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全自動釜めし炊飯器

ＴＧＫＲシリーズ
取扱説明書　設置工事説明書 FD0605

必ずお読みください
このたびは、当社製品をお買い上げいただき、

まことにありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の性能を十分に発揮さ

せて、安全にご使用いただくために必ずお読み

ください。

警告

・ 本書に従い正しく操作、 保守を行って　
　ください。
　一般的な安全にも配慮してください。
不適切な操作や整備はケガや事故の原因に

なります。

・ 使用者、 管理者が代わった場合は、
必ず本書を読ませ指導してください。
取扱説明書を読まないで操作や整備を行うと、

ケガや事故の原因になります。

・ 本機器を移設または譲渡するときは、
必ず本書を添付してください。

・お読みになった後はいつも手元において大切に

保管し、必要な時にお読みください。

・ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求

めの販売店または 寄りの弊社営業所（裏表紙

の「お客様ご相談窓口）までお願い致します。

・本書は、当社の許可なく複製を禁じます。

取扱説明書を読まないで操作や整備を行うと、

ケガや事故の原因になります。

KITCHEN-FORUM
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取扱説明編
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安全上のご注意
ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。　　　

この商品は、業務用の調理器具として作られています。それ以外の用途には使用しないで

ください。また、使用者が代わった場合には必ず本書を読ませ、かつ指導してください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定

される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いい

ただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた

めにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっ

ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

この表示を無視して誤った取扱いをすると、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。警告

注意

この記号は、強制（必ずしなければならないこと）を示します。具体

的な強制内容は絵や文章で示します。

この記号は、注意（危険・警告を含む）を示します。具体的な注意内

容は絵や文章で示します。

この記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止

内容は絵や文章で示します。

絵表示の例

・設置工事、専門業者に依頼してください。お客様ご自身で工事をされ、不備があると機器の故障
や感電、火災などの事故の原因になることがあります。

・設置工事は、「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」、「電気設備に関する技術基準」及び取
扱説明書（工事説明書）に従って、正しく安全に設置してください。

・本体に貼ってある銘板のガス種、電源（電圧、周波数）以外では使用しないでください。異常燃
焼で火災、やけどや一酸化炭素中毒の原因になったり、機器が故障することがあります。不明
な場合は、販売店またはガス事業者に連絡してください。

・引っ越しや移設されたときにも、供給ガスの種類と機器銘板のガス種が一致していることを必ず
確かめてください。

・周囲に可燃物のある場合の離隔距離は、取扱説明書（設置工事説明編）の機器の設置要領に従っ
てください。設置要領を守らない場合、壁が焦げたり、火災になる場合があります。

・可燃性の壁から離せない場合、防熱板を取り付けるなど防火上有効な処置をしてください。
（注）壁の表面がステンレス、タイルなどの不燃物でもその背面が可燃物の場合、可燃性の壁と見

なされます。詳しくは建築基準法など関連の法規をご参照ください。
・機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。（例えば吊り戸棚をつける、周囲を

囲う等）設置基準上問題となる場合があり、火災の原因になる場合があります。 

 警告
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・サービスマン（修理技術者）以外の人は、絶対に機器の内部をさわったり、分解しないでください。
故障や事故などの原因になることがあります。 

・機器のまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋等）や引火性（エアゾール缶、ガソリン、
ベンジン、接着剤、石油缶等）の物は置かないでください。 

・電源を接続する機器には、必ずアース工事をしてください。アース線はガス管、水道管、避雷針、
電話のアース線などに接続しないでください。アースが不完全な場合、故障や感電の原因にな
ります。

・使用中は機器のそばを離れないでください。異常過熱によって火災になる場合があります。

・ご使用と同時に換気扇を回すなど、必ず換気をしてください。もし、換気をしなければ室内の空
気が汚れて不完全燃焼し、一酸化炭素中毒になることがあります。 

・ガス漏れに気付いたときにはすぐに機器の使用をやめ、ガス栓を閉じ、窓や戸を開放しガスを外に出し、販売店または
ガス会社に連絡してください。すべての処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具（換気扇その他）のスイッ
チの入・切や電源プラグの抜き差しなどしないでください。炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

