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安全上のご注意
 ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ● 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
 ● 注意事項は次のように区分していますのでご確認ください。

　　警告：誤った取扱いをした場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 指示：実行して頂く内容
 ● 交流100V以外で使用しない（日本国内専用）。
 ● 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込む。
 ● お手入れの際には必ず、電源プラグをコンセントから抜いて行う。
 ● 機械動作が通常とちがう場合や故障と感じたときには直ちに使用を中止する。
 ●高温調理を行う際には、調理具合を確認しながら、かくはんする。

 禁止：してはいけない内容
 ● 電源プラグや電源コードが傷んだり、ゆるいときは使用しない。
 ● 子どもの手の届くところに置かない。
 ● ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
 ●ブレード（刃）の回転中に、ブレンダーボウルふたやキャップをあけない。
 ●ブレンダー本体を水につけたり、水をかけたりしない。

　　注意：誤った取扱いをした場合、軽傷を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示します。
 指示：実行して頂く内容
 ●電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って抜く。
 ●使用しないときには電源プラグをコンセントから抜く。
 ●液体物やほこりなどを電源プラグに付着させない。
 ●タンパーを使用しないときは、ブレンダーボウルふたキャップを必ず取り付ける。 

 禁止：してはいけない内容
 ●ブレード（刃）は鋭いため手でさわらない。
 ●不安定な場所で使わない。
 ●ブレンダーボウルの中には、調理食材以外入れない。
 ●調理物が高温になるときは、ふたを開けるときの蒸気に気をつける。
 ●連続動作は既定の使用時問（定格時間）以上使用しない．
 ●直火の近くや、電磁調理器の近く、可燃物の近くで使用しない。
 ●専任の技術者以外は分解や修理をしない。
 ●本製品は家庭用のため業務用には使用しない。また屋内で使用する。

無料修理規定
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書に従った正常な使用方法で故障した場合において、
本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理の対応をいたしますので商品と本保証書を
ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

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のでご注意ください。
①  使用方法の誤りや不当な修理による故障または損傷。
②  お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
③  火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④  業務用としての使用 (一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷）。
⑤  本書の提示がない場合や、本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
⑥  本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.）
⑦  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管してください。

• この保証書は本書に明示した期間、条件をもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理などに
　ついてご不明の場合は、お買い上げ販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。
• 当製品の保証日にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理対応の際に使用します。それ以外の目的で使用したり、
　第三者に提供する事は一切ございせん。

ツヴィリングJ.A.ヘンケルスジャパン株式会社 〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地
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各部の名称

プログラム表示

4
3

1
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2

1

3
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6
5
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自動プログラム  4～8

1 On/Off
2  パルス(PULSE)モード
   パルス（PULSE）モードでは、ボタンを
 押している間モーターが回転します。

3 変速モード
 回転スピードを調節します。

4 クリーニングモード
 クリーニングのときに使用します。

1  ブレンダーボウルふたキャップ 6  電源ケーブル
2  ブレンダーボウルふた 7  ブレンダー本体（モーター部分）
3  ディスプレイ 8  ブレンダーボウル（ブレード〔刃〕付き）
4  プログラム表示 9  タンパー
5  電源スイッチ/プログラム選択ボタン       

7

6

8

5 アイスクラッシュモード
 氷を砕くときに使用します。

6 アイスクリームモード
 アイスクリームやフローズン作りに使用します。

7 カクテルモード
 ジュースやシロップ作りに使用します。

8 スムージーモード
 スムージー作りに使用します。
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アフターサービスについて
 1. 保証書について・・・・・・・・・・・・・保証期間はお買い上げ日より3年間です。
 ● 保証書はこの取扱説明書の裏面ページに付いておりますので、必ず「販売店名」「お買い
 　上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みになった後、
 　大切に保管してください。

 2. ご使用中に異常を感じたとき
 ● ご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼ください。お客様自身での修理は
 　大変危険です。

 3. 修理をご依頼されるとき
 ● 保証期問中はお買い上げの販売店に保証書を提示のうえ、お申し付けください。

 ● 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる
 　場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

