


・このたびは、低温調理器BONIQ(ボニーク）をお買い上げいただき
 誠にありがとうございます

・この取扱説明書を充分に理解してご使用ください

・この取扱説明書はすぐに取り出せるように大切に保管してください

・この取扱説明書で「警告」は、守らないと重傷を負う可能性がある
 ことを示し、「注意」は、軽傷を負うことが想定されるか
 または物理的損害の発生が想定される内容です
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1　製品概要

・BONIQ（ボニーク）は5L ~15Lの水量に対応した低温調理器です

・内部のコイルにより加熱し、サーキュレーターが水を循環させ、
 温度計で水温を一定に管理する事で任意の温度帯での調理を
 簡単に実現する事ができます

・【温度】5℃ ~ 100℃：【時間】1分 ~ 99時間59分まで設定する事が可能です

・タッチパネル式操作で、必要なボタンを点灯・点滅させ操作案内を致します
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2　安全上のご注意

・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ
　正しくお使い下さい

・ここに示した注意表記は、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに
　生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています

警告
この表示の欄は、「死亡または
重傷を負うことが想定される」内容です

注意
この表示の欄は、「軽傷を負うことが
想定されるか、または物理的損害の
発生が想定される」内容です

禁止 してはいけない「禁止」内容のものです

指示 実行していただく「指示」内容のものです

警告
－電源プラグ・電源コードの発火や漏電を防ぐために-

禁止
・電源プラグ・電源コードを傷つけない

加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしない
加重をかけたり、挟み込んだりしない

・ぬれた手で電源プラグの抜き差しや、操作をしない
　

・傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントを使用しない
　

・タコ足配線をしない、延長コードを使用しない
　

指示

・定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

・電源プラグを根元まで差し込む

・電源プラグにほこりが付着している場合は、清掃を行う

-子供の事故を防ぐために-

禁止
・お子様だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで
　使用しない

やけど・感電・ケガの原因になります
また、水が高温になるので、くれぐれもご注意ください

・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに
　必ず電源プラグを持って引き抜く
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安全上のご注意つづき



警告
-本体の故障や事故を防ぐために-

禁止

ステンレスカバーと水流調整キャップのみ食器洗い機に
対応しております（詳細は「お手入れ」の項目にて参照下さい）

・分解したり、本来の用途以外で使用しない
　

・本体上部を水に濡らさない
　　　　　　　　　　
　

指示
・調理には高温対応している密封式ジップ袋を使用する

・不安定な場所で使用しない

安全上のご注意つづき

・熱源（ガス・電気・バーナー、オーブン等）
　　の近くや引火性物質の近くに設置しない
　

本体上部には精密電子機器が内蔵されております
本体上部を水に浸けてしまった場合は、直ちに電源コードを
抜いて電源をお切りください
水没の際は修理が必要になります（水没は保証対象外となります）

対応温度は、各メーカーにご確認下さい

調理鍋、本体、水は使用時高温になります

・熱に弱いテーブルや敷物、台の上で使用しない

調理鍋、製品本体は、水は使用時高温になります
テーブルの上などに置いて使用する時は、
必ず鍋敷きなどをお使い下さい

注意
安全上のご注意つづき

-設置及び使用前のご注意-

禁止
・電源コードを引っ掛ける可能性がある状態で使わない

製品と調理鍋が転倒し、ケガ・やけどの原因になります

・お子様・乳幼児の手の届かないところに設置する

・異常、故障時は、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
異常のまま運転を続けると感電・火災の原因になります
すぐにサービスセンターにご連絡ください

[異常の例]

・異常な音や匂いがする
・煙が出たり、焦げ臭いにおいがする
・触れると電気をビリビリ感じる

・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる

指示

注意

・高温注意

調理用鍋、本体、水は使用時高温になります

使用後は、温度に注意してお片付け下さい
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食品ラップ等は使用しないで下さい



3　各部の名称

コントロールパネル

スクロールダイヤル

ホルダー

ステンレスカバー
(食洗機対応）

水流調整キャップ
(食洗機対応）

MAX(水位上限)

MIN(水位下限)

