保証書
この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこ
とをお約束するものです。

ガス赤外線下火式
グリラー
業務用

形式の呼び RGA-404B・RGA-406B
RGA-408B・RGA-410B
RGA-404C・RGA-406C
RGA-408C・RGA-410C

記

取扱説明書

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
ただし、消耗部品は、保証の対象ではありません。
2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、別添の「連絡先」
一覧表をご覧の上、当社事業所にご連絡ください。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
5. 無料修理についての規定は下記をご覧ください。

もくじ

無料修理規定
1． 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な
使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または
もよりの弊社窓口が無料修理いたします。
2． 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上
げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示
ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張
修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3． 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および
損傷。
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障お
よび損傷。
（ハ）火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異
常電圧による故障および損傷。
（ニ）車両・船舶への搭載で使用された場合の故障および損傷。
（ホ）本書の提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合あ
るいは字句を書き替えられた場合。
（ト）指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および
損傷。
（チ）ご転居などによる熱量変更に伴なう改造・調整の場合。

4．
本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無
料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外
の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。保証期間経過後の修理などについてご
不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」
一覧表をご覧の上、当社事業所にお問い合せください。
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このたびは、ガス赤外線下火式グリラーをお買い
上げいただきましてありがとうございます。
●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みい
ただき、安全に正しくお使いください。
●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっていま
す。内容をよくご確認のうえ、大切に保管して
ください。
●本製品は業務用として作られています。一般家
庭用には使用しないでください。
●使用者が代わった場合には、必ずこの取扱説明
書を読んでいただき、かつ指導してください｡
●本製品は国内専用です。海外では使用できませ
ん。
●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販
売店または当社事業所に連絡して再購入してく
ださい。
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仕 様 ………………………………… 14
長期間使用しない場合 ……………… 15
アフターサービス …………………… 15
保証書 (裏表紙）

１ 安全上のご注意

必ずお守りください

MEMO

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。
表

示

意

味

危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火

注意

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や物的損害のみの

の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

災の可能性が想定される内容を示しています。

発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる傷害、物的傷害とはそれぞれ次のようなものをいいます。
傷
害
物的傷害

：
：

治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などをさします。
家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示について次のような意味があります。

一般的な危険
警告
注意

火災注意

一般的な禁止

分解禁止

火気禁止

必ず行うこと

触れるな

危険
■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、 ■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する
電気器具のスイッチの「入・切 」禁止、電源プラ ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
グの抜き差し禁止、周辺の電話を使用しない。 ②窓や戸を開けガスを外に出す。
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

③もよりのガス事業者(供給業者)へ連絡する。

火気禁止

−1−
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警告

MEMO
●使用ガスについてのご注意

使用する機器が使用するガス (使用ガスグループ) に適合
していることを銘板で確認してください。
表示以外のガスでは使用しないでください。不完全燃焼に
より、一酸化炭素中毒になったり爆発着火でやけどしたり
することがあります。また故障の原因にもなります。
転居または移設されたときにも、使用ガスの種類が銘板の
表示と一致していることを必ず確かめてください。

〈表示の内容〉
形式の呼び

ガスの種類
を確かめる

ガスの種類およびグループ
ガス消費量
製造年月 および製造番号 YS
販売業者名
例）00.08（2000年8月製造）

●設置について

●可燃物との離隔距離および防火措置
周囲の壁などが木材のような可燃物の場合は、
壁から側面は20㎝以上、背面は15㎝以上、上方
は100㎝以上、 必ず離してください。
RGA-408B、RGA-410B、 RGA-408C、
RGA-410Cは必ず上方に排気フード付排気
筒が必要です。

可燃物の壁から側面20㎝以上、背面15㎝以上、
上方100㎝以上離せない場合、防熱板を取り付
けてください。

※防熱板について
材質

鋼板
ステンレス

鋼板

●ガス事故防止
ガス配管工事は専門の資格・技術が必要です。
お買い上げの販売店に依頼してください。
RGA-408B L3(4A,4B,4C)
RGA-408C L3(4A,4B,4C)
RGA-410B,410C

− 17 −
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厚さ

ご

注

意

0.6 ㎜以上 3㎝以上の空間をとり、有害な変形の
0.6 ㎜以上 ないよう補強してください。

安全上のご注意

火災予防条例で定められています。 必ず守ってください。 距離が近いと火災の原因になります。 ま
た可燃性の壁にステンレス鋼板などを直接張り付けた場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
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、周囲を囲ったり、吊り戸棚
をつける等）設置基準上問題となる場合があり､ また不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。

警告
●火をつけたまま離れない

●可燃物の近接禁止

火をつけたまま離れたり、おやすみになることを禁
止します。調理中のものが焦げたり、燃えたりして
火災になる場合があります。

機器の上やまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、
紙袋など）や引火性（スプレー缶など）のものは置
かないでください。焦げたり、燃えたりして火災の
原因になります。

火をつけたまま
離れない

可燃物の
近接禁止

●機器に手を加えない。

●使用中にもち運ばない。

お手入れする部品以外は、絶対に分解したり修理や
改造は行わないでください。ガス漏れや火災の原因
になる恐れがあります。

火がついたまま製品を動かさないでください。転倒
すると火災・やけどの原因になる恐れがあります。

分解禁止

発火注意

●水のかかるところや、他の熱源の近くでは使用しな
いでください。故障の原因になります。

●不安定な場所や可燃物の上に設置しないでください。
火災の原因になります。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使
わないでください。やけどやけがをする恐れがあり
ます。

●点火操作を繰り返すときは周囲にガスがなくなるま
で待ってください。たまったガスに着火し、やけど
の原因になります。

●機器本体内部をお手入れする場合、各部分の突起物
などに注意してください。強く当たった場合は手な
どをけがする場合があります。必ず手袋を着用して
お手入れしてください。

●使用場所の換気口（給気口・排気口）は、常に確保し、
物などでふさがないでください。又、使用中は換気
扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと
一酸化炭素中毒の原因になります。

●使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・
火災などの場合、あわてずに使用を中止し、ガス栓
を閉じてください。

困ったときは

●車両・船舶での使用はしないでください。
使用中に機器が傾いたりし、火災や、やけどの原因
になります。

換気をする

MEMO

使用を
中止する
−3−
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注意
●ガス事故防止（RGA-404B・404C・406B・406C・408BのL3（4A・4B・4C）以外・408CのL3（4A・4B・4C）以外）

長期間使用しない場合
各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、湿気やほこりの少ないところ
へ保管してください。特にガスの通路部分にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アフターサービス

●ゴム管はガス用ゴム管（検査合格又は
J I Sマークの入っているもの）を使用
してください。又、ひびわれしたり、
差し込み口がゆるんでいるとガス中毒
やガス爆発の原因になります。傷んだ
ゴム管は必ず取り替えてください。

