
お買上げいただき誠にありがとうございます。 ご丁寧な取り扱い誠にありがとうございます。Please check the color.
色にチェックを入れてください。
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SP-BD01　CTNsize:600*260*460mm　(1320) 2021.7红线打印不必要



JAN

販売元：株式会社ジェネレーションパス
製造元：SIS株式会社

山口県宇部市明神町３丁目１-３
TEL 0836-37-6662

MADE IN CHINA

ハンドブレンダーハンドブレンダー

ハンドブレンダー JANシールを貼ってください。
このパッケージにピンクの枠と「JAN」は印刷しないでください。
Please attach the JAN sticker.
Do not print the pink frame and "JAN" on this package.

配送業者様へ

いつも配送ありがとうございます。
このお荷物は、当店のお客様が楽しみに
お待ちいただいております商品です。
十分に注意して取扱いをお願いいたします。

ハンドブレンダー ハンドブレンダー
White Black

商品詳細

サイズ(約)
※本体+アタッチメント

重量(約)
※本体+アタッチメント

定格電圧
消費電力

回転数(約)（rpm）
コード長(約)
定格時間
定格容量
調理容量
材 質

6×6×39cm

670g

1分間
600ml
最大400ml

14×14×36cm

810g

15～30秒間
500ml
最大500ml

6×6×39cm

620g

1分間

130W

100 50/60Hz

チョッパーブレンダー 泡立て器

110cm

本体：ABS、 PVC
ABS、AS、
ステンレス

ABS、AS、
ステンレス

ABS、ステンレス

送状添付箇所

18,000～23,000回 3,700～4,800回 1,300～1,700回

※製品の仕様は改良などにより､予告なく変更する場合があります。
※回転数は目安の数値になります｡（誤差±10％程度）
※製品サイズ・重量などは自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

SP-BD01　package size ： 245*145*220mm　(610) 2021.7红线打印不必要

クラフト紙に印刷してください。茶色の背景を印刷しないでください。
Please print on craft paper. Please do not print background brown.

Please check the color.
色にチェックを入れてください。



MADE IN CHINA

このたびは、弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで
正しくお使いください。取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan. 2021.7 新

品番 :SP-BD01取扱説明書

マルチブレンダー

保証書
品番
◆お買い上げ年月日

◆販売店名
　　住所
　　電話番号

保証期間 お買い上げ日より1年間SP-BD01

お客様窓口E-mailについて
お客様サポートE-mailにお問い合わせの際には、必ず『商品名・商品番号・お名前・ご住所・電話番号・購入店・内容』を
明記してください。未記入の場合は、ご対応出来ない場合がありますので、予めご了承ください。 

製造元：SIS株式会社
住所：山口県宇部市明神町３丁目１-３

お客様窓口　TEL　 0836-37-6662
※土日・祝日除く　   13：00～17：00
お客様窓口 E-mail　info@sougouiryouki.com

電話番号：03-6679-1678
※受付時間 : 平日 10:00～17:00までとなります。 
※土日祝・年末年始はお休みさせていただいております。

【交換・返品・その他商品に関するお問い合わせ先】
運営会社：株式会社ジェネレーションパス
住所：東京都新宿区西新宿6-12-1　パークウエストビル5Ｆ

販売店様へ この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ日、貴販売店名・
ご住所・電話番号をご記入の上、お客様へお渡し下さい。

保証開始日は、製品をお買い上げいただいた日となります。　
製品をお買い上げの際は、取扱販売店にて販売店名、住所およびお買い上げ日が記入されますのでご確認ください。
なお、保証書へ販売店名、住所およびお買い上げ日の記入がない場合は、必ず販売店発行の領収書またはそのお買
い上げ年月日、販売店などを証明するものを保証書とともに保管してください。　
本保証書は日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in Japan.
記入もしくは証明のない場合は、無効となりますのでご注意ください。