 4. 補修用性能部品の保有期間について
 ● 商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造
 　打ち切り後6年としております。

 5. アフターサービスについてこ不明の点があるとき
 ●ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターヘお問い合わせ
 　ください。

 6．製品の廃棄について
 ●お住いの自治体が定めている内容を確認の上、廃棄してください。

　　　　　　　　　　　　修理のご依頼、お問い合わせ

　　                    ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社
                                 家電製品サービスセンター
                                    〒501-3911　岐阜県関市肥田瀬4064番地

                        0120-75-7155
                 　　　　　受付時間 10:00～17：00（平日12:00～13：00、土・日・祝を除く）
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2.

ご使用方法
 ■ご使用前の準備           電源を入れる
 ご使用する前に電源コードを完全にほどいてください。電源を入れるには、電源ケーブルを
 コンセントに接続して、電源スイッチボタンを押してください。

 ■食材を入れる
 食材を入れるときには、ブレンダーボウルふたを外すまたは、ブレンダーボウルふたキャップを
 外します。ブレンダーボウルには、目盛りが表示されています。

 ■ブレンダーボウルをブレンダー本体にセットする
 ブレンダーボウルふたとブレンダーボウルふたキャップを、しっかりと閉めてください。ブレンダー
 ボウルのハンドルが正面右を向くように、ブレンダー本体にセットします。
 ブレンダーボウル底面のハンドル付近に、安全ロック機能を搭載しています。

1

2

3

1.
最大容量(MAX表示)を超えて、
材料を入れないでください。
熱い材料は1000mlを最大容量
としてください。

1.

ブレンダーボウルには、安全ロック機能が付いています。
ブレンダーボウルふたのツメ部分をブレンダーボウルの
ハンドル上部受け穴に、完全に差し込んでください。
完全に差し込まれていない場合、作動されません。

ブレンダーボウルふた
キャップは、図のように
セットしてください。

2.

2.

1. 3.

安全ロック
箇所
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製品材質
ブレンダー本体 ABS+プラスティック
ブレンダーボウル トライタンBPA
ブレンダーボウルふた ABS+トライタン
ブレード ステンレス
タンパー PP+ABS

製品仕様
定格電圧 AC100V/50-60Hz
定格消費電力 1,400W
定格時間 １０分
製品重量 4.8Kg
製品サイズ（幅×奥行き×高さ） 194×214×426（mm）
容量 1,800ml
電源コードの長さ 1m

上記の対処をされても改善しない場合は、サービスセンターまでご連絡ください。

考えられる原因

ブレンダーボウルか、
ブレンダーボウルふたが
正しく取り付けられていない。

ブレンダーボウルふたを
開けたまま、操作している。

対処方法

ブレンダーボウルふたを完全に閉めて、
ブレンダーボウルをブレンダー本体の
正しい位置に、セットしてください。

ブレンダーボウルふたを完全に閉めて、
電源スイッチ/プログラム選択ボタンを
On/Off位置に戻してから、ボタンを
押してください。

こんなときは

ブレンド（かくはん）
動作がスタートしない。
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調理中断時にはブレンダーボウルを本体から
取り外し、材料の補充やタンパーで混ぜること
もできます。

1.

2.

1. 2.

 ■自動プログラム
 電源スイッチ/プログラム選択ボタンを左へ回して、お好みの自動プログラムを選択してから
 ボタンを押します。調理時間がディスプレイに表示されます。スタート準備が始まり調理が
 スタートします。調理が終了しましたらブザー音でお知らせします。

 ■自動プログラムを中断する
 調理を中断する場合は、電源スイッチ/プログラム選択ボタンを押すと、ブザー音と同時に調理が
 中断します。再度電源スイッチ/プログラム選択ボタンを押すと調理が再開します。

 ■パルス(PULSE)モード
 電源スイッチ/プログラム選択ボタンを右へ回して、パルス(PULSE)モードを選択します。
 お好みの状態になるまでボタンを押し続けます。ブレンドした時間がディスプレイに表示
 されます。ボタンを離すとブレード（刃）の回転は止まります。