温度設定ボタン 時間設定ボタン

吸気口

排気口

電源コード

4　操作パネル

スタート/ストップボタン

現在温度表示

設定温度表示/設定時間表示（時：分）

7 8

【正面】 【背面】

MAX

MIN

CURRENT TEMPERATURE

SET



5　操作方法
【下準備】：材料を密封式ジップ袋に入れ中の空気を出す

（例）63.5℃に設定する場合

鍋に水又はお湯を入れる

（水から加熱を始めると、設定温度へ到達するまでに時間が
　かかりますので、40℃程度のお湯から始めることをお勧めします）

STEP1 水又はお湯の入った鍋にBONIQ(ボニーク）をセットする

・ホルダーを鍋の側面に固定する

・電源コードを電源プラグに差し込む

水又はお湯がない場合や、水位下限より少ないとエラー音が鳴ります

ホルダーのつまみがしっかり締まるまで回し固定してください

・水又はお湯の量がMAX(水位上限）～ MIN(水位下限）の間に
 あることを確認

温度をセットする

・鍋の中に食材をゆっくりと入れる

CURRENT TEMPERATURE

SET

・温度設定ボタン　　を押す

設定前は、温度ボタン・時間設定ボタン
スタートボタンは赤く点灯
スクロールボタンは、青く点灯しています

スクロールボタン

赤

青

赤

CURRENT TEMPERATURE

SET

スクロールダイアル
赤く点滅

→青く点滅

スクロールダイヤルを回し63.5℃に
SET

・そのまま5回点滅した後に
　温度設定ボタン・スクロールダイアルが青く点灯 CURRENT TEMPERATURE

SET

スクロールダイアル
青

青

→温度設定完了

現在温度表示

表示されている現在温度の数字がおかしいと
思ったら「華氏」に切り替わっている可能性があります
スタートボタン　　を3秒以上長押しして「摂氏」に
切り替えて下さい

摂氏 →

時間設定をしない場合は、ここでスタートボタン　　　を押してスタート

→この場合、温度設定ボタン・スタートボタンのみ青点灯
（時間設定をしていないので、時間設定ボタンは赤）
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STEP2
操作方法つづき

 点滅中に、そのまま次の操作に移っても設定は完了します



時間をセットする

・時間設定ボタン　　を押す →青く点滅

CURRENT TEMPERATURE

SET

スクロールダイアル
赤く点滅

（例）1時間30分に設定する場合

【時間設定】スクロールボタンを回し「1」に合わせる
→時間設定ボタン　　を押す

→分のところが点滅

【分設定】スクロールダイアルを回し「30」に合わせる

→時間設定完了

・スタートボタン　　　を押してスタート
CURRENT TEMPERATURE

SET

スクロールダイアル
青

青

青

温度設定ボタン・時間設定ボタン
スタートボタン・スクロールダイアル、全て青点灯に
なります

調理完了

・調理中は、設定温度と残り調理時間が交互に表示されます

CURRENT TEMPERATURE

SET

CURRENT TEMPERATURE

SET

設定温度63.5℃ 残り時間5分

・調理時間が終了するとアラームが鳴ります

→スタート/ストップボタン　　　を押してストップさせる

時間設定時にはストップボタンを押すまで、
終了アラームは鳴り続けるので終了時間を考慮して下さい

終了アラームが鳴ってもストップボタンを押すまで、
調理は続きます

調理終了後は、大変熱くなっているので、ご注意ください

・充分に冷めてから、BONIQ(ボニーク）を鍋から外し
（この時、ステンレスカバー部内に少量のお湯が入っていますので
充分にご注意ください）
電源プラグを抜き、本体に付いた水分を拭き取ってから保管して下さい

11 12

注意

STEP3 STEP4

・そのまま5回点滅した後に
　時間設定ボタン・スクロールボタンが青く点灯

操作方法つづき 操作方法つづき

 点滅中に、そのまま次の操作に移っても設定は完了します



6　お手入れ
長くお使いいただくために、定期的にステンレスカバー内部を掃除して下さい

【ステンレスカバーの外し方】

［１］ 本体からホルダーを外し、水流調整キャップを右に回して取り外す
［２］ ステンレスカバーを右に回し、プロペラに気をつけながらステンレスカバーを取り外す

［３］ 中性洗剤を付けたスポンジ等で洗う
  　 加熱コイルの隙間にゴミが挟まっていたらブラシを使って綺麗にして下さい

［４］ プロペラをステンレスカバーで引っ掛けないように注意しながら、 
　　「ステンレスカバーのMAX表記上にあるへこみ」を
　　「本体左側にあるガイド溝」へ 
　　合わせながらはめ込み、「左」へ回してください