●ゴム管は、ゴム管口の赤線まで
差し込みゴム管止めで確実に止
めてください。

●ゴム管の継ぎたし及び
二又分岐はしないでく
ださい。

サービス（点検・修理）を依頼される前に
●12ページの「故障や異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
●確認のうえそれでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げ
の販売店または当社事業所にご連絡ください。
●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
①品名・ガスの種類
④ご住所・建物名・部屋番号・お名前・電話番号・道順
②形式の呼び（銘板表示のもの）
⑤訪問ご希望日
③故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

●使用後は消火を確かめ、お出かけ・おやすみになると
きはガス栓を必ず閉じてください。

●調理以外に使わない。
火災や焼損の原因になります。衣類の乾燥や練炭の
火起こしなどはしない。
衣類などが落下して火災になることがあります。

ガス栓を
閉じる

転居または機器を移設される場合

警告
●転居、移設にともなう、調整・改造の費用は、有料となります。
ただし、ガスの種類によってはできない場合もあります。

●使用中および使用直後は、鉄キュウ・上板・耐熱
ガラス・焼網などは高温になっていますので手で
触れないでください。又、焼面から高温の排気熱
がでますので、顔や手などを近づけないでくださ
い。やけどの恐れがあります。

保証について
●裏表紙が保証書になっています。
●当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定条件のもとに、無料修理
に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。）
●必ず、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。
保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合があります。

アフターサービスなどの連絡先
●お買い上げの販売店またはフリーダイヤルにご連絡ください。
（別添の「連絡先一覧表」を参照してください。）

●水入れ皿の注意
水入れ皿に脂がたまっていると使用中に燃えあがりや
けどや火災の恐れがあります。
使用中は必ず水を入れてお使いください。たまった脂
が飛びちるようになった
ら必ず水を入れ替えて脂
をとり除いてください。

リンナイフリーダイヤル

7 0120-054321
接触禁止

お客様の個人情報の取り扱いについて
●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報をサービス活動
および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または、権限の
行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供
はいたしません。

気をつけていただきたいこと
●この機器は業務用として作られています。一般家庭
用には使用しないでください。

●使用者が代わった場合には、必ずこの取扱説明書を
読んで頂き内容をよく理解してからお使いください。

●使い終わった後は手ぬぐいや新聞紙などで機器を覆うようなことはしないでください。
− 15 −
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安全上のご注意

ガスの種類が異なる地域へ転居または移設される場合は、調整・改造の必要があります。
お買い上げの販売店または転居先のガス会社にご相談ください。

●この機器の付属品あるいは純正部品以外は使用しない
でください。特に焼面を覆ってしまうような大きな鉄
板・陶板類は使用しないでください。不完全燃焼によ
る一酸化炭素中毒や過熱・
異常燃焼による焼損や火
災などの危険があります。

●仕

2 お使いになる前に

■仕

●使用前の準備

様
様

品

使用ガスを確認する

形 式 の 呼 び
形式の呼び

ガスの種類
を確かめる

ガスの種類およびグループ
ガス消費量

例）00.08
（2000年8月製造）

外形寸法（mm）
本 体 質 量（kg）

幅
奥行 高さ
580×580×470
26.5

幅
奥行 高さ
780×580×470

26.9

35.3

幅
奥行 高さ
980×580×470

36.1

45.2

幅
奥行 高さ
1180×580×470

46.2

54.0

55.3

製造年月 および製造番号 YS
販売業者名

LPガス

Φ9.5mmゴム管

Φ9.5mmゴム管

15A
（R1/2）

都市ガス

Φ13mmゴム管

Φ13mmゴム管
〔L3（4A・4B・4C）のみ15A（R1/2）〕

15A
（R1/2）

ガス接続

ガス接続・設置
■ガス栓
●専用のガス栓を設けてください。
●機器を使用する場所にガス栓がない場合、あるいはあっても位置や寸法などが適切でない場合は、ガス栓の新設・
移設、または交換などが必要ですので、お買い上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。

■ガス接続

RGA-408B〔L3
（4A・4B・4C）〕
・RGA-410B
RGA-408C〔L3
（4A・4B・4C）〕
・RGA-410C
の場合はガス接続口径15A（R1/2）
です。

RGA-404B RGA-404C RGA-406B RGA-406C RGA-408B RGA-408C RGA-410B RGA-410C

〈表示の内容〉

機器本体の左側板に張り付けている銘
板に表示しているガスの種類と使用す
るガスが一致しているかまず確かめて
ください。

●RGA-404B・404C
RGA-406B・406C
RGA-408B
〔L3（4A・4B・4C）
以外〕
RGA-408C
〔L3（4A・4B・4C）
以外〕
の場合はゴム管接続です。
●ガス接続口径はLPGφ9.5㎜、都
市ガスφ13㎜のホースエンドにな
っています。

ガ ス 赤 外 線 下 火 式 グリラ ー

名

点

ガス配管工事は専門の資格・技
術が必要です。お買い上げの販
売店に依頼してください。

●ゴム管はガス用ゴム管を使用し、
ビニール管は絶対に使用しないで
ください。（ビニール管は弾力性
がなく熱にも弱いです。）またひび
割れしたり、差し込み口がゆるん
でいるゴム管は必ず取り替えてく
ださい。
●ヒューズコックをご使用の場合は、
ガス種、ガス量に適したヒューズ
コックをお選びください。

属

品

カーテンや燃えやすいものの近くで
は使用しないでください。
使用中に近くのものが燃
えて、火災になることが
あります。

RGA-404B
RGA-404C

RGA-406B
RGA-406C

RGA-408B
RGA-408C

RGA-410B
RGA-410C

荒磯4号

荒磯6号

荒磯8号

荒磯10号

12A

6.50kW

9.83kW

13.1kW

16.4kW

13A

6.98kW

10.5kW

14.0kW

17.4kW

6A

5.93kW

9.30kW

11.6kW

15.5kW

6.40kW

9.65kW

11.6kW

15.5kW

6.05kW

9.19kW

11.6kW

15.1kW

L2
（5A,5AN,5B）

6.16kW

9.30kW

11.6kW

15.1kW

L3
（4A,4B4C）

5.93kW

8.96kW

11.0kW

14.8kW

7.00kW

10.5kW

14.0kW

17.4kW

形式の呼び
使用ガス・
使用ガスグループ

品名

L1
（6B,6C,7C）
5C

LPガス用

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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困ったときは

カーテンやスプレー缶など燃
えやすいものがないところ

●耐久性などの点から湿気の少ないところに設置してください。
●使用場所の換気口（給気口・排気口）は常に確保し、物などでふさがないでください。また、使用中は必ず換気
をしてください。しめきった場所で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒
の危険があります。
−5−

火

耐熱ガラス、焼網、水入れ皿、ガラスお手入れカード

都 市 ガ ス 用

棚の下など落下物の危険のあるとこ
ろでは使用しないでください。機器
の上に落ちたものが燃え
て、火災になることがあ
ります。

点

■ガス消費量（1時間当たりのガス消費量）

設置場所
不安定なところ、風のあたるところ
では使用しないでください。

電

※点火（消火）仕様 RGA-404Bシリーズは1つの点火（消火）操作で2つのバーナーが点火（消火）します。
RGA-404Cシリーズは1つの点火（消火）操作で1つのバーナーが点火（消火）します。