・機器本来の使用目的以外の用途（炭、練炭おこし、衣類の乾燥等）には使用しないでください。過熱、
異常燃焼等による焼損、火災等の危険があります。また、機器故障の原因になることがあります。

・コンロをおおってしまうようなゴトク等の不良補助用具や大きな鉄板や鍋等は使用しないでくだ
さい。不完全燃焼による中毒、異常燃焼による機器の過熱や焼損、火災等の恐れがあります。また、
機器故障の原因になることがあります。

・使用中および使用直後は、機器本体とその周辺が熱くなります。操作部以外は触らないでくださ
い。

・排気口の上に物をのせないでください。不完全燃焼や焼損の原因になります。

・単相１００Ｖ以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

安全上のご注意
 警告
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・樹脂製の照明用具の下での使用は避けてください。照明器具のかさ等が変形することがあります。

・棚の下など落下物の危険のあることろやカーテンなどの燃えやすいものの近くには設置しないで
ください。機器が破損したり、火災になることがあます。

・強い風の吹き込むところでは使用しないでください。性能が十分に発揮できなかったり、炎が消
えたり、風にあおられて周囲のものが過熱される場合があります。

・安全性の高い丈夫で水平な場所に設置してください。不安定で傾いたところに設置すると、機器
の落下や異常燃焼等によって、けがや火災および機器故障の原因になることがあります。

・本体機器がガスコード、鉄管、金属可とう管接続仕様になっている場合、一般のガス用ゴム管や
ビニール管は使用できません。接続を間違うと、機器の能力が出なかったり、ガス漏れの原因
となり、大変危険です。

・油受け、水皿、汁受け等に油脂分がたまり過ぎると、油脂分が増え、機器の故障や火災の原因と
なることがあります。お手入れをこまめに行ってください。

・水のかかるところや湿気のあるところ、腐食性有害ガス、ほこり等の雰囲気中では使用しないで
ください。不完全燃焼、機器故障の原因になることがあります。

・点火操作をするとき、バーナ付近に顔を近づけ過ぎないようご注意ください。炎や熱でやけど
をすることがあります。

・使用中に排気口や蒸気吹き出し口付近に顔や手を近づけないでください。やけどをすることが
あります。

・器具本体を設置する場合、本体の下に新聞紙・木材等の可燃物を敷かないようにしてください。
火災の原因になることがあります。

・点検、お手入れの際は必ずガスの元栓を閉じ（電源プラグを抜き）、機器が冷えてから行ってく
ださい。

・バーナなどの主要部分も、長期間使用の間には腐食や劣化により、性能の低下や故障・事故の原
因になることがあります。この商品を末永く安全にご使用いただくために、専門業者による定
期点検をお勧めします。（弊社の保守契約をご利用いただくこともできます。）

・この商品を他に売ったり、譲渡される時には、新しく所有者となる方が正しく安全な使い方を知
るために、この取扱説明書を商品本体の目立つところにテープ止めにしてください。

安全上のご注意
 注意

・機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。機器が故障する原因になります。
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用途と市販の補助用具について

私は調理器具です！

特に注意していただきたいこと

ガスの種類を確かめて！

調理以外の用途には使用しないでください。また、

本器具の付属品以外の補助用具は使用しないでく

ださい。異常燃焼・火災などの危険があります。

火をつけたままその場を離れないでください。

終業終了時にはガスの元栓は必ず閉じてくださ

い。

本体（銘板等）に表示してあるガスの種類をお確かめください。ガスの種類が一致しない場合は、お買

い求めの販売代理店または 寄りの弊社営業所・出張所までご連絡ください。　　　　　　　　　

私をひとりにしないで！

使用ガスについて

火災防止について

※日本でガス燃焼器具用として供給されているガスにはＬＰガスの他に１３Ａ，６Ｂ，６Ｃなど１３種類

（１９９７年４月現在）の都市ガスがあります。ガスの種類が一致しない場合は、絶対に使用しないでください。

ＬＰＧ

１３Ａ
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警告ラベルとその貼付位置

貼付位置

警告ラベルがはがれたり、文字が消えたりした場合は、販売店よりラベルコード

Ｎｏ．を指定して購入し、貼り替えてください。

「安全上のご注意」の中で、様々な注意内容を示していますが、製品本体にも警告や注意

ラベル（警告表示・注意表示）を貼り付けています。注意ラベルの内容は実際にご使用に

なるあなた自信の安全を守るためのものですから、必ず守ってください。

ラベルコード No.PC00111

注 意

注 意
ラベルコード No.PC00511
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各部のなまえ
本体

