹介
消耗品・別売品のお求めは、ご購入の販売店またはグッドプラス公
式サイト (https://www.goodplus.co) および弊社お客様相談窓口
(048-290-5535) よりお求めいただけます。
キャストプレート専用
平面プレート

消耗品 ( 純正付属品 )
キャストプレート専用
平面プレート

キャストプレート専用
たこ焼きプレート

キャストプレート専用
たこ焼きプレート

グッドプラス公式サイト

キャストプレート専用
電源コード

キャストプレート専用
電源コード

品 番：CPL-OP-PC
J A N：4549092002715

品 番：CPL-OP-FP

品 番：CPL-OP-TP

J A N：4549092002630

J A N：4549092002647

お好み焼き、焼きそばなど炒め

おうちでたこ焼きができるうれ

品 番：CPL-OP-FP
物が得意。

品 番：CPL-OP-TP
しいプレートです。

レイに焼けます。
一番出番が多
お好み焼き、焼きそばなど炒め
いプレートです。
物が得意。

ので、
ホームパーティにもピッタ
おうちでたこ焼きができるうれ
リ。
しいプレートです。

J A N：4549092002630
パンケーキなどのスイーツもキ

パンケーキなどのスイーツもキ

レイに焼けます。一番出番が多
いプレートです。

J A N：4549092002647
アイデア次第でアレンジできる

木製へら
品 番：CPL-OP-PC
J A N：4549092002715

木製へら
品 番：CPL-OP-WS
J A N：4549092002722

アイデア次第でアレンジできる
ので、ホームパーティにもピッタ

リ。

品 番：CPL-OP-WS
J A N：4549092002722

別売品
キャストプレート専用
グリルプレート

マルチプレート

キャストプレート専用
セラミックコート鍋

キャストプレート専用

キャストプレート専用

品 番：CPL-OP-GP

品 番：CPL-OP-MP

J A N：4549092002609

J A N：4549092002616

J A N：4549092002623

肉を焼くときは溝に余分な脂が

パンケーキや目玉焼きが均等な

深さがあるので、お鍋や煮込み

J A N：4549092002609
野菜の蒸し焼きのときは、溝が

J A N：4549092002616
忙しい朝に、
パンや卵、ベーコン

グリルプレート

品 番：CPL-OP-GP
落ちて、
ヘルシーに。

水分をキープしておいしく仕上
肉を焼くときは溝に余分な脂が
がります。
落ちて、
ヘルシーに。
野菜の蒸し焼きのときは、溝が
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キャストプレート専用

水分をキープしておいしく仕上
がります。

マルチプレート

品 番：CPL-OP-MP
大きさにできあがります。

などを同時焼けて便利です。
パンケーキや目玉焼きが均等な
大きさにできあがります。

忙しい朝に、パンや卵、ベーコン

などを同時焼けて便利です。

CPL

キャストプレート専用
セラミックコート鍋

品 番：CPL-OP-CP

品 番：CPL-OP-CP
料理ができます。

J A N：4549092002623
表面がセラミック加工されてい

て、焦げつきにくいのでお手入
深さがあるので、お鍋や煮込み
れも楽です。
料理ができます。
表面がセラミック加工されてい

て、焦げつきにくいのでお手入
れも楽です。

調理が終わったら

必ずお読みください

調理が終わったら
温度調節ボリュームを OFF の位置に戻し
コンセントから電源プラグを抜きます。

少し冷ましてからキッチンペーパーなど
の柔らかいものを少し濡らして、焼け焦げ

使いかた

や調味料などを拭き取ります。

お手入れ・収納

十分に冷めてからプレートや鍋をはずします。
プレートを本体からはずすときは、付属の木製へらの持ち手部分を本体とプレートの間
に差し込み、端を持ち上げてはずしてください。

持ち手の凹んでいる方
を本体外側に向けて、
差し込んでください。

を本体外側に向けて、
差し込んでください。

故障かな？と思ったら

持ち手の凹んでいる方

持ち手の凹んでいる方
を本体外側に向けて、
差し込んでください。

・やけどには十分ご注意ください。
・木製へらは本体の左右に差し込んでください。本体の正面、背面には差し込まないでくださ
い。破損の恐れがあります。

CPL
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お手入れと収納・保管

必ずお読みください

お手入れと収納・保管
本体のお手入れ
軽い汚れは水を含ませた布で、油汚れは薄
めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい
布で拭き取ってください。( 洗剤を使った
後は、固く絞った布で拭き取ってくださ
い。) 最後に柔らかい布で水分を拭き取っ
てください。