● 保証条項●
１．

２． 

３． 
４． 
　１ ） 
　２ ） 
　３ ） 
　４ ） 
　５ ） 
　６ ） 
　７ ） 
　８ ） 
　９ ） 

５． 
６． 
７．
 
８． 
９． 
10． 

11.
※

取扱説明書・本体貼付ラベルまた一般的な使用方法に従った正常な使用状態で故障した場合には、本体保証の記載内容に基づき、
無償で新品と交換いたします。
保証期間中に故障して無償交換を受ける場合には、製品と本保証書をご提示又は添付の上依頼してください。
なお、送付時の送料はすべて当社負担といたします。
原則として、保証期間経過後の交換・返品は一切お受けできませんのでご了承ください。
保証期間内でも次の場合には無償交換はお受けできません。
　本保証書をご提示されないとき。
　本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたものおよび販売店名の表示のないとき。
　当社製品以外の消耗品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障および傷害。
　火災、地震、水害、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。
　お買い上げ後の輸送、移動中の落下等、お取扱が不適当なために生じた故障および損傷。
　説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱によって発生した故障および損傷。
　改造または誤使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
　消耗品類の交換。
　製品に添付しているラベルまたはプレートを毀損、またははがす等して製品の商品名または製品番号を判別不能または判別困難
　としているとき。
本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまして当社はその責に任じません。
消耗品、定期交換部品は本保証書による保証の対象とはなりません。
本製品がご贈答等で交換を依頼される場合、あるいはご転居後に交換を依頼される場合は、まず、本保証書に記載された販売店へ
ご相談ください。
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
本保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
保証期間内または保証期間経過後の製品についてご質問等がありましたら、お買い上げの販売店あるいはお客様窓口（上記）までお
問い合わせください。
本製品を中古品売買・個人売買等で購入された場合、または贈与品の場合につきましては、交換の対応はできません。
この保証書による保証のほかに、消費者に対して製造者は製造物責任など、販売者は瑕疵担保責任などの法律上の責任をそれぞれ
負っています。本保証書の発行によって、こうした製造者や販売者の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではあり
ません。



警告
カーテンなど可燃物の近くで使用しないで
ください。

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。必ず実施

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり
差込んでください。

火災・感電・故障の原因になります。必ず実施

使用中は部品に触らないでください。
ご使用の前にすべての部品が正しく取り付け
られているか確認してください。

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。
＜異常・故障例＞
・コードや差込みプラグが異常に熱くなる　・コードに深い傷や変形がある
・焦げくさいにおいがする　・製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある　・ビリビリと電気を感じる
・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする　など必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼してください。

火災の恐れがあります。禁止

プラグを抜く

お手入れや点検、移動の際は、必ず差込み
プラグをコンセントから抜いてください。
感電・けがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを
持って引き抜いてください。
感電・故障の原因になります。

乳幼児にプラグをなめさせないで
ください。
感電・けがの原因になります。

回転部を露出したままで運転しないで
ください。
火災の原因になります。

容器の中にスプーン、はしなど調理剤
以外のものや金属、燃えやすいものを
入れて運転しない。
事故・故障・けがの原因になります。

ブレード (刃 ) に直接手を触れないで
ください。
事故・故障の原因になります。

スプレーをかけないでください。（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）

引火性のもの（灯油、ガソリン、シンナーなど）や、可燃性のものの近くで使わないでください。
火災の原因になります。

プラグを抜く

プラグを抜く

プラグを抜く

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買
い上げの販売店にご相談ください。

●取扱説明書に記載されていない方法や目的でのご使用あるいは、用途以外の目的でのご使用は
　事故やけがの原因になりますので、絶対におやめください。
●お客様の不注意による破損やけがに対する責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

製品及び取扱説明書にはお使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防
ぎ、安全にお使い頂くために重要な内容を記載しています。次の内容 (表示、図記号 )
をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想
定される内容」を示しています。

『してはいけないこと』を意味しています。具体的な禁止事項は、
　の中や近くに文章や絵で示しています。

『必ずすること』を意味しています。具体的な強制事項は、　の中
や近くに文章や絵で示しています。

「取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負うことが想定されるか、
または物的障害の発生が想定される内容」を示しています。