●機器底面四隅のレッグレベリングにて脚ガタを機器が水平になるように調節してください。

落下物の心配のないところ

圧

式

●ゴム管の継ぎたしおよび二又分
岐は行わないでください。

■脚ガタ調節方法

安定性がよく水平なところ

方

鉄キュウ（3本）、バックガード（1個）、取扱説明書
（1冊）、連絡先一覧表（1枚）
付

●ゴム管はガス用ゴム管を用い、
折れたりねじれたりしないよう、
できるだけ短く
（2ｍ以下で適当
にゆとりを持たせる）また機器
の下を通したり機器に触れたり
しないようにしてお使いくださ
い。
●ゴム管は、ゴム管口の赤線まで
差し込み、ゴム管止めで確実に
止めてください。

火

●寸法図

（単位：㎜）

形

式

A寸法

B寸法

C寸法

ガ ス 接 続

RGA-404B
RGA-404C

580

426

532

LPφ9.5㎜ゴム管
都市ガスφ13㎜ゴム管

RGA-406B
RGA-406C

780

626

732

LPφ9.5㎜ゴム管
都市ガスφ13㎜ゴム管

RGA-408B
RGA-408C

980

826

932

LPGφ9.5㎜ゴム管
都市ガスφ13㎜ゴム管
〔L3（4A・4B・4C）は15A（R1/2）〕

RGA-410B
RGA-410C

1,180

1,026

1,132

15A（R1/2）

可燃物との離隔距離および周囲の防火措置
●火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁に
ステンレス鋼板などを直接張り付けた場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
●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、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつける等）設置
基準上問題となる場合があり、また不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。

●機器上方周囲の壁などが木材のような可燃物の場合
●壁から側面は20㎝以上、背面は15㎝以上、上方は100㎝以上必ず離してください。RGA-408B、RGA-410B、
RGA-408C、RGA-410Cは必ず上方に排気フード付排気筒が必要です。

（本図はRGA-406Bを示す）

●下図のように防熱板を取り付けてください。

※防熱板について
材質

厚さ

ご 注 意

鋼板

.6㎜以上

3㎝以上の空間をとり、有害な変形の
ないよう補強してください。

ステンレス

.6㎜以上
鋼板
※防熱板については、お買い上げの販売店またはガス事業者に
ご相談ください。

（本図はRGA-406Cを示す）
− 13 −
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お使いになる前に

●機器上方周囲が可燃性の壁より側面は20㎝以上、背面は15㎝以上、上方は100㎝以上離せない場合

4 困ったときは

●各部の名称

●故障や異常の見分け方処置方法
警告
使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止、あわてず、ガス栓を閉める。

●

低い

●

●

高い

●

（本図はRGA-406Bを示す）

使用中に消火した・消火しやすい

●

●

異常な音をたてて燃える

ガス管内に空気が残っている

●

炎が安定しない

●

黄炎で燃える

●

爆発的に着火する

ガス栓の開き忘れ・開き不十分

着火︵火移り︶しにくい

赤熱しない

お調べ
いただくこと
（原因）

点火しない・点火しにくい

こんなとき
（現 象）

器具栓つまみの止位置を確認して
からガス栓を全開にする

●

ガスが正常に出るまで十分注意し
ながら点火操作を繰り返す

●

●

●

●

●

●

●

ガス圧が適切でない
部は、安全にお使いいただくための注意ラベルが張ってあります。

部品の装着および調節方法
■各部品のあて紙や包装部材を取り除き、正しく設置してください。
●設置場所の後方壁が可燃性の場合、付属のバック
ガードを必ず取り付けてください。
●バーナーの両端にガラス受けがついていますので、
耐熱ガラスをその上に正しく設置してください。
乗りにくい場合は、各々のガラスを左右交互に入
れ替えて設置してください。

処 置 方 法

●

●

他の機器も同様の場合は点検を依
頼する
ゴム管接続の場合ゴム管の折れ・
曲がりを直す

ゴム管の折れ曲がり・つぶれ

●

●

●

●

ヒューズコックへの差し込み不足

●

●

●

●

●

●

ゴム管接続の場合ゴム管を十分に
差し込む

ゴム管の摩耗劣化

●

●

●

●

●

ゴム管接続の場合ゴム管を交換・
先を切りつめる

点火装置の電極部の汚れ

●

汚れをふきとる、それでも直らな
いときは点検を依頼する

バーナー炎口づまり・空気口づまり

●

●

●

●

●

●

●

つまりを取り除く、それでも直ら
ないときは点検を依頼する

ガラスの取り付け不良

●

●

●

●

●

●

●

正しく取り付ける

点火操作が適切でない

●

点火装置のリード線の接続

●

点検を依頼する

点火装置の故障

●

点検・修理・部品交換を依頼する

機器の銘板と使用ガスの不一致

●

「使用方法（点火）」参照

●

●

●

●

点検・修理を依頼する

以上のことをお調べのうえ、なお異常があるときは、お買い上げの販売店または当社事業所へ連絡してください。
●鉄キュウは鉄キュウ受けに正しくのせてください。
（鉄キュウはピンが鉄キュウ受けの外にくるよう
にのせてください｡）

−7−
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困ったときは

●

■耐熱ガラスを長持ちさせるために
耐熱ガラスは付着した、たれ、調味料に含まれる成分との化学反応で割れたり、白くくもることがあります。ガラス
を長持ちさせるために下記の様な方法でお手入れを心がけてください。
●使用後、布又はスポンジでこびりついた汚れを水又は温水で十分洗い流してください。
●洗剤を使用した場合、洗剤成分が残らないように十分水洗いしてください。(洗剤成分によっては、ガラス割れやく
もりの原因となります）
●耐熱ガラスは、調理の合間に注水しても割れませんので、バーナーの赤熱部に水がかからない様、時々スプレーな
どで放水して汚れを洗い流してください。使用後に機器がさめた状態でスプレーするとバーナーの炎口や空気口づ
まりになる場合がありますので、使用中にスプレーしてください。

はじめてお使いになるとき

3 使用方法

●本体は、きれいな布でふいてください。
●焼網、水入れ皿、鉄キュウは中性洗剤で洗った後、
きれいな布でふきとってください。

●ご使用前の準備と確認
■準備
●器具栓つまみが ｢止｣ の位置にあることを確認してからガス栓を ｢全開｣ にしてください。
●水入れ皿に水を水位目安まで入れてください。

■確認
●機器の近くには、紙･プラスチック･油類やスプレー缶など燃えやすいものが置いていないこと。
●ゴム管がひび割れしたり、機器に触れたり、極端に折れ曲がっていないこと。(ゴム管接続の場合)
●送風付暖冷房器具を使用される場合、送風が直接機器に当たらないようにしてください。