操作パネル

ガス接続口
（１５Ａユニオン）

電源コード
アース線付き

操作パネルカス受け
（引き出し式）

メイン
電源スイッチ

釜（別売り）

フタ

ゴトク

モード及びアップボタン

連続及びダウンボタン

電源ボタン

エラーランプ
（エラー時に点灯します）

強火ランプ

弱火ランプ

追炊きランプ

表示エリア
（時間やエラー番号
　が表示されます）

スタート／ストップ
ボタン

設定ボタン
（時間設定や設定時
　間の確認時に使
　用します）
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付属品及び別売品

各部のなまえ

φ121 ±5

φ121 ±5

4
5

±
5

4
0

(内寸)φ126

適合釜寸法
＜別売り＞
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ご使用方法
テストモード

※運転を始める前にテストモードにてバーナーの着火テストをしてください。（湿気等による不着火防止）

①本体の型式銘板にあるガス種を確認して、正
しくガス配管を接続してください。

　その後、バルブを開けてください。
②本体のプラグをコンセントに差し込んでくだ

さい。

※初めてお使いになるとき
　十分に清掃してありますが、念のためにも
　う一度きれいに清掃してください。
　包装用テープなどは、すべて取り除いてく
　ださい。

③本体のメイン電源スイッチを「入」にしてく
ださい。

※各操作パネルの電源が「入」になります。

④ モードボタンを押してください。正常な

状態ですと、表示部に「 」の表示が

され、約１０秒間燃焼したあと自動的に消火

します。

※ モードボタンを押しても燃焼しなかった

場合は、さらに数回 モードボタンを押し

てください。それでも正常な動作をしないし

ない場合は、ガスの元栓を閉じ、メイン電源

スイッチ切り、プラグを抜いて販売店、また

はお近くの弊社営業所までご連絡ください。

⑤テストモードが終わると「 」が表示

されテスト終了です。

メイン電源
スイッチ

開
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調理時間の設定（変更）方法

①本体のメイン電源スイッチを「入」にしま
す。

メイン電源
スイッチ

②表示エリアに調理の合計時間が表示されま
す。

表示エリア

③合計時間が表示されているときに、 設定

ボタンを２秒以上長押しします。

　強火ランプが点灯し、強火の調理時間が点滅

して時間の設定、変更が可能な状態になりま

す。

④ アップボタン・ ダウンボタンで、

調理時間を設定します。

　調理の設定範囲時間は各０～３０分で、

　１０秒単位で設定できます。

※設定は順番に強火→弱火→追炊きとできます。

　設定変更がない項目は、設定ボタンを押して

次の設定へ移動してください。

⑤各モードの設定が終わりましたら、 設定

ボタンを２秒以上長押ししてください。

　調理時間の合計が表示され、設定が完了しま

した。

２秒以上

長押し！

※各設定時間を工場出荷時にもどすには、 設定ボタンを２秒以上長押して設定中にし、

スタート／ストップボタンを押しながら、 電源ボタンを押してください。

ご使用方法

※調理の初期設定時間：強火・３分／弱火８分３０秒／追い炊き３０秒　合計１３分

【参考調理例】

　　　１．強火・・・・４分　　１釜あたり　米　１８０ｃｃ　　合計１３分
　　　２．弱火・・・・８分　　　　　　　　水　１８０ｃｃ
　　　３．追い炊き・・１分　　　　　　　　具　適量
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ご使用方法
運転操作