表示の説明

図記号の意味について

安全上のご注意

改造はしないでください。また、修理技術
者以外の人は分解したり修理をしないでく
ださい。

ショート・感電の恐れがあります。

水につけたり、水をかけたりしないでくだ
さい。

感電やけがをすることがあります。

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししない
でください。

火災・感電の原因になります。
交流100V以外では使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

コードや差込みプラグが傷んでいたり、コン
セントの差込みがゆるいときは使用しないで
ください。

コードを傷つけないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

無理に曲げる、引っ張る、ねじる、たばねる、
高温部に近づける、重いものを乗せる、挟み込む、
加工するなどを行うとコードが破損し、
火災や感電の原因になります。

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。

感電の原因になります。

雷が鳴ったら、製品本体や電源プラグ部に
触らないでください。

火災の原因になります。

差込みプラグの刃 (プラグの先端 )および
刃の取付面にほこりが付着している場合は、
よく拭いてください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が以上発
熱して発火することがあります。

定格15A以上のコンセントを単独で使用
してください。

安全にご使用いただくために

注意

不安定な場所では使用しないでください。
火災の原因になります。

部品の取り付け、取り外しをするときは、
ブレード (刃 ) の回転が止まってから
電源プラグをコンセントから抜いて
行ってください。
事故・けがの原因になります。

禁止

ぶつけたり、落としたりして強い衝撃を
与えないでください。
故障して、火災・感電の原因になります。禁止 禁止

壁や家具の近くで使わないでください。

調理以外の目的で使用しないでください。

壁や家具に飛び散り、変色の原因になります。禁止

使用中は本体を移動しないでください。
事故の原因になります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから
抜いてください。　
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の
原因になります。

禁止

業務用など、家庭用以外で使用しないで
ください。
火災の原因になります。
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使用上のご注意
● 
●
 
●
● 
● 
● 
●
●

● 
●
●

本製品は、家庭用調理器です。それ以外の目的で使用しないでください。
電源プラグをコンセントに接続する前に正しく部品が取り付けられているか、ブレードが
カップに正しくセットされているかご確認ください。
乳幼児・高齢者・病人用の調理に使用する場合は、各部品や容器の衛生面にご注意ください。
屋外で使用しないでください。
はじめてご使用になる場合は、カップ、ブレードを一度洗ってからご使用ください。
故障や事故の原因となりますのでカラ運転をしないでください。
ガラス製 (耐熱性・強化製含む )、陶器、磁器製など割れやすい容器では使用しないでください。
本体電源スイッチから手を離しブレードの回転が止まったのを確認してからカバーを外して
ください。
使用中はカップを取り外したり、ブレードを持ち上げないでください。
野菜や果物などはカップの大きさに合わせてカットしてください。
製品の性能や寿命に影響を与えるため、定格時間以上の連続使用はしないでください。
定格時間以上ご使用になった場合 (または連続使用する場合 )に、本体が動作しなくなる
場合があります。
動作しなくなった場合は、15分以上休ませてから再度ご使用ください。

火災・感電・けがの原因になります。必ず実施

お手入れには、シンナー・ベンジンなどの
揮発性有機溶剤を使用しないでください。調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙、

発火のおそれがあります。必ず実施

使用後は必ずお手入れをしてください。

火災・けが・やけど・故障の原因になります。必ず実施

ブレード(刃 )が破損または故障した場合は
そのまま使用しないでください。

注意
使用中は製品を極端に傾けたり、移動した
りしないでください。
火災・けが・やけど・故障の原因になります。禁止 禁止

油煙や湯気の当たる場所、直射日光が
当たる場所などの高温になる場所、熱が
発生する機器のそばに保管しないでくだ
さい。
事故の原因になります。

禁止

油煙や湯気の当たる場所、直射日光が当たる場所などの高温になる場所、熱が発生する機器の
そばに保管しないでください。また湿気の多い場所に保管しないでください。
事故・故障の原因になります。

禁止

たこ足配線は使用しないでください。
発火・故障の原因になります。

各部名称
■本体 (モーター部 )

■ブレンダーカップ

■ブレンダーアタッチメント

ブレンダー
シャフト

高速スイッチ

ブレンダーブレード

固定ロック固定ロック
解除

通常スイッチ

電源プラグ

電源コード

ブレード(刃)に直接手を
触れないでください。
鋭利な為、思わぬけがの
原因になります。　

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

ブレンダー接続部

各アタッチメント差し込み口
各アタッチメント固定部
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各部名称 ご使用の前に