●使用方法
●掃除後は正しくセットしてください｡（詳しくは 7ページをお読みください｡）
●耐熱ガラスは、白くくもると焼き加減が弱くなることがあります。上下ハンドルにより焼き面を下げて調整してく
ださい。それでも焼き加減が弱い場合は、耐熱ガラスを交換してください。

●バーナー
●
●

赤熱面（メーンバーナー）にはショックを与えたり、水気がかからないようにしてください。
メーンバーナーの側面にこびりついた汚れは、たわしに中性洗剤を含ませお手入れしてください。

●水入れ皿・焼網・鉄キュウ
中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布で十分水気をとってください。
● 元通り機器本体にセットしてください。
●

はじめて点火するときは、管内に空気が入ってい
て、点火しにくいことがあります。空気が抜ける
まで数回点火操作を繰り返してください。
万一点火しないときは、器具栓つまみを一旦も
とに戻して、あらためて点火の操作をしてくださ
い。あまり早く回すと点火しないことがあります。

●ガス栓を開く際には、機器が接続さ
れていないガス栓を誤って開いたり
気をつけ
ていただき
他の機器のガス栓を操作しないよう
たいこと
十分注意してください。
●点火確認をするときは、顔を近づけ
ないようにしてください。

●RGA-404Bシリーズは1つの点火
（消火）
操作で
2つのバーナーが点火
（消火）
します。
●RGA-404Cシリーズは1つの点火
（消火）
操作で
1つのバーナーが点火
（消火）
します。

●器具栓つまみが「開」
の位置まですこし
もどります。

使用方法

点 火

■消耗部品について
消耗部品は傷んできたら交換してください。 お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R. STYLE
(http://www.rinnai-style.jp/）または、お買い上げの販売店にてお求めください。

●器具栓つまみを押しながらゆっくり左方向へ「カ
チン」というまでいっぱいに回してください。

注意

●耐熱ガラス
耐熱ガラスが破損すると、メーンバーナーの赤熱面に直接焼きじるや焼きカスが落ち焼きムラや損傷、不完全燃焼
の原因になりますので耐熱ガラスをお買い求めください。

●水入れ皿に水を入れずに使用すると水入れ皿に
たまった脂が燃えあがることがあります。水入
れ皿に必ず水を水位目安まで入れてお使いくだ
さい。
●使用中も、水入れ皿に水が入っているか、多量
の脂がたまっていないか、ときどき点検してく
ださい。又、たまった脂が飛び散るようになっ
たら、必ず水を入れ替えて脂を取り除いてくだ
さい。水を入れ替えずに使われますと飛び散っ
た脂に引火することがあります。水を入れ替え
る際、水入れ皿が熱くなっていますので取扱い
に十分注意してください。

●焼網・水入れ皿・鉄キュウ
焼網・水入れ皿・鉄キュウの変形・破損などで、ご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品をお買い求
めください。

●「カチッ」と音がしてパイロットバーナーに点火
します。メーンバーナーに火移りする迄、器具栓
つまみを回したまま数秒そのまま、待ってくださ
い。
●メーンバーナーへの火移りを確かめてから器具栓
つまみから手を離してください。

− 11 −
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●日常の点検とお手入れ

焼網高さ調節方法
●上下ハンドルにより、5段の焼き位置が得られますので、焼物の種類や大きさにより使いわけてください。
焼き面を上げるときは、ストッパーレバーはにぎらず上下ハンドルをそのまま下へ下げて、｢カチッ」と音がする
位置で止めてください。焼き面を下げるときは、ストッパーレバーをにぎって、上下ハンドルを戻してください。

上げる時

お願い

まず確かめてください。①ガス栓が閉まっている。②機器が冷えている。

下げる時

ゆっくり操作してく
ださい。
操作の際は、機器に
手をはさまないよう
に注意してください。

警告
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・
改造は行わないでください。火災・ガス漏れの恐れ
や異常動作してケガをすることがあります。

消

火力調節

火

耐熱ガラス以外の箇所は、
水につけたり、水をかけ
たりしないでください｡
不完全燃焼の恐れがあり
ます。

分解禁止

●器具栓つまみを右へいっぱい（｢止｣の位置まで
確実に）回して消火してください。

●強い火力を必要とする料理には「開」の位置で使
用し、焼き位置を低くして使用してください。

■点検

●調理の火力調節をする場合は、ガスを絞ると輻射
効果が急激に下がりますので、焼物による火力調
節は、器具栓つまみを全開にして、焼き位置を上・
下に調節してお使いください。（ガスを絞ると、
耐熱ガラスに魚の脂などが付着しやすくなり、煙
の発生量も多くなります｡）

●ゴム管はガス用ゴム管（検査合格又はJISマークの入ったもの）を使用し、機器およびガス栓とも赤線まで十分に差
し込んであるか点検してください。 RGA-404B・404C・406B・406C・408BのL3（4A・4B・4C）以外・
408CのL3（4A・4B・4C）以外〕
●ガス接続部からガスが漏れていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
●機器の近くに、紙・プラスチック・スプレー缶・油類などの可燃物を置いていないか点検してください。
●耐熱ガラスが正しくセットされているか点検してください。
●水入れ皿に多量の脂がたまっていないか、ときどき点検してください。又、使用中に脂が飛び散る場合は水を入れ替
えてください。

●ガスを絞らないこと。

●メーンバーナーが消火したことを確認してくださ
い。

■お手入れ（お手入れの際は、けがをしないように手袋などを着用して行ってください｡）
●中性洗剤

使ってはいけないもの

●酸性・アルカリ性の洗剤
●クレンザー（みがき粉）
●アルコール・シンナー・ベンジン
●金属たわし・ナイロンたわし・金属ヘラ

■再点火
●器具栓つまみを左（開の方向）へゆっくりいっぱ
いに回してください。
●消火後すぐに点火するときは、5秒ほど待ってか
ら行ってください。

使い終わった後
●器具栓つまみが「止」の位置にあることを確認し
ガス栓を「全閉」にしてください。

注意

●手ぬぐいや新聞紙などで機器を覆うようなことは
しないでください。

●点火操作をするときは、バーナー付近に顔
を近づけ過ぎないように注意してください。
炎や熱で顔をやけどする恐れがあります。

お願い

●やわらかい布

●スポンジたわし

●お手入れした部品は正しく取りつけられているか確認してください。
●機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めなくなったときは、柔
らかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意く
ださい。はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または当社事業所で新しいラ
ベルを再購入のうえ、張り替えてください。

●機器本体・上板・鉄キュウ受け
乾いた布でよくふいてください。汚れのとれにくいときは中性洗剤を浸した布で汚れを落とした後、洗剤分を十分
にふきとり、最後にからぶきしてください。汚れたままにしておきますと、損傷を早めます。

高温注意
−9−
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使用方法

使って良いもの

●日常の点検とお手入れ

焼網高さ調節方法
●上下ハンドルにより、5段の焼き位置が得られますので、焼物の種類や大きさにより使いわけてください。
焼き面を上げるときは、ストッパーレバーはにぎらず上下ハンドルをそのまま下へ下げて、｢カチッ」と音がする
位置で止めてください。焼き面を下げるときは、ストッパーレバーをにぎって、上下ハンドルを戻してください。