4

5

6
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故障かな？と思ったら

考えられる原因

パルス(PULSE)モード使用時に、
ボタンが十分な時間、押されて
いない。

選択されたプログラムが間違い
のため、ブレンドの時間が短か
すぎるか、ブレード（刃）の回転
速度が十分でない。

使用した食材が、選択した
プログラムに適していない。

パルス(PULSE)モード使用時に、
ボタンが押されていない。

ブレンダーボウルふたとキャップが、
正しく取り付けられていない。

ブレンダーボウルふたの
シールパッキンの破損。

ブレンダーボウル内に最大容量を
超えた材料を入れている。

自動プログラムが中断された。

作動中にブレンダーボウルか
ふたが本体からはずれた。

モーターのオーバーヒート。

対処方法

お好みの状態になるまで、
パルス(PULSE)モードで、
ボタンを押し続けてください。

変速モードを使用して、お好みの
状態になるまでブレンドして
ください。

お好みの状態になるまで、
パルス(PULSE)モードで、
ボタンを押し続けてください。

パルス(PULSE)モードで、
ボタンを押してください。

ブレンダーボウルふたと、
キャップを正しく取り付けてください。

カスタマーサービスにご連絡頂き、
交換してください。

ブレンダーボウル内の材料を
減らしてください。

電源スイッチ/プログラム選択ボタンを
押して、再スタートさせてください。

ブレンダーボウルと、
ふたを再度正しく取り付けてください。

電源を切り、電源コードを
コンセントからはずして、 
30分間冷却してください。

こんなときは

食材が完全にブレンド
 （かくはん）されず、
食材が残ってしまう。

電源が切れてしまう。

液体（水分）が、ブレンダー
ボウルから飛び出す。

ディスプレイとプログラム
表示が点滅する。

全てのプログラム表示と
ディスプレイが点滅し、
ブザー音が3回鳴る。
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2.

1. 3. 4.         5.

お手入れ方法
 ■ブレンダーボウルのクリーニング
 ブレンダーボウルに水約500mlと家庭用洗剤を少量入れます。クリーニングモードを選択して、
 電源スイッチ/プログラム選択ボタンを押してクリーニングを開始します。クリーニング終了後は、
 流水でしっかりとブレンダーボウルを洗い流してください。

 ■ブレンダーボウルふた、ふたキャップ、タンパーのクリーニング
 水分を含んだ布で拭き取るか、流水や食洗機にてクリーニングしてください。

 ■ブレンダー本体のクリーニング
 水分を含んだやわらかい布で拭き取ってください。

1

2

危険ですのでブレード（刃）を
手で直接さわらないでください。

ブレンダーボウルふたとキャップは、
別々での洗浄がおすすめです。

クリーニングをする前に、必ず電源コードを
コンセントから抜いてください。

3

500
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 ■変速モード
 電源スイッチ/プログラム選択ボタンを、お好みのスピードになるまで右に回します。電源
 スイッチ/プログラム選択ボタンをOn/Offの位置まで戻すと、調理は終了します。

 ■電源を切る
 ブレンダーの電源を切る際は、電源スイッチ/プログラム選択ボタンをOn/Offの位置まで
 戻し、ボタンを押してください。

 ■タンパーのご使用方法
 　　1.ブレンダーボウルふたが完全に閉まっていることを確認します。

 　　2.ブレンダーボウルふたから、ブレンダーボウルふたキャップを外します。

 　　3.ブレンダーボウルふたキャップの中心より、タンパーを挿入して、モーターの
 　　　力で回転しない食材にタンパーを押し当て、食材の回転を補助させます。

 　　4.タンパーを上下に動かすだけではなく、必要に
 　　　応じて軽く左右に動かすことで、より回転を
 　　　補助します。左右には半回転(180° )以上、
 　　　動かさないでください。

8

9

1.

2.

2.1.

7

ブレード（刃）の回転速度は
12段階に変速できます。