ブレード(刃)に直接手を
触れないでください。
鋭利な為、思わぬけがの
原因になります。　

■チョッパーアタッチメント ■泡立て器アタッチメント

■ホルダー

ブレード (刃 )

チョッパー
ブレード

チョッパー
接続部

泡立て器
接続部

泡立て器

ブレードホルダー

チョッパー
ボウル

ブレード
固定ピン

チョッパーすべり止め

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

泡立て器
ホルダー

はじめてお使いいただく前に

●本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。また､食洗機でお手入れしないで
　ください。故障やショート・感電の原因になります。
●電源プラグをコンセントに接続する前に正しくアタッチメントが組み立てられているか
　ご確認ください。
●不安定な場所で使用しないでください。
●ブレード(刃)に直接手を触れないでください。けがの原因になります。組み立てる際は
　シャフトまたはホルダーを持ってください。
●ブレンダーカップやチョッパーボウルの中に､40℃以上の食材や液体を入れないでください。
　調理中にやけどするおそれがあります。
●使用中に髪の毛やスカーフなど、長くて絡むものは近づけないでください。
●調理家電やヒーターなど高温になる場所には置かないでください。

●本体や各接続部をお手入れする際は、湿らせた布で拭いてください。
●はじめてお使いになる前にブレンダーシャフト、チョッパーブレード、チョッパーボウル、
　泡立て器を一度洗ってからご使用ください。
　(チョッパー接続部を、ボウル側の内面のみ洗ってください。※本体接続側は水洗いしないで
　 ください。)
●加熱による発煙・異臭・故障の原因になるため定格時間以上の連続運転はおやめください。
　続けて使用する場合は、本体の温度が下がってから(2分以上)ご使用ください。
●使用中は食材の様子を見ながら、断続運転を行ってください。
●空運転をしないでください。
●故障の原因になるため、粘り気の強い介護食づくりには使用しないでください。
●故障・変形の原因になるため、本体や各アタッチメントを落とさないようご注意ください。
●鍋などの中で使用する場合は、鍋のふちや底に当たらないようにご注意ください。
●ご使用後は必ずお手入れを行ってください。
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使い方 使い方 (つづき )

※本体取り付け部の外側と、ブレンダー接続部の内側に凸凹があります。
　凹凸に合わせて取り付けてください。
※電源プラグをコンセントに接続する前に正しくアタッチメントが組み立て
　られているかご確認ください。

・1分以上の連続使用はしないでください。
・1回で作れる分量(カップの3分の2以下)を守ってください。
　ブレンダーシャフトの高さより多い材料を入れないでください。
　材料の種類や量によって、ブレンダーカップからこぼれる場合があります。
　その際は量を減らしてご使用ください。
・やけどのおそれがあるため、加熱調理中の鍋には使用しないでください。
・スイッチを押したまま、ブレンダーカップの中に出し入れしないでください。

・食材は1～2cm角に切ってください。
　(にんじんなど硬い食材は1cm角に切ってください)
・野菜や果物は、種を取り除いて皮をむいてください。
・加熱した食材は、粗熱が取れるまで冷ましてください。

食材の下ごしらえ

【1】本体にブレンダーアタッチメントを差し込み、回して固定します。

【2】ブレンダーカップに食材を入れて（カップの3分の2以下)、
　　　ブレンダーを中に入れます。

【3】電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れます。
　　　カップ内の材料に、ブレンダーブレードを押し当ててください。

■ブレンダーアタッチメント ■チョッパーアタッチメント
＜本製品の調理例＞
・お肉、玉ねぎ、にんにく、人参、ナッツ類、などのみじん切りに。
・野菜、果物 ※生のいも類、かぼちゃはレンジで常温まで温める必要があります。
・お肉、魚、小麦粉類、パン　・マヨネーズなど調味料
・粘り気のある野菜　・水分の多い野菜　・氷（家庭用 2cm四方まで）

