
しゃもじ置き付き炊飯器・３合
型番 MJ-RC3A
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裏表紙
日本国内専用
Use only in Japan

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ
●正しくお使いください。
●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに
●大切に保管してください。
●この商品が使用できるのは日本国内のみで、
●国外では使用できません。
●This appliance is designed for domestic use
●in Japan only and cannot be used in any other
●country.
※業務用として使用しないでください。

保証書付







本体を動かしたり持ち運ぶと
きはフックボタンに触れない

炊飯中は本体を動かしたり、持ち運ばない
● 炊飯中はふたを開けたり、本体を動かしたり、
持ち運びはしないでください。蒸気でやけどを
することがあります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたり
したときは、使用を中止し、お買いあげの販売店へ
修理・点検を依頼してください。

次のような場所で使わない
● 壁や家具の近く
 キッチン用収納棚等に置くときは、蒸気が
こもらないようにしてください。スライド式
テーブルでは、天面に蒸気が当たらないよ
うに引き出してお使いください。
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、
変形の原因となります。

● アルミシートや電気カーペットの上
アルミ材が発熱し、発熱、発火の原因となります。



※取付位置がずれていると外ぶたがうまく閉まらなかったり、うまく
炊けないことがあります。蒸気パイプは外ぶたの蒸気パイプ取付穴
位置に確実に合わせてください。

※取付位置を確認してください。

蒸気パイプ蒸気パイプ 蒸気パイプ取付穴蒸気パイプ取付穴

合わせる合わせる





または　 のいずれかを2秒以上長押しする

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などの影響により、初めてお使いになる
際に多少ずれていることがあります。　また、ご使用中にも多少ずれることがあります。
次の手順で合わせ直してください。　
※炊飯中、保温中、予約中のときは、合わせ直しができません。
　ランプが点灯しているときは 保温／切ボタン を押し、すべての動作を取り消してください。
※現在時刻がすれていると予約炊飯がうまくできませんので正しく合わせてください。

※現在時刻が点滅して、時計合わせになります。
※「ピッ」と鳴ったら指を離す。



温度センサー

炊飯ヒーター

カチッ

＊お米の洗いかたについては、11ページの「おいしくごはんを炊くために」を
　ご覧ください。

●メニューに合った水位目盛を選び、
　炊く量に合わせて水かげんします。

● 内釜は傾きがないように下まで入れます。矢印（      ）のように
  2～3回動かして、炊飯ヒーターに密着させてください。また、
  お米がかたよらないように水平にならしてください。

● 内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した米つぶや
　水滴は、必ずふきとってください。水滴がついていると、
  炊飯中に異音がでることがあります。

●外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
●内ぶたと内釜、外ぶたパッキンと内釜の間に米つぶなど異物
  をはさまないでください。
　※異物がはさまった状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、
     蒸気がもれることがあります。

＊蒸気パイプと蒸気パイプ取付穴を合わせてください。（　　 4ページ） 蒸気パイプ



※炊飯中に「カチカチ」音がすることがありますが、マイコンが電力を調整している音で故障ではありません。
（高速は11分前から、おかゆは5分前から表示します。）

保温経過時間は24時間まで表示しますが、
保温経過時間が24時間を超えると、表示部は現在時刻表示にもどり、
保温を終ります。

保温経過時間が12時間を超えると、保温切替ボタン を押しても、
切り替えはできません。「保温」を続けます。





具や調味料を入れるとき
＊最大炊飯量は、炊きこみごはん、おこわとも2カップまでです。
● 洗米後、お米を水に約30分程度浸しておきます。
● 浸水後、お米をザルに上げて水気を切ります。（ザル上げ後、放置しない）
● 調味料を加えてから水位合わせをし、底から良くかき混ぜます。
● お米の上に具をリング状にのせてください。
● すぐに炊飯をします。（時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません）
● 具は …… 小さめに切ります。
   米1カップ当たり70ｇまで。
   お米に混ぜない。（リング状にのせる）

● 保温・予約炊飯はしないでください。（変色・内釜腐食・腐敗の原因になります。）
● 市販のレシピの材料配合で炊いたり、水以外のもの（トマトジュースなど）で炊いた場合は、
 うまく炊けないことがあります。
● 調味料が入ると、ごはんが焦げやすくなります。
● 炊きこみごはんやおこわを炊いたあとはニオイが残りますので、内釜、内ぶたをていねいに
 洗ってください。

1時間20分未満



約29～42分

約47～60分 約45～51分 約63～67分

たっぷりの水で洗米したあと、
水面より下の洗米チェック目盛
（白い部分）が1目盛見えたら
すすぎ完了です。
※水がにごっていると洗米チェッ
ク目盛が見にくくなります。

この白い目盛が1目盛見えたら
すすぎ完了

水面

0.18～0.54L
（1～3カップ）





208mm 254mm 186mm 1.0m2.4kg

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。お確かめいただいてもわからないときは、「お客様ご相談窓口」（14ページ）にご相談ください。

これは樹脂成形時に発生する線状や波上の跡です。使用上の品質に支障はありません。

液晶の表示部がくもる

9・10ページ

7・8ページ

内釜がぬれていませんか？ 内釜の底面や外側についている水滴やパッキンや内釜の
ふちについたごはんつぶなどをきれいにふきとってください。
結露は本体内部と使用場所の温度差により起こることがあります。故障ではありません。
しばらくご使用いただいても結露が続くときは「お客様ご相談窓口」にご相談ください。



<ジャスト株式会社>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを
目的として用います。なお、この目的のために株式会社 良品計画やジャスト株式会社および関係会社で上記個人情報を
利用することがあります。

このしゃもじ置き付き炊飯器・３合の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。



修理メモ

保証書貼付用レシート貼付欄

販  売  元

株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　　　　　　0120-14-6404
　　　　　　　平日　　　10：00～21：00
　　　　　　　土・日・祝　10：00～18：00

無料修理規定
この保証書は、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。
お買いあげの日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使
用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますの
で、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

2．保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となることがあります。
3．ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
4．ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、
     「お客様ご相談窓口」（14ページ）をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
5．本書は日本国内においてのみ有効です。　Effective  only  in  Japan.
6．本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

レシートが未貼り付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、お買いあげ日シール（店舗印）の同梱はございません。
お買いあげ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

●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）、及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等についてご不明の場合は、
お買いあげの販売店または「お客様ご相談窓口」（14ページ）にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、14ページの「アフターサー
ビスについて」の項をご覧ください。　

1．保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
イ．使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ．お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
ハ．火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による
　　故障または損傷。
ニ．業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
ホ．本書の提示がない場合。
ヘ．本書にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
ト．消耗品の交換。

〒174-0042 東京都板橋区東坂下2-13-15

ジャスト株式会社 
輸入元 

持込修理無印良品  しゃもじ置き付き炊飯器・３合  保証書
型番

お客様

保証期間 本体は1年間

ふりがな
お名前

ご住所

電話

様

お買いあげ日

　　　 年　　 月　　 日より

MJ-RC3A この保証書は、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。
お買いあげの日から左記保証期間中に、取扱説
明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正
常な使用状態で故障した場合には、本書記載内
容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理
いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示
のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。
お客様お名前、ご住所、お買いあげ日の記入、お
よび保証書貼付用レシートのない場合は無効と
なりますから必ずご確認ください。
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保
証期間内のサービス活動及びその後の安全点検
活動のために記載内容を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。ただし消耗品は除く
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