使いかた

・本体のすき間に入り込んだ食材などは、市販のブラシなどで取り除いてください。
・本体の水洗いはしないでください。感電または故障の原因になります。

ふた・各種プレート / 鍋のお手入れ
ふた・各種プレート・鍋（別売品含む）
は丸洗いできます。

お手入れ・収納

中性洗剤を使いスポンジで洗った後、水
洗いし、柔らかい布で水分を拭き取って
ください。

収納・保管方法

故障かな？と思ったら

本体、たこ焼きプレート、平面プレート、
ふたの順番に重ねて保管してください。
保管の際は、各部を清掃して十分に乾かし
てから直射日光を避け、乾燥した涼しい場
所に保管してください。

ご注意
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プレートを重ねて保管する時は、プレートの間に柔らかい布などを
挟んでください。直接重ねるとプレートに傷がつく原因となります。

CPL

故障かな？と思ったら

必ずお読みください

故障かな？と思ったら
故障かな？と思ったときは、修理を依頼される前に、下記のことをお調べの上お試しく
ださい。解決しない場合は誠に恐れ入りますが、弊社お客様相談窓口までお問い合わせ
ください。
症状・現象

チェック箇所・対処方法

プレート・鍋の温度が
上がらない

・器具用プラグ、電源プラグは正しく接続されていますか？器具用プラグを本
体のプラグ受けに、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
・タコ足配線をしていませんか？定格 15A 以上のコンセントを単独で使って
ください。

使いかた

・温度調節ボリュームが OFF になっていませんか？料理に応じて温度調節ボ
リュームを動かして、
目盛に合わせてください。
・プレート・鍋が傾いたりしていませんか？プレート・鍋を確実にセットしてく
ださい。
・プレート・鍋の裏側やヒーターに異物が付着していませんか？異物を取り
除いてください。十分冷ましてから行ってください。
・サーモスタットが作動して温度調節しています。故障ではありません。
そのままお使いください。

調理物が焼けにくい

・予熱しましたか？十分に予熱してから、調理をはじめてください。

調理物がひどく焦げる

・プレート、鍋の表面を十分にお手入れしていますか？

お手入れ・収納

パイロットランプがつ
いたり消えたりする

・残りものを放置していませんか？プレート・鍋のお手入れをしてください。
・プレート、鍋の表面コーティングが剥がれていませんか？
焦げ付きの原因になります。表面コーティングがはがれても人体には無害
ですが、気になる場合は弊社「お客様相談窓口」
またはお買い上げの販売店
までご相談ください。
煙が出たり、
におりが
する

・プレート・鍋の裏面やヒーターに異物が付着していませんか？
異物を取り除いてください。
・はじめてご使用になるときは煙やにおいがで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、
でなくなります。

故障かな？と思ったら

使用中に
「カチッ」
とキ
シミ音がする

・ヒーターの熱膨張によるものです。
・故障ではありません。そのままお使いください。

株式会社グッドフェイス お客様相談窓口

受付時間

T E L

048-290-5535

10:00〜17：00
（土日、祝日を除く）

e-mail

info@goodfaith.jp

24時間受付

商品についてのお取り扱い、
お手入れ方法などのご相談、
ご転居されたりご贈答品な
どで、販売店に修理のご相談ができない場合はお客様相談窓口にご相談ください。

個人情報のお取り扱いについて
株式会社グッドフェイスおよびその関係会社は、
お客様の個人情報やご相談内容を、
ご相談への
対応や修理、その確認などのために利用し、その
記録をを残すことがあります。また個人情報を適
切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理
由がある場合を除き、第三者には提供しません。

CPL
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製品仕様

製品仕様
品名

キャストプレート

品番

CPL

電源

AC100V

定格消費電力

1200W

電源コード長さ

約1.4ｍ
（マグネット式）

温度調節範囲

50/60Hz

(保温) 〜 HI （約60〜約250℃）

本体寸法

平面プレート、
ふた使用時：約 幅358×高さ142×奥行231mm

質量

平面プレート、
ふた使用時：約 2.2kg

付属品

ふた ×1 / 平面プレート ×1 / たこ焼きプレート ×1 / 専用電源コード×1 /
木製ヘラ×1 / オリジナルレシピ ×1 / 取扱説明書(保証書含) ×1

生産国

中国

製品の仕様デザインは改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
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CPL

販売元