上げる時

お願い

まず確かめてください。①ガス栓が閉まっている。②機器が冷えている。

下げる時

ゆっくり操作してく
ださい。
操作の際は、機器に
手をはさまないよう
に注意してください。

警告
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・
改造は行わないでください。火災・ガス漏れの恐れ
や異常動作してケガをすることがあります。

消

火力調節

火

耐熱ガラス以外の箇所は、
水につけたり、水をかけ
たりしないでください｡
不完全燃焼の恐れがあり
ます。

分解禁止

●器具栓つまみを右へいっぱい（｢止｣の位置まで
確実に）回して消火してください。

●強い火力を必要とする料理には「開」の位置で使
用し、焼き位置を低くして使用してください。

■点検

●調理の火力調節をする場合は、ガスを絞ると輻射
効果が急激に下がりますので、焼物による火力調
節は、器具栓つまみを全開にして、焼き位置を上・
下に調節してお使いください。（ガスを絞ると、
耐熱ガラスに魚の脂などが付着しやすくなり、煙
の発生量も多くなります｡）

●ゴム管はガス用ゴム管（検査合格又はJISマークの入ったもの）を使用し、機器およびガス栓とも赤線まで十分に差
し込んであるか点検してください。 RGA-404B・404C・406B・406C・408BのL3（4A・4B・4C）以外・
408CのL3（4A・4B・4C）以外〕
●ガス接続部からガスが漏れていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
●機器の近くに、紙・プラスチック・スプレー缶・油類などの可燃物を置いていないか点検してください。
●耐熱ガラスが正しくセットされているか点検してください。
●水入れ皿に多量の脂がたまっていないか、ときどき点検してください。又、使用中に脂が飛び散る場合は水を入れ替
えてください。

●ガスを絞らないこと。

●メーンバーナーが消火したことを確認してくださ
い。

■お手入れ（お手入れの際は、けがをしないように手袋などを着用して行ってください｡）
●中性洗剤

使ってはいけないもの

●酸性・アルカリ性の洗剤
●クレンザー（みがき粉）
●アルコール・シンナー・ベンジン
●金属たわし・ナイロンたわし・金属ヘラ

■再点火
●器具栓つまみを左（開の方向）へゆっくりいっぱ
いに回してください。
●消火後すぐに点火するときは、5秒ほど待ってか
ら行ってください。

使い終わった後
●器具栓つまみが「止」の位置にあることを確認し
ガス栓を「全閉」にしてください。

注意

●手ぬぐいや新聞紙などで機器を覆うようなことは
しないでください。

●点火操作をするときは、バーナー付近に顔
を近づけ過ぎないように注意してください。
炎や熱で顔をやけどする恐れがあります。

お願い

●やわらかい布

●スポンジたわし

●お手入れした部品は正しく取りつけられているか確認してください。
●機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めなくなったときは、柔
らかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意く
ださい。はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または当社事業所で新しいラ
ベルを再購入のうえ、張り替えてください。

●機器本体・上板・鉄キュウ受け
乾いた布でよくふいてください。汚れのとれにくいときは中性洗剤を浸した布で汚れを落とした後、洗剤分を十分
にふきとり、最後にからぶきしてください。汚れたままにしておきますと、損傷を早めます。

高温注意
−9−
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使用方法

使って良いもの

■耐熱ガラスを長持ちさせるために
耐熱ガラスは付着した、たれ、調味料に含まれる成分との化学反応で割れたり、白くくもることがあります。ガラス
を長持ちさせるために下記の様な方法でお手入れを心がけてください。
●使用後、布又はスポンジでこびりついた汚れを水又は温水で十分洗い流してください。
●洗剤を使用した場合、洗剤成分が残らないように十分水洗いしてください。(洗剤成分によっては、ガラス割れやく
もりの原因となります）
●耐熱ガラスは、調理の合間に注水しても割れませんので、バーナーの赤熱部に水がかからない様、時々スプレーな
どで放水して汚れを洗い流してください。使用後に機器がさめた状態でスプレーするとバーナーの炎口や空気口づ
まりになる場合がありますので、使用中にスプレーしてください。

はじめてお使いになるとき

3 使用方法

●本体は、きれいな布でふいてください。
●焼網、水入れ皿、鉄キュウは中性洗剤で洗った後、
きれいな布でふきとってください。

●ご使用前の準備と確認
■準備
●器具栓つまみが ｢止｣ の位置にあることを確認してからガス栓を ｢全開｣ にしてください。
●水入れ皿に水を水位目安まで入れてください。

■確認
●機器の近くには、紙･プラスチック･油類やスプレー缶など燃えやすいものが置いていないこと。
●ゴム管がひび割れしたり、機器に触れたり、極端に折れ曲がっていないこと。(ゴム管接続の場合)
●送風付暖冷房器具を使用される場合、送風が直接機器に当たらないようにしてください。

●使用方法
●掃除後は正しくセットしてください｡（詳しくは 7ページをお読みください｡）
●耐熱ガラスは、白くくもると焼き加減が弱くなることがあります。上下ハンドルにより焼き面を下げて調整してく
ださい。それでも焼き加減が弱い場合は、耐熱ガラスを交換してください。

●バーナー
●
●

赤熱面（メーンバーナー）にはショックを与えたり、水気がかからないようにしてください。
メーンバーナーの側面にこびりついた汚れは、たわしに中性洗剤を含ませお手入れしてください。

●水入れ皿・焼網・鉄キュウ
中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布で十分水気をとってください。
● 元通り機器本体にセットしてください。
●

はじめて点火するときは、管内に空気が入ってい
て、点火しにくいことがあります。空気が抜ける
まで数回点火操作を繰り返してください。
万一点火しないときは、器具栓つまみを一旦も
とに戻して、あらためて点火の操作をしてくださ
い。あまり早く回すと点火しないことがあります。

●ガス栓を開く際には、機器が接続さ
れていないガス栓を誤って開いたり
気をつけ
ていただき
他の機器のガス栓を操作しないよう
たいこと
十分注意してください。
●点火確認をするときは、顔を近づけ
ないようにしてください。

●RGA-404Bシリーズは1つの点火
（消火）
操作で
2つのバーナーが点火
（消火）
します。
●RGA-404Cシリーズは1つの点火
（消火）
操作で
1つのバーナーが点火
（消火）
します。

●器具栓つまみが「開」
の位置まですこし
もどります。

使用方法

点 火

■消耗部品について
消耗部品は傷んできたら交換してください。 お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R. STYLE
(http://www.rinnai-style.jp/）または、お買い上げの販売店にてお求めください。

●器具栓つまみを押しながらゆっくり左方向へ「カ
チン」というまでいっぱいに回してください。

注意

●耐熱ガラス
耐熱ガラスが破損すると、メーンバーナーの赤熱面に直接焼きじるや焼きカスが落ち焼きムラや損傷、不完全燃焼
の原因になりますので耐熱ガラスをお買い求めください。