＜本製品の調理例＞
・スムージー、ポタージュ、ソース、離乳食などに。
＜本製品の調理できない食材＞
・肉、魚、パン生地、ご飯、自然薯など粘り気の強い食材
・コーヒー豆、氷、冷凍食品、香辛料、固形チョコレートなど硬い食材

＜本製品の調理できない食材＞
・コーヒー豆、氷（2cm四方以上)、冷凍食品、香辛料、固形チョコレート
　など硬い食材

・15～30秒以上の連続使用はしないでください。
・1回で作れる分量(500ml以下)を守ってください。
　食材の状態や大きさによって1回で作れる分量は異なります。
　量が多い場合は、量を減らして回数を分けてご使用ください。
・運転中に食材がチョッパーボウルにまとわりついた時は運転を停止して、
　食材を落としてください。
・スイッチを押したまま、チョッパーを出し入れしないでください。

・食材は1～2cm角に切ってください。
・野菜や果物は、種を取り除いて皮をむいてください。
・肉や魚は、骨、皮、スジを取り除いてください。
・加熱した食材は、粗熱が取れるまで冷ましてください。

食材の下ごしらえ

※鍋に直接ブレンダーを入れる場合は、必ず鍋を火からおろして、あら熱を
　取ってから行ってください。
　また、鍋に傷がつくおそれがあるため、ふちや底に当たらないように
　ご注意ください。

※カップが持ち上がらないようにしっかり支えてください。
※運転中は食材の飛び散りを防ぐため、ブレンダーアタッチメントを
　液面より上に出さないでください。

【4】使用後は電源プラグをコンセントから抜いて、ブレンダーを
　　　ブレンダーカップから取り出してください。

チョッパーブレードは、必ずブレードホルダーを持って
差し込んでください。

【1】チョッパーブレードをチョッパーボウルのブレード固定ピンに
　　　差し込みます。

【2】チョッパーボウルに食材を入れて、チョッパー接続部を
　　　取り付け、本体を取り付けます。

【3】電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れます。
　　　(氷、肉、魚は高速スイッチを使用してください。)

※本体取り付け部の外側と、チョッパー接続部の内側に凸凹があります。
　凹凸に合わせて取り付けてください。

※電源プラグをコンセントに接続する前に正しくアタッチメントが組み立て
　られているかご確認ください。
※ボウルにはすべり止めが付いていますが、万が一のためにしっかりボウル
　を支えてください。
※運転中はチョッパー接続部を開けないでください。

【4】チョッパー接続部を外し、チョッパーブレードを取り外して
　　　から調理物を取り出します。
　　　使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

※チョッパーブレードについた調理物はゴムヘラなどで取ってください。
　直接手で取らないでください。

※専用カップ以外の容器にもお使いいただけますが、ガラス製や陶器などの
　割れやすい容器は使用できません。

※ブレンダーブレードについた調理物はゴムヘラなどで取ってください。
　直接手で取らないでください。

- 8 -- 7 -



使い方 (つづき )

※本体取り付け部の外側と、泡立て器接続部の内側に2箇所凸凹があります。
　凹凸に合わせて取り付けてください。
※電源プラグをコンセントに接続する前に正しくアタッチメントが組み立て
　られているかご確認ください。

・1分以上の連続使用はしないでください。
・材料が飛び散るおそれがあるため、大きくて深めのボウルなどをご使用くだ
　さい。
・やけどのおそれがあるため、加熱調理中の鍋には使用しないでください。
・アタッチメントはしっかり取り付けてください。
・容器や泡立て器の水分をよく拭き取ってからご使用ください。
　水分が残っている状態だと、うまくかくはんができません。
・スイッチを押したまま、出し入れしないでください。

