Model: VA-EE018
VAVA Electric Kettle
User Guide

17. This appliance can be used by children aged from 12 years and above
if they have been given supervision or instruction concerning the use of
the appliance in a safe way and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 12 and supervised. Keep the
appliance away from the children aged less than 12.

1. Put the base on an even, stable, and heat-resistant surface.
2. Fill the kettle with drinking water between the Min and the Max lines.

Product Diagram

1. 電気ケトルをご使用前に説明書の内容をよくご確認下さい。
ますので、決して触らないでください。

Lid

3. 使用していない時、
またはクリーニングの際には、電源コードを抜いてください。お手入れ
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は、ケトルが冷めてから行ってください。
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ることを確認してください。
コンセントを外す際には、必ず全てのスイッチがオフになって

MAX
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Window

Immediately after the water has boiled, do not force the kettle to continue heating the water by
keep pressing the power switch, which may cause malfunction.
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10. ガスコンロや電気コンロ付近、
または温められたオーブンの中には絶対に置かないでく
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ださい。

3. Close the lid, put the kettle on the power base and insert the power plug.

れるまでは、ケトルをベースから外さないでください。

Cleaning and Maintenance

5. Lift up the switch or the kettle from the base to end the boiling process at any
time.
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11. ケトルに水を入れる際は、ベースから外してください。
自動でも手動でも完全に電源が切
Body Connector

12. お湯が沸騰した後のケトルの移動には細心の注意を払ってください。

Power Base
Connector

13. お湯が沸騰している際に蓋を外すと火傷する場合があります。

14. 本製品は家庭用に作られています。屋外での利用はできません。

Always disconnect the appliance from power and let it cool down completely
before cleaning.
1. Never immerse the kettle, power cord, or power base in water, or expose them
to moisture.
2. Wipe the kettle with a damp cloth, never use abrasive cleaner.
3. To clean the filter, detach by pressing down the tab and then replace it after
cleaning.
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15. 小さなお子様やハンディキャップの方が利用する際には、必ず製品の使用法を理解した
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16. 本製品を子供のおもちゃにして遊ばせないでください。
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17. 12 歳未満の方がご使用の場合、製品の使用法と危険性を理解した保護者の監視の下、使

Removing Mineral Deposits
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保護者の下、行ってください。

用願います。12 歳以上の方による掃除やメンテナンスも同様、保護者の監視が必要です。

18. 本製品は、12 歳未満の子供の手の届かないところで使用、管理してください。

In the event that the kettle boils dry, it is protected by a boil dry fail-safe
mechanism. It will switch the kettle off automatically when sensing a boil dry
situation and keep it switched off until the kettle is refilled with at least the
minimum amount of water.
*Always allow the kettle to cool for half an hour before reuse if the kettle has
boiled dry.
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8. コンセントを差し込む際、電源を入れる際には、必ず本製品が正しくベースに設置されてい

9. ケトルは水を沸騰させる目的だけに作られています。他の目的で使用しないで下さい。

MIN

0.8L

7. 本製品の付属品以外の、
アクセサリーや接続備品などは使用しないで下さい。

いることを確認してから行ってください。

Boil Dry Protection
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6. テーブルやカウンターから、
コードを垂らさないよう注意してください。
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4. 損傷したコードやプラグ、
または製品がダメージを受けた場合は、使用しないでください。

Note:
1. If the kettle is filled beyond its maximum capacity, boiling water will splash
out.
2. Make sure the switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the
kettle will not shut off if the switch is stuck or the lid is open.
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2. 電源を入れた後、ハンドルまたは操作箇所以外は触らないでください。表面は高温となり

5. 電気ショックを避けるため、本製品（電源ベースを含む）を水や液体に入れないでください。

4. Press down the switch and the indicator will light up. The kettle starts boiling
water and automatically shuts off once the water is boiled.

Before Use
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Clean the appliance by following the steps below for the first time or when you have not
used it for a while.
① Fill water up to the maximum water level and boil.
② Pour the water out from the spout.
Do not insert the power plug before filling the water and closing the lid.

After use, power out any remaining water.
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本製品をご使用いただく際は、以下の安全対策を行ってください。

How to Use

EN

0.

www.vava.com

Before using this appliance, basic safety precautions should always be followed:
1. Read all instructions before using the kettle.
2. Only touch the handle or controls after the appliance is powered on - do not
touch the surface as it may be hot.
3. Unplug from the power outlet when not being used or before cleaning. Allow
the appliance to cool off before cleaning.
4. Do not operate the product with a damaged cord, plug, or if it has been
damaged in any manner.
5. To prevent electric shocks, do not immerse this appliance, including the power
base, in water or any other liquids.
6. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
7. Do not use with any third-party accessories or attachments.
8. Make sure the appliance is properly located on the base before plugging into
the wall outlet or switching on. To disconnect, turn all controls to “OFF” before
removing the plug from the wall outlet.
9. The kettle is only used for boiling water. Do not use for anything other than the
original intended purposes.
10. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a
heated oven.
11. Remove the appliance from the base before filling or pouring. Do not attempt
to remove from the base until it is fully powered off, either manually or
automatically.
12. Extreme caution must be followed when handling or moving the appliance,
especially when it contains boiling water.
13. Scalding may occur if the lid is removed during the boiling cycle.
14. This appliance is for Household Use Only. Do not use outdoors.
15. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
16. Children shall not play with the appliance.