●水入れ皿に水を入れずに使用すると水入れ皿に
たまった脂が燃えあがることがあります。水入
れ皿に必ず水を水位目安まで入れてお使いくだ
さい。
●使用中も、水入れ皿に水が入っているか、多量
の脂がたまっていないか、ときどき点検してく
ださい。又、たまった脂が飛び散るようになっ
たら、必ず水を入れ替えて脂を取り除いてくだ
さい。水を入れ替えずに使われますと飛び散っ
た脂に引火することがあります。水を入れ替え
る際、水入れ皿が熱くなっていますので取扱い
に十分注意してください。

●焼網・水入れ皿・鉄キュウ
焼網・水入れ皿・鉄キュウの変形・破損などで、ご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品をお買い求
めください。

●「カチッ」と音がしてパイロットバーナーに点火
します。メーンバーナーに火移りする迄、器具栓
つまみを回したまま数秒そのまま、待ってくださ
い。
●メーンバーナーへの火移りを確かめてから器具栓
つまみから手を離してください。

− 11 −
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4 困ったときは

●各部の名称

●故障や異常の見分け方処置方法
警告
使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止、あわてず、ガス栓を閉める。

●

低い

●

●

高い

●

（本図はRGA-406Bを示す）

使用中に消火した・消火しやすい

●

●

異常な音をたてて燃える

ガス管内に空気が残っている

●

炎が安定しない

●

黄炎で燃える

●

爆発的に着火する

ガス栓の開き忘れ・開き不十分

着火︵火移り︶しにくい

赤熱しない

お調べ
いただくこと
（原因）

点火しない・点火しにくい

こんなとき
（現 象）

器具栓つまみの止位置を確認して
からガス栓を全開にする

●

ガスが正常に出るまで十分注意し
ながら点火操作を繰り返す

●

●

●

●

●

●

●

ガス圧が適切でない
部は、安全にお使いいただくための注意ラベルが張ってあります。

部品の装着および調節方法
■各部品のあて紙や包装部材を取り除き、正しく設置してください。
●設置場所の後方壁が可燃性の場合、付属のバック
ガードを必ず取り付けてください。
●バーナーの両端にガラス受けがついていますので、
耐熱ガラスをその上に正しく設置してください。
乗りにくい場合は、各々のガラスを左右交互に入
れ替えて設置してください。

処 置 方 法

●

●

他の機器も同様の場合は点検を依
頼する
ゴム管接続の場合ゴム管の折れ・
曲がりを直す

ゴム管の折れ曲がり・つぶれ

●

●

●

●

ヒューズコックへの差し込み不足

●

●

●

●

●

●

ゴム管接続の場合ゴム管を十分に
差し込む

ゴム管の摩耗劣化

●

●

●

●

●

ゴム管接続の場合ゴム管を交換・
先を切りつめる

点火装置の電極部の汚れ

●

汚れをふきとる、それでも直らな
いときは点検を依頼する

バーナー炎口づまり・空気口づまり

●

●

●

●

●

●

●

つまりを取り除く、それでも直ら
ないときは点検を依頼する

ガラスの取り付け不良

●

●

●

●

●

●

●

正しく取り付ける

点火操作が適切でない

●

点火装置のリード線の接続

●

点検を依頼する

点火装置の故障

●

点検・修理・部品交換を依頼する

機器の銘板と使用ガスの不一致

●

「使用方法（点火）」参照

●

●

●

●

点検・修理を依頼する

以上のことをお調べのうえ、なお異常があるときは、お買い上げの販売店または当社事業所へ連絡してください。
●鉄キュウは鉄キュウ受けに正しくのせてください。
（鉄キュウはピンが鉄キュウ受けの外にくるよう
にのせてください｡）

−7−
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困ったときは

●

●寸法図

（単位：㎜）

形

式

A寸法

B寸法

C寸法

ガ ス 接 続

RGA-404B
RGA-404C

580

426

532

LPφ9.5㎜ゴム管
都市ガスφ13㎜ゴム管

RGA-406B
RGA-406C

780

626

732

LPφ9.5㎜ゴム管
都市ガスφ13㎜ゴム管

RGA-408B
RGA-408C

980

826

932

LPGφ9.5㎜ゴム管
都市ガスφ13㎜ゴム管
〔L3（4A・4B・4C）は15A（R1/2）〕

RGA-410B
RGA-410C

1,180

1,026

1,132

15A（R1/2）

可燃物との離隔距離および周囲の防火措置
●火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁に
ステンレス鋼板などを直接張り付けた場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
●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、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつける等）設置
基準上問題となる場合があり、また不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。

●機器上方周囲の壁などが木材のような可燃物の場合
●壁から側面は20㎝以上、背面は15㎝以上、上方は100㎝以上必ず離してください。RGA-408B、RGA-410B、
RGA-408C、RGA-410Cは必ず上方に排気フード付排気筒が必要です。

（本図はRGA-406Bを示す）

●下図のように防熱板を取り付けてください。

※防熱板について
材質

厚さ

ご 注 意

鋼板

.6㎜以上

3㎝以上の空間をとり、有害な変形の
ないよう補強してください。

ステンレス

.6㎜以上
鋼板
※防熱板については、お買い上げの販売店またはガス事業者に
ご相談ください。

（本図はRGA-406Cを示す）
− 13 −
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お使いになる前に

●機器上方周囲が可燃性の壁より側面は20㎝以上、背面は15㎝以上、上方は100㎝以上離せない場合

●仕

2 お使いになる前に

■仕

●使用前の準備

様
様

品

使用ガスを確認する

形 式 の 呼 び
形式の呼び

ガスの種類
を確かめる

ガスの種類およびグループ
ガス消費量

例）00.08
（2000年8月製造）

外形寸法（mm）
本 体 質 量（kg）

幅
奥行 高さ
580×580×470
26.5

幅
奥行 高さ
780×580×470

26.9

35.3

幅
奥行 高さ
980×580×470

36.1

45.2

幅
奥行 高さ
1180×580×470

46.2

54.0

55.3

製造年月 および製造番号 YS
販売業者名

LPガス

Φ9.5mmゴム管

Φ9.5mmゴム管

15A
（R1/2）

都市ガス

Φ13mmゴム管

Φ13mmゴム管
〔L3（4A・4B・4C）のみ15A（R1/2）〕

15A
（R1/2）

ガス接続

ガス接続・設置
■ガス栓
●専用のガス栓を設けてください。
●機器を使用する場所にガス栓がない場合、あるいはあっても位置や寸法などが適切でない場合は、ガス栓の新設・
移設、または交換などが必要ですので、お買い上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。

■ガス接続

RGA-408B〔L3
（4A・4B・4C）〕
・RGA-410B
RGA-408C〔L3
（4A・4B・4C）〕
・RGA-410C
の場合はガス接続口径15A（R1/2）
です。