水流調整キャップ

ステンレスカバー

プロペラ

加熱コイル

水位計 温度計

空焚き防止センサー

本体上部には、水をかけないように注意してください

本体上部

注意
※ ステンレスカバーの滑りが悪い場合は、 ガイド溝部分にやわらかい布で
　 食用油等を軽く塗って下さい 
    ステンレスカバーが動きやすくなります

［５］ 水流調整プラスチックカバーを取り付け左に回し、ホルダーを取り付ける

へこみ

ガイド溝

サーキュレーター

へこみとガイド溝はそれぞれ
4ヶ所あります

お手入れつづき
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左へ回す

右へ回す



15

7　こんな時は
【温度表示がおかしい】
華氏(℉）表示になっている可能性があります。
スタートボタンを３秒以上長押しして摂氏(℃）表示へ戻してください

【音がする】
使用時は通常モーター、プロペラ、冷却ファンの音がします

【異音がする】
　・ステンレスカバーが正しく取り付けられていない
　→カバーが垂直になる様に再度取り付け直してください

　・プロペラシャフトが曲がっている
　→水流調整キャップを外し、プロペラの位置を中央に調節してください

　・水量が足らない
　→ステンレスカバーのMIN（水位下限）よりも上に水位があることを
　　確認ください

【食材が破損する】
ポンプの水流によって卵が割れたり、魚の身が傷むことがあるので、
ポンプの水流の出口を調理用鍋の側面へ向けてください

【本体が作動しない】
電源とプロペラを確認してください

【低水位警報アラーム】
スタート直後にアラームが鳴る場合は水位がMINよりも下にありますので
水を足してください
水位下限ギリギリの場合は、循環時に発生する波により
水面が上下して鳴る場合もあります

【本製品の作動時、本体のライトが不安定に点灯している】
電力変調により起こるもので、問題ありません

8　製品仕様

品名 低温調理器BONIQ(ボニーク）

品番 BNQ-01

定格電圧 100V　50/60Hz

定格電力 最大800W（100V）

基本性能

最低温度：室温5℃

最高温度：100℃

温度安定性：℃±1％

循環ポンプ：最大8.50LPM

最大湯煎容量：15L

外形寸法（約）

質量（約）
電源コードの長さ

16

1.2Kg

1.5m

高さ：37cm　横幅：10cm(最大）6cm（最小）

ボルダー部分：横幅16cm　奥行：6.7cm
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9　保証とアフターサービス
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-保証規定-

・取扱説明書の注意書きに従った、正常な使用状況で
　故障及び損傷した場合には、無料修理を致します

・保証期間内に、故障などによる無料修理をご依頼になる場合には、
　レシートと製品背面にあるシリアル番号を確認のうえ、サービスセンターに
　お問い合わせください

・保証内容は、本製品自体の無料修理に限ります

・保証期間内であっても、下記の場合は有料修理となります

1　誤った使い方・不当な修理改造による故障及び損傷
2　お買い上げ後の落下等による故障及び損傷、又は水没による故障
3　災害・異常電圧・指定外仕様電源などによる故障及び損傷
4　保証書及びレシートの提示がない場合

・保証書は、日本国内においてのみ有効です

保証書

品名：低温調理器BONIQ(ボニーク）

型番：BNQ-01

保証期間：お買い上げ日より1年間

お買い上げ日：　　　年　　　月　　　日

お客様[お名前]

お客様[ご住所]

販売店[店名・住所・電話番号]

お客様[電話番号]

株式会社葉山社中
メールアドレス :support@boniq.jp

サービスセンター

0800-700-6123

受付時間：月～金　10：00～12：00　13：00～17：00

ホームページ :http://boniq.jp/