・生クリームや卵白を使用する場合は、事前に冷蔵庫でよく冷やしてください。

★生クリームのポイント★
はじめは低速でかくはんし、とろみがでてきたら高速に切り替えて
いただくことをおすすめします。

食材の下ごしらえ

【1】本体に泡立て器アタッチメントを差し込み､回して固定します。

※上下の向きを間違えないようにセットしてください。
※ホルダーにぐらつきがないか確認してください。

【1】チョッパーアタッチメントにホルダーを差し込みます。

※各アタッチメント固定部と､
　ホルダー接続部の内側に2箇所
　凸凹があります。凸凹に合わせ
　て取り付けてください。

【2】本体をホルダーの中心部に差し込み､回して固定します。

【2】電源プラグをコンセントに差し込みます。

【3】食材を入れたボウルなどの中に泡立て器を入れて、スイッチを
　　　入れます。

■泡立て器アタッチメント
＜本製品の調理例＞
・生クリームや卵白の泡立て、スイーツの材料を混ぜるときに。
＜本製品の調理できない食材＞
・脂肪分30%以下の低脂肪の生クリーム。
・粘り気の強い食材。

※容器が持ち上がらないようにしっかり支えてください。
※食材の中に深く入れて本体を時計回りに動かしてください。
※材料が少ない時はボウルを少し傾けてください。
※運転中は食材の飛び散りを防ぐため、泡立て器を液面より上に出さないで
　ください。

【4】使用後は電源プラグをコンセントから抜いて、泡立て器を
　　　容器から取り出してください。

※本製品をお米とぎに使用しないでください。
※バターをクリーム状にすることはできません。
※卵白の泡立てを行う場合は、卵4個分までとしてください。

■ホルダー

使い方 (つづき )

※固定はされません。
※ブレンダーと泡立て器は左右
　どちらでも構いません。

【3】ホルダーにブレンダー接続部と泡立て器接続部を
 差し込ます

カップをブレンダーにかぶせる
ことで､より省スペースに
収納が可能です。
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水洗い
OK

水洗い
OK

一部
水洗い
OK

※

【2】台所用中性洗剤を薄めたものをスポンジに含ませて洗います。
【1】泡立て器ホルダーを持ち、泡立て器接続部から泡立て器を引き抜きます。

【3】流水ですすいだ後、乾いたふきんなどで水分をしっかり拭き取り、
　　充分に乾燥させてください。

■泡立て器ホルダー、泡立て器 ※接続部は水洗いできません。

【2】台所用中性洗剤を薄めたものをスポンジに含ませて洗います。
【1】ホルダーから全ての部品を取り除きます。

【3】流水ですすいだ後、乾いたふきんなどで水分をしっかり拭き取り、
　　充分に乾燥させてください。

■ホルダー

■チョッパー接続部 (ボウル側の内面のみ )、チョッパーブレード、チョッパーボウル

【2】台所用中性洗剤を薄めたものをスポンジに含ませて、それぞれ
　　　洗います。
　　(接続部は丸洗いできません。ボウル側の内面のみ洗ってください。)

【1】チョッパー接続部を取り外し、ブレードホルダーを持ってチョッパー
　　ブレードをボウルから取り外します。

【3】流水ですすいだ後、乾いたふきんなどで水分をしっかり拭き取り、
　　充分に乾燥させてください。

※泡立て器接続部は湿らせた布でお手入れしてください。
※水洗いは泡立て器ホルダーの範囲まで可能です。泡立て器接続部は水洗いできませんのでご注意ください。

お手入れ方法

【1】ブレンダーカップに、台所用中性洗剤を薄めた
　　　ぬるま湯を入れてください。

【1】水に濡らしてよく絞ったふきんで拭いた後、
　　　乾いたふきんで拭いてください。

【2】本体にブレンダーアタッチメントを取り付け、
　　　ブレンダーカップにブレンダーシャフトを入れます。
　　　10秒～20秒間ほどスイッチを入れてください。
　　　(水を入れ替えて数回繰り返してください。)
【3】ブレンダーシャフトとブレンダーブレードを流水で
　　　すすいだ後、乾いたふきんなどで水分をしっかり
　　　拭き取り、充分に乾燥させてください。

製品はご使用毎にお手入れしてください。ご使用後すぐお手入れすると、汚れが落ちやすいです。
部品ごとにお手入れ方法が違いますので、下記を確認して正しくお手入れしてください。