RGA-404B RGA-404C RGA-406B RGA-406C RGA-408B RGA-408C RGA-410B RGA-410C

〈表示の内容〉

機器本体の左側板に張り付けている銘
板に表示しているガスの種類と使用す
るガスが一致しているかまず確かめて
ください。

●RGA-404B・404C
RGA-406B・406C
RGA-408B
〔L3（4A・4B・4C）
以外〕
RGA-408C
〔L3（4A・4B・4C）
以外〕
の場合はゴム管接続です。
●ガス接続口径はLPGφ9.5㎜、都
市ガスφ13㎜のホースエンドにな
っています。

ガ ス 赤 外 線 下 火 式 グリラ ー

名

点

ガス配管工事は専門の資格・技
術が必要です。お買い上げの販
売店に依頼してください。

●ゴム管はガス用ゴム管を使用し、
ビニール管は絶対に使用しないで
ください。（ビニール管は弾力性
がなく熱にも弱いです。）またひび
割れしたり、差し込み口がゆるん
でいるゴム管は必ず取り替えてく
ださい。
●ヒューズコックをご使用の場合は、
ガス種、ガス量に適したヒューズ
コックをお選びください。

属

品

カーテンや燃えやすいものの近くで
は使用しないでください。
使用中に近くのものが燃
えて、火災になることが
あります。

RGA-404B
RGA-404C

RGA-406B
RGA-406C

RGA-408B
RGA-408C

RGA-410B
RGA-410C

荒磯4号

荒磯6号

荒磯8号

荒磯10号

12A

6.50kW

9.83kW

13.1kW

16.4kW

13A

6.98kW

10.5kW

14.0kW

17.4kW

6A

5.93kW

9.30kW

11.6kW

15.5kW

6.40kW

9.65kW

11.6kW

15.5kW

6.05kW

9.19kW

11.6kW

15.1kW

L2
（5A,5AN,5B）

6.16kW

9.30kW

11.6kW

15.1kW

L3
（4A,4B4C）

5.93kW

8.96kW

11.0kW

14.8kW

7.00kW

10.5kW

14.0kW

17.4kW

形式の呼び
使用ガス・
使用ガスグループ

品名

L1
（6B,6C,7C）
5C

LPガス用

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
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困ったときは

カーテンやスプレー缶など燃
えやすいものがないところ

●耐久性などの点から湿気の少ないところに設置してください。
●使用場所の換気口（給気口・排気口）は常に確保し、物などでふさがないでください。また、使用中は必ず換気
をしてください。しめきった場所で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒
の危険があります。
−5−

火

耐熱ガラス、焼網、水入れ皿、ガラスお手入れカード

都 市 ガ ス 用

棚の下など落下物の危険のあるとこ
ろでは使用しないでください。機器
の上に落ちたものが燃え
て、火災になることがあ
ります。

点

■ガス消費量（1時間当たりのガス消費量）

設置場所
不安定なところ、風のあたるところ
では使用しないでください。

電

※点火（消火）仕様 RGA-404Bシリーズは1つの点火（消火）操作で2つのバーナーが点火（消火）します。
RGA-404Cシリーズは1つの点火（消火）操作で1つのバーナーが点火（消火）します。

●機器底面四隅のレッグレベリングにて脚ガタを機器が水平になるように調節してください。

落下物の心配のないところ

圧

式

●ゴム管の継ぎたしおよび二又分
岐は行わないでください。

■脚ガタ調節方法

安定性がよく水平なところ

方

鉄キュウ（3本）、バックガード（1個）、取扱説明書
（1冊）、連絡先一覧表（1枚）
付

●ゴム管はガス用ゴム管を用い、
折れたりねじれたりしないよう、
できるだけ短く
（2ｍ以下で適当
にゆとりを持たせる）また機器
の下を通したり機器に触れたり
しないようにしてお使いくださ
い。
●ゴム管は、ゴム管口の赤線まで
差し込み、ゴム管止めで確実に
止めてください。

火

注意
●ガス事故防止（RGA-404B・404C・406B・406C・408BのL3（4A・4B・4C）以外・408CのL3（4A・4B・4C）以外）

長期間使用しない場合
各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、湿気やほこりの少ないところ
へ保管してください。特にガスの通路部分にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アフターサービス

●ゴム管はガス用ゴム管（検査合格又は
J I Sマークの入っているもの）を使用
してください。又、ひびわれしたり、
差し込み口がゆるんでいるとガス中毒
やガス爆発の原因になります。傷んだ
ゴム管は必ず取り替えてください。

●ゴム管は、ゴム管口の赤線まで
差し込みゴム管止めで確実に止
めてください。

●ゴム管の継ぎたし及び
二又分岐はしないでく
ださい。

サービス（点検・修理）を依頼される前に
●12ページの「故障や異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
●確認のうえそれでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げ
の販売店または当社事業所にご連絡ください。
●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
①品名・ガスの種類
④ご住所・建物名・部屋番号・お名前・電話番号・道順
②形式の呼び（銘板表示のもの）
⑤訪問ご希望日
③故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

●使用後は消火を確かめ、お出かけ・おやすみになると
きはガス栓を必ず閉じてください。

●調理以外に使わない。
火災や焼損の原因になります。衣類の乾燥や練炭の
火起こしなどはしない。
衣類などが落下して火災になることがあります。

ガス栓を
閉じる

転居または機器を移設される場合

警告
●転居、移設にともなう、調整・改造の費用は、有料となります。
ただし、ガスの種類によってはできない場合もあります。

●使用中および使用直後は、鉄キュウ・上板・耐熱
ガラス・焼網などは高温になっていますので手で
触れないでください。又、焼面から高温の排気熱
がでますので、顔や手などを近づけないでくださ
い。やけどの恐れがあります。

保証について
●裏表紙が保証書になっています。
●当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定条件のもとに、無料修理
に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。）
●必ず、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。
保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合があります。

アフターサービスなどの連絡先
●お買い上げの販売店またはフリーダイヤルにご連絡ください。
（別添の「連絡先一覧表」を参照してください。）

●水入れ皿の注意
水入れ皿に脂がたまっていると使用中に燃えあがりや
けどや火災の恐れがあります。
使用中は必ず水を入れてお使いください。たまった脂
が飛びちるようになった
ら必ず水を入れ替えて脂
をとり除いてください。

リンナイフリーダイヤル

7 0120-054321
接触禁止

お客様の個人情報の取り扱いについて
●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報をサービス活動
および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または、権限の
行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供
はいたしません。

気をつけていただきたいこと
●この機器は業務用として作られています。一般家庭
用には使用しないでください。

●使用者が代わった場合には、必ずこの取扱説明書を
読んで頂き内容をよく理解してからお使いください。

●使い終わった後は手ぬぐいや新聞紙などで機器を覆うようなことはしないでください。
− 15 −
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安全上のご注意