ご利用にあたっての留意点

M

Important

1. In case of a scale buildup, fill the kettle with a couple of cups of vinegar, add
water to fully cover the bottom of the kettle. Leave the mixture in the kettle
overnight.
2. Pour the mixed liquid away, fill the kettle with clean water to the maximum line,
boil and get rid of the water. Repeat several times until all the vinegar odor is
flushed away.

www.vava.com

使い方

JP

Caution
1. Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the
outside of the kettle to prevent scratches or damages.
2. When not in use or in storage, unplug from power and coil the cable under
the bottom of base.
3. Please do not remove the power cable with wet hands as it may cause an
electric shock.

1. ベースを平らで安定した耐熱性の面に置いて下さい。
2. ケトルのMin（最低）
ラインからMax（最高）
ラインの間の高さまで、飲料水を入れます。

製品図

4. スイッチを押し下げるとライトがつきます。
ケトルは自動的にお湯を沸かし始め、沸騰する
と自動的に止まります。

1. ケトルの水位レベルの最高ラインを超えて水を入れると、水が吹きこぼれます。
2. スイッチの周りに異物がないか、蓋はきちんと閉められているかを確認してください。
スイッチが動かなかったり、蓋が開いていたりするとケトルは沸騰を停止できません。
*ケトルを空焚きしてしまった場合は、必ず３０分以上ケトルを冷ましてください。
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ASIA PACIFIC
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空焚き防止
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E-mail: support.jp@vava.com(JP)
JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN
Address: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO京橋東9F

EUROPE
E-mail:
support.uk@vava.com(UK)
support.de@vava.com(DE)
support.fr@vava.com(FR)
support.es@vava.com(ES)
support.it@vava.com(IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH
Address: Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland
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Specifications
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空焚きが起こってしまった際、空焚き防止システムが作動します。空焚きが感知されるとケ
トルのスイッチが自動でオフになり、ケトルの水位レベル最低ラインまで水が入るまでス
イッチはオフに保たれます。空焚きがおこった後に使用する場合、必ずケトルを30 分程度
冷ましてから再度ご利用ください。
* ケトルを空焚きしてしまった場合は、必ず３０分以上ケトルを冷ましてください。

MAX

1.0L
0.8L

ふた解除ボタン

注ぎ口
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Model

VA-EE018

Input

AC 100V 50 - 60Hz

Power

900W

Capacity

1.0 L / 33.8 oz Max

Cable Length

0.75 m / 29.5 in

Dimensions

21.5 x 13.1 x 20.0 cm / 8.5 x 5.1 x 7.9 in

Weight

0.75 kg / 26.4 oz
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お湯が沸騰した後、電源スイッチを押し下げて無理にお湯を沸かし続けさせることは

ハンドル
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電源スイッチ
/ 表示
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しないでください。故障の原因になります。
3. ふたを閉め、ケトルを電源ベースへ置き、電源プラグを差し込みます。
5. スイッチを引き上げるか、ケトルをベースから外すと、いつでも電源は止められます。
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本体接続部
電源ベース接続部

NORTH AMERICA
E-mail: support@vava.com
Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)
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MADE IN CHINA
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ご利用いただく前に
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Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.
Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129
Learn more about the EU Declaration of Conformity:
https://www.vava.com/pages/user-manual
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電源コード
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初めてご利用いただく際、
または長期間使用せず再度利用する際には、以下のステップで本
製品を掃除してください。
① 水を最大レベルまで入れて、沸騰させます。
② 注ぎ口から沸騰したお湯を注ぎます。

クリーニングの前には、
コンセントを抜き、完全にケトルを冷ましてから掃除を始めてください。
1. ケトル、電源コード、電源ベースを決して水に浸したり、水分に触れさせたりしないでくださ
い。
2. 湿った布でケトルを拭き取ってください。研磨剤は決して使わないでください。
3. フィルターを掃除するには、
タブを押し下げて外し、掃除後に元に戻してください。

1. 沈着物が増加した場合、２カップのお酢をケトルに入れ、底を完全にカバーできるほどの
水を加え混ぜ合わせます。
この状態で一晩おきます。
2. 酢水を流し出し、きれいな水を最高水位まで入れて沸騰させ、その後水を捨てます。
これを
お酢の臭いが消えるまで数回繰り返します。

注意

②

電源プラグは、水を入れふたを閉めるまで差し込まないでください。
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電源ベース

クリーニングとメンテナンス

鉱質沈着物の除去
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MANUFACTURER

注意:

使い終わったら、残った水は全て出しきって下さい。

1. ケトル外部のクリーニングに、化学物質、鉄、木、
または研磨剤を使用しないでください。
傷やダメージの原因になります。
2. ケトルを使用していない時、
または保管する場合には、
コンセントを抜き、ケーブルはベ
ースの底に巻いてください。
3. 濡れた手で電源コードを抜かないでください。火傷などを起こす可能性があります。

仕様
モデル

VA-EE018

入力

AC 100V 50 - 60Hz

電力

900W

容量

最大1.0 L

ケーブルの長さ

0.75 m

サイズ

21.5 x 13.1 x 20.0 cm

重量

0.75 kg / 26.4 oz