■ブレンダーシャフト、ブレンダーブレード、ブレンダーカップ

■本体、チョッパー接続部、泡立て器接続部

・お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・研磨剤入り洗剤・たわし等は使用しないでください。
　塗装の変質・剥がれの原因になります。
・本体・パーツすべて水につけないでください。サビの原因になります。
・ブレード(刃)には直接手を触れないでください。鋭利な為、思わぬけがの原因になります。
　ブレードを洗う際には、シャフトやホルダーを持ってください。
・食材によってはプラスチック部分に着色することがあります。使用上の問題は
　ありませんが、気になる場合は植物油を含ませた布で拭くと、着色が軽減する場合があります。

湿らせた布で
お手入れ

一部
水洗い
OK

水洗い
不可

※チョッパー接続部は外側と
　本体接続部をお手入れして
　ください。

※

※水洗いはブレンダーシャフトの範囲まで可能です。
　ブレンダー接続部は水洗いできませんのでご注意
　ください。
※ブレンダー接続部は湿らせた布でお手入れして
　ください。

水洗い
可能

手洗い 薄めた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジを使用してください。

お手入れ方法 (つづき )
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サイズ（約）
※本体+アタッチメント

重量（約）
※本体+アタッチメント

定格電圧
消費電力
回転数（約）
コード長（約）
定格時間
定格容量
調理容量

材質

6×6×39cm

670g

1 分間
600ml

最大 400ml

14×14×36cm

810g

15～30秒間
500ml

最大 500ml

6×6×39cm

620g

1 分間

130W

100 50/60Hz

チョッパーブレンダー 泡立て器

製品詳細

110cm
18,000～23,000回rpm 3,700～4,800回rpm 1,300～1,700回rpm

本体：ABS、 PVC
ABS、AS、ステンレス

※製品の仕様は改良などにより､予告なく変更する場合があります。
※回転数は目安の数値になります｡（誤差 ±10％程度）
※製品サイズ・重量などは自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

ABS、AS、ステンレス ABS、ステンレス

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

ブレンダーブレードの根元にある固定パーツが破損してしまうことで、内部の潤滑油が漏れ出る場合が
ございます。その場合は、以下の対処を行なってください。

【ブレンダーアタッチメントの潤滑油に関して】

本体が熱くなる

ブレード(刃)が回らない

空回りする

・定格時間を超えて運転している

・ブレード(刃)が正しく取り付け
　られていない

・食材を入れすぎている

・連続使用は定格時間以内に行う
・定格時間を超えて続けて使用する
　場合は、2分以上間隔をあけてから
　使用する

スイッチを押しても
運転しない

・電源プラグがコンセントから
　抜けている

・定格時間を超えて運転している

・電源プラグをしっかりとコンセントに
　差し込んでください

・モーターの過熱により動作が停止
　している可能性があります。
　15分以上休めて、本体の熱がさめて
　から再度ご使用ください。

・正しく取り付けてください

・量を減らしてください

こんなときは 原因 対策

こんなときは

使用中に回転が止まる ・調理・加工ができない食材が
　入っている

・調理・加工ができない食材を取り除い
　てください。

・食材が大きすぎる
・食材を入れすぎている

・材料を小さく切りなおしてください
・量を減らしてください振動が大きい

回転が遅く、通常より
音が大きい

・食材が引っかかっている ・引っかかっている食材を取り除いて
　ください

潤滑油は人体に害のないものを使用しているため、
万が一、体内に入っても問題はございません。

潤滑油が出てきた場合はご使用を中止していただき、
保証書に記載の、
【交換・返品・その他商品に関するお問い合わせ先】
までお問い合わせください。固定パーツ

※ブレード(刃)がむき出しの状態にならないように注意して保管してください。

■ブレンダーアタッチメントを本体にセットします。
■チョッパーボウルに、チョッパーブレード、チョッパー接続部の順にセットします。
■泡立て器を泡立て器接続部にセットします。

各アタッチメントをセットして、付属品と一緒に保管してください。

保管方法

・使用後はお手入れをしてから保管してください。
・保管する際は完全に乾かしてください。
・持ち運ぶときは、必ず両手で持ってください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・ブレード(刃)には直接手を触れないでください。けがの原因になります。
　ブレードを持つ際には、シャフトやホルダーを持ってください。
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