ガスの種類が異なる地域へ転居または移設される場合は、調整・改造の必要があります。
お買い上げの販売店または転居先のガス会社にご相談ください。

●この機器の付属品あるいは純正部品以外は使用しない
でください。特に焼面を覆ってしまうような大きな鉄
板・陶板類は使用しないでください。不完全燃焼によ
る一酸化炭素中毒や過熱・
異常燃焼による焼損や火
災などの危険があります。

警告
●火をつけたまま離れない

●可燃物の近接禁止

火をつけたまま離れたり、おやすみになることを禁
止します。調理中のものが焦げたり、燃えたりして
火災になる場合があります。

機器の上やまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、
紙袋など）や引火性（スプレー缶など）のものは置
かないでください。焦げたり、燃えたりして火災の
原因になります。

火をつけたまま
離れない

可燃物の
近接禁止

●機器に手を加えない。

●使用中にもち運ばない。

お手入れする部品以外は、絶対に分解したり修理や
改造は行わないでください。ガス漏れや火災の原因
になる恐れがあります。

火がついたまま製品を動かさないでください。転倒
すると火災・やけどの原因になる恐れがあります。

分解禁止

発火注意

●水のかかるところや、他の熱源の近くでは使用しな
いでください。故障の原因になります。

●不安定な場所や可燃物の上に設置しないでください。
火災の原因になります。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使
わないでください。やけどやけがをする恐れがあり
ます。

●点火操作を繰り返すときは周囲にガスがなくなるま
で待ってください。たまったガスに着火し、やけど
の原因になります。

●機器本体内部をお手入れする場合、各部分の突起物
などに注意してください。強く当たった場合は手な
どをけがする場合があります。必ず手袋を着用して
お手入れしてください。

●使用場所の換気口（給気口・排気口）は、常に確保し、
物などでふさがないでください。又、使用中は換気
扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと
一酸化炭素中毒の原因になります。

●使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・
火災などの場合、あわてずに使用を中止し、ガス栓
を閉じてください。

困ったときは

●車両・船舶での使用はしないでください。
使用中に機器が傾いたりし、火災や、やけどの原因
になります。

換気をする

MEMO

使用を
中止する
−3−

− 16 −

警告

MEMO
●使用ガスについてのご注意

使用する機器が使用するガス (使用ガスグループ) に適合
していることを銘板で確認してください。
表示以外のガスでは使用しないでください。不完全燃焼に
より、一酸化炭素中毒になったり爆発着火でやけどしたり
することがあります。また故障の原因にもなります。
転居または移設されたときにも、使用ガスの種類が銘板の
表示と一致していることを必ず確かめてください。

〈表示の内容〉
形式の呼び

ガスの種類
を確かめる

ガスの種類およびグループ
ガス消費量
製造年月 および製造番号 YS
販売業者名
例）00.08（2000年8月製造）

●設置について

●可燃物との離隔距離および防火措置
周囲の壁などが木材のような可燃物の場合は、
壁から側面は20㎝以上、背面は15㎝以上、上方
は100㎝以上、 必ず離してください。
RGA-408B、RGA-410B、 RGA-408C、
RGA-410Cは必ず上方に排気フード付排気
筒が必要です。

可燃物の壁から側面20㎝以上、背面15㎝以上、
上方100㎝以上離せない場合、防熱板を取り付
けてください。

※防熱板について
材質

鋼板
ステンレス

鋼板

●ガス事故防止
ガス配管工事は専門の資格・技術が必要です。
お買い上げの販売店に依頼してください。
RGA-408B L3(4A,4B,4C)
RGA-408C L3(4A,4B,4C)
RGA-410B,410C

− 17 −
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厚さ

ご

注

意

0.6 ㎜以上 3㎝以上の空間をとり、有害な変形の
0.6 ㎜以上 ないよう補強してください。

安全上のご注意

火災予防条例で定められています。 必ず守ってください。 距離が近いと火災の原因になります。 ま
た可燃性の壁にステンレス鋼板などを直接張り付けた場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
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、周囲を囲ったり、吊り戸棚
をつける等）設置基準上問題となる場合があり､ また不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。

１ 安全上のご注意

必ずお守りください

MEMO

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。
表

示

意

味

危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火

注意

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や物的損害のみの

の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

災の可能性が想定される内容を示しています。

発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる傷害、物的傷害とはそれぞれ次のようなものをいいます。
傷
害
物的傷害

：
：

治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などをさします。
家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示について次のような意味があります。

一般的な危険
警告
注意

火災注意

一般的な禁止

分解禁止

火気禁止

必ず行うこと

触れるな

危険
■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、 ■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する
電気器具のスイッチの「入・切 」禁止、電源プラ ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
グの抜き差し禁止、周辺の電話を使用しない。 ②窓や戸を開けガスを外に出す。
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

③もよりのガス事業者(供給業者)へ連絡する。

火気禁止

−1−
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保証書
この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこ
とをお約束するものです。

ガス赤外線下火式
グリラー
業務用

形式の呼び RGA-404B・RGA-406B
RGA-408B・RGA-410B
RGA-404C・RGA-406C
RGA-408C・RGA-410C

記

取扱説明書

本

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
ただし、消耗部品は、保証の対象ではありません。
2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、別添の「連絡先」
一覧表をご覧の上、当社事業所にご連絡ください。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
5. 無料修理についての規定は下記をご覧ください。

もくじ

無料修理規定

見

1． 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な
使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または
もよりの弊社窓口が無料修理いたします。
2． 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上
げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示
ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張
修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3． 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および
損傷。
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障お
よび損傷。
（ハ）火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異
常電圧による故障および損傷。
（ニ）車両・船舶への搭載で使用された場合の故障および損傷。
（ホ）本書の提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合あ
るいは字句を書き替えられた場合。
（ト）指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および
損傷。
（チ）ご転居などによる熱量変更に伴なう改造・調整の場合。

4．
本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無
料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外
の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。保証期間経過後の修理などについてご
不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」
一覧表をご覧の上、当社事業所にお問い合せください。

売

住

安全上のご注意 必ずお守りください …1

２ お使いになる前に
使用前の準備 ………………………… 5

３ 使用方法
（本図はRGA-406Cを示す）

ご使用前の準備と確認 ……………… 8
使用方法 ……………………………… 8

ご愛用の皆様へ

月

日
扱者印

販

年

１ 安全上のご注意

各部の名称 …………………………… 7

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日

（本図はRGA-406Bを示す）

店
所

電 話 番 号
お客様へ
この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

株式会社
〒454−0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052（361）8211

TRGA404B-01×08(01)
16.03◎
06000004334090

(工場管理)

このたびは、ガス赤外線下火式グリラーをお買い
上げいただきましてありがとうございます。
●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みい
ただき、安全に正しくお使いください。
●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっていま
す。内容をよくご確認のうえ、大切に保管して
ください。
●本製品は業務用として作られています。一般家
庭用には使用しないでください。
●使用者が代わった場合には、必ずこの取扱説明
書を読んでいただき、かつ指導してください｡
●本製品は国内専用です。海外では使用できませ
ん。
●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販
売店または当社事業所に連絡して再購入してく
ださい。
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