※具材や米の種類によって設定を変更したい場合は、本書Ｐ９に調理の設定（変更）方法

　がありますのでそれを参照してください。

③各五徳の上に米や具、だし汁等を入れた釜（釜

は別売り）を載せます。

④ スタート／ストップボタンを押すと、

バーナーに点火、燃焼して調理を開始します。

　調理時間のカウントダウンが始まります。

　強火→弱火→追炊きと、設定した燃焼時間が

経過するごとにランプが点灯し調理していき

ます。

⑤設定した時間になりますと、断続した（ピー

ピーピー･･･）ブザーが鳴り操作パネルに「

」の文字が表示されます。

⑥ スタート／ストップボタンを押すと

ブザーが停止して調理終了となります。

　※余熱で焦げが強くなりますので終了後は長

時間ゴトクに載せておかないでください。

①本体の主電源のスイッチを押して「入」に
します。

メイン電源
スイッチ

②各表示エリアに調理の合計時間が表示され
ます。

表示エリア

ピ ー ピ ー
ピー･･･
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終了作業

※安全のため、作業の終了時には必ず行ってください。

①メイン電源スイッチを「入」にします。

② 連続ボタンを押します。

　バーナーが点火し、強火で連続運転を開始します。（火力の調整はできません。）

③調理を終了するときは スタート／ストップボタンを押してください。

④終了作業をしてください。 

コンロとしての使用方法

※本機はガスコンロとしても使用することができます。

①各操作パネルの電源を「切」にしてくださ
い。

②メイン電源スイッチを「切」にしてくださ
い。

③すべてのバーナが消火していることを確認
した上で、ガスの元栓を閉じてください。

ご使用方法

閉
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異常過熱防止装置

立消え安全装置

安全装置について

本体内部の温度が異常に上昇したりすると安全装置が作動し自動的にガスを遮断し、バー

ナへのガスの供給を停止し、バーナの火を消して事故を防止します。

過熱防止装置を解除（復帰）しないとガスは供給されず、再び点火することはできません。

正常な温度まで下がれば自動的に過熱防止装置が解除されますので、電源を切ってしば

らくお待ちください。

万一、何らかの原因でバーナの炎が消えた場合、ガスを自動的に遮断し、生ガスの放出

を防止する安全装置です。本器の立消え安全装置は、フレームロッド式です。

立消え安全装置が度々作動する場合、設置環境や機器の故障など何らかの異常が

考えられます。この場合は、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

異常過熱防止装置が作動した場合は、お買い求めの販売店または弊社までご連絡

ください。原因究明と再発防止のため専門員にお知らせください。
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元栓を閉じる
点検やお手入れの前には必ずガスの元栓

が閉じていることをお確かめください。

器具が冷えてから
使用直後は高温になっています。お手入

れや点検は器具が冷えてから行ってくだ

さい。

布で拭き取る
本体外装等は、水または中性洗剤に浸し

た布で拭き取ってください。ベンジン・

シンナー等で拭くと変質、塗装のはがれ

の原因になります。化学ぞうきんをご使

用の際は、その注意書に従ってください。

水をかけないで！
直接水をかけての掃除はお止めください。

故障の原因となります。

点検とお手入れ
お手入れの前に

お手入れ

閉

中性洗剤
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故障かな？
エラー表示について

本体にトラブルが発生しますとエラーランプが点灯し表

示部にエラー表示を行います。メイン電源スイッチ関係が

故障しない限り、各釜ごとに制御が分かれていますのでエ

ラーの場所だけ電源を「切」にしてお買い求めの販売代理店、

または 寄りの弊社営業所、出張所までご連絡ください。

エラー表示 エラー内容 原　　　因 処 置 方 法

Ｅ０１ ロムエラー 基板異常 基板を交換

Ｅ１１ 疑似火炎検出
燃焼出力を出していないのに

フレームを感知しているとき

ガス電磁弁確認

フレーム電流値確認

Ｅ１２ 不着火エラー
再着火を行っても

着火出来ないとき

イグナイターフレーム

確認

Ｅ１３ 立ち消えエラー 燃焼中に失火したとき フレーム電流確認
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保証とサービス
本品には保証書がついています。

保守契約のおすすめ

保証期間後は、便利でお得な保守契約への加入をおすすめいたします。これは、定期的

に点検整備を行い、常に安定した性能を維持して安心して使用していただくための制度で

す。モーターやセンサー等の主要部品も長期間使用の間には、性能の低下や故障・事故の

原因になることもあります。この商品を末永く安全にご使用いただくためにも弊社の保守

契約をご利用いただくことをおすすめいたします。

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。年１回程度、お買いあげの量

販店、または当社の営業所にご相談ください。点検依頼をされることをおすすめします。

項　　　目 内　　　　　容

消耗しやすい部品の点検、交換 操作パネル（５年）

重要部品の点検・整備 ガス電磁弁、リードバーナー

清掃・整備 天板、本体外装、カス受け

機能部品の点検・確認
温度過昇防止装置、電気配線、電源コードの亀裂、デジタル表示部
キースイッチ

１）保証書は必ずお受け取りの上、よくお読みになり大切に保管してください。

２）保証期間中、正常な使用状況で万一故障が起きた場合は、保証書記載内容にもとづい
て無償修理いたします。

３）修理／サービスについては、 寄りの販売会社へ依頼してください。

４）転居などで修理／サービスの依頼先が不明の場合は、裏表紙に記載の販売会社へ相談
してください。

５）お客様ご自身で製品を改造された場合は、製品の保証をいたしかねます。

定期点検のおすすめ（１年に１回）

・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、６年です。

・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。

　尚、製品に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更すこことがあります。

補修用性能部品の保有期間
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設置工事説明編
　　工事をされる方へのお願い
この器具をお客様に安全にご使用いただくために、この「設置工事説明編」

をよくお読みの上、正しく設置してください。また、将来お客様が移設され

る場合がありますので、設置工事完了後はこの「設置工事説明編」を含めた

取扱説明書を必ずお客様に渡し、保存するようお伝えください。

・設置工事は、専門業者に依頼してください。お客様ご自身で工事をされ、不備が

あると機器の故障や感電、火災などの事故の原因になることがあります。

・設置工事は、「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」、「電気設備に関する技

術基準」および取扱説明書（設置工事説明書）に従って、正しく安全に設置してく

ださい。

 警告
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据付け上のお願い
据付け場所について

床が水平で丈夫なところに！

丈夫でできるだけ水平な床の上に設置してください。設置後本体が不安定または水平でない場合、作業台等

の調節脚で調節してください。

換気の良い所に！ 近くに可燃物のないところに！

風通しが悪くホコリが多い場所をさけ、換気（吸

気・排気）が十分できるところに設置してください。

また、強い風の吹き込む所には設置しないでくだ

さい。

ガソリン、ベンジンを扱うような場所や、カーテ

ン等のそばには設置しないでください。また、棚

の下など落下物の危険がある場所には設置しない

でください。

シンナー

ベ
ン
ジ
ン
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設置工事・配管接続について

燃焼機器を設置する場所には、建築基準法や火災予防条例に定める防火処置を施す必要があります。施工に

あたって（※１）「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」を参考にしてください。ガス・水道配管接続は、

各供給業者、またはその事業者の指定する工事業者へ依頼してください。

設置方法

専用の元栓 地震対策

本器具には専用の元栓をつけてください。

※１　発行者　財団法人日本ガス機器検査協会（東京都港区芝５丁目２９番地１９号）

※２　設置する場所や地域によっては、火災予防条例等で耐震金具での固定を義務づけている場合がありま

　　　す。この場合は条例に従って正しく設置してください。
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設置位置

※１　ここでの可燃物とは、建築基準法でいう不燃材料以外のもの（可燃材料、難燃材料、準不燃材料）をいいます。

　　　また不燃材料であっても防火構造として有効な仕上げをしていない場合は、可燃物と同等の離隔距離が必要

　　　となる場合があります。

※２　地域の火災予防条例により、離隔距離などが異なることがあります。その場合は条例に従ってください。

可燃物からの離隔距離について

周囲に可
＊１

燃物（木製の壁、棚）などのある場合、本体側面は２０㎝以上、後面は１５㎝以
＊２

上 可燃物から離

してください。

排気フードとの位置関係

火源（または排気口）から排気フード下端までの距離は、１００㎝以下としてください。排気フードの大き

さは、火源の周囲（排気フード下端までの高さの１／２以内の水平距離にある部分）を覆うことができるも

のとしてください。

可
燃
物

20cm以上 15cm以上

可
燃
物

排気フード

(H/2)cm以上(H/2)cm以上

排気フード
H=100cm以下
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電気工事
電源接続

アースについて

●使用するコンセントは、本機専用を単独で使用してください。

　分岐コンセント・タコ足配線は、異常発熱して発火する原因と

　なります。

●電気工事は電気設備基準に準じて行ってください。

●コンセントに電源プラグを差は込んだときグラグラしていると、電源プラグが発熱して危険です。

●電源コードを無理に引張ったり、たばねたり、また重いものを載せたり、はさみ込んだりしない

　でください。

●電源プラグは根本まで、しっかりと差し込んでください。

●電源は本機専用のコンセント（アース端子付）に差し込んでお使いください。

タコ足配線禁止

●電源コードの長さは２ｍです。電源コードが届く位置に本機専用のコンセントを設けて

　ください。

●テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、テレビやラジオから３ｍ以上離してく

　ださい。

●コンセントにアース端子がない場合は、アース工事をしてください。

●アース工事は有資格者が行うか、電気店または電気工事店にご相談ください。

●アースを確実に取り付けてください。

　故障・漏電のとき、感電する恐れがあります。また、基板が誤動作する恐れがあります。

●アース工事は、電気工事士の有資格者が、Ｄ種接地工事を行ってください。

　誤った工事をすると、感電する恐れがあります。

●次の場合は、接地工事 ( 接地抵抗 100 Ω以下 ) をするよう法律で義務付けられています。

 警告

 警告

 警告
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外形図
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仕様

付属品

品　　　　　　　　名 自動釜飯炊飯器

型　　　　　　　　式 ＴＧＫＲ－６ ＴＧＫＲ－１０

外形寸法

幅 ６５０ １０００

奥行き ６００ ６００

高さ ４５０ ４５０

使　　用　　釜　　数 ６個 １０個

製　　品　　重　　量 ５７ｋｇ ７８ｋｇ

総合ガス

消費量

都市ガス 11.6kW(10,000kcal) 19.8kW(17,000kcal)

ＬＰガス 11.6kW(0.83kg/h) 19.8kW(1.42kg/h)

ガ 　ス　接　続　 口 １５Ａユニオン

電　　源　　電　　圧 単相１００Ｖ

電 　源　コ　ー　 ド アース線付き２芯キャブタイヤコード　　　　　プラグ付２ｍ

消　　費　　電　　力 １１０Ｗ １７０Ｗ

点　　火　　方　　式 連続放電点火（ダイレクト点火方式）

安　　全　　装　　置

フレームロッド式燃焼安全装置

庫内異常過熱防止装置（自動復帰方式）

本　　体　　外　　装 ＳＵＳ４３０　Ｎｏ．４

フタ（専用オモリ付き） ６個 １０個

ゴトク ６個 １０個

取扱説明書（本書） １

保証書 １
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お問い合わせ先
（お客様メモ欄）

製品のご使用方法に関するお問い合わせは

上記の販売店または弊社営業所、出張所にお問い合わせください

故障・保守サービスのお問い合わせは

　　　　　　　メ　モ

　販売店：

　ＴＥＬ：

　担　当：

弊社製品についての消耗品のご

注文やアフターサービスは、お買

い求めの販売店または 寄りの

弊社営業所、出張所にお問い合わ

せください。

※移設の際は、お買い求めの販

売店または 寄りの弊社営業

所、出張所にご相談ください。

移設先のガスや電源の種類が

異なる場合、そのままでは使

用できないだけでなく、事故

や故障の原因になる場合があ

ります。

※説明の便宜上、イラストや画像等は、実際の製品と異なる場合があります。

初版発行　2004 年 02 月 01日

改訂発行　          年      月      日
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