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危険ですので、ご自分で修理・分解・改造は絶対におやめください。

火災や感電の原因となりますので、表示された電源電圧以外の電圧で使
用しないでください。

やけど、感電、けがをする恐れがありますので、お子様だけでのご使用や、
幼児の手の届くところでは使用しないでください。

感電や故障の原因となりますので、本体に水をかけたり、水に沈めたりし
ないでください。

コンテナに飲料を入れずに電源にコンセントを差し込まないでください。
故障の原因となります。片方のコンテナのみ使用する場合でも必ずもう
一方のコンテナに水を張ってください。

警告

異常がみられた時は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのままでご使用を続けられますと、火災・感電の原因となります。

電源コードについて、以下の点にご注意ください。
●電源コードや電源プラグに傷がある場合は使用をやめてください。
　火災・感電の原因となります。
●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因と
　なります。
●お手入れの際は安全のために必ずコンセントから電源プラグを抜
　いてください。
●コンセントから電源コード抜くときは、コードを持たず、電源プラグを
　持って抜いてください。ショートや発火の原因となることがあります。
●火災・感電の原因となりますので、電源コードは加工したり、無理に
　曲げたり、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

転倒する恐れがあります。不安定な場所で使用しないでください。

室内での使用を前提につくられています。屋外では使用しないでください。

故障の原因となりますので、コンテナに飲料をを入れたまま長期間放置し
ないでください。

ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただくためのものです。

安全上のご注意

本文中の表示について

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性や物
的損害が生じることがある内容を示しています。

強制したり指示したりする内容を告げるものです。イラストは具体的な
指示内容を示しています。

禁止の行為であることを告げるものです。イラストは具体的な禁止内容
をしるしています。
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各部の名称

番号 パーツ番号 名称 番号 パーツ番号 名称

１ 210-00125 ボウルカバー ６ 290-00006 ボウルパッキン

２ 99463 蛇口シリンダー ７ 210-00130 インペラー

３ 99380 蛇口パッキン ８ 200-00062 受け皿フタ

４ 231-00009 ボウル　９L ９ 210-00127 受け皿

５ 200-00063 蛇口ハンドル 10  210-00118  吸気フィルター

①

②

③

④

⑤ ⑥ ⑦
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1.

10.9.

8.7.6.

5.4.

3.2.

11.

インペラーを取付けます。 ボウルパッキンを取付けます。
ボウルパッキンの上下を確認してください。
ボウルからの漏れの原因となります。

蛇口シリンダーに蛇口パッキンを取付けます。
ねじれが無いようにしてください。蛇口シリ
ンダーをコンテナにセットします。

ボウルを取付けます。

※電源が OFF になっていることを
　必ず確認してください。

ボウルの後方部のツメ
を本体のボウル固定用
のツメに差し込みます。

次にボウル前方部を下
に押します。ボウルが
正しく取りつけられると
” カチッ ” という
音がします。

蛇口ハンドルを取付けます。 受け皿ブラケットを引き出します。

受け皿フタを
受け皿に取付け
ます。

受け皿をブラケットに
置きます。

上

下

上

下

ボウルカバーを取付けます。

　ボウルにドリンクを入れます。
※必ず両方のボウルに液体を
　入れてください。空で運転する
　と故障の原因となります。

ON/OFF スイッチを ON にすると冷却と撹拌が
スタートします。
※ ON/OFF スイッチを一度 OFF にしてからは
5 分以上空けてから ON にしてください。撹拌
はスタートしますが、正しく冷却されません。

ON

OFF
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パーツの取付け
運転開始
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1. 2.

5.4.3.

6. 7.

10.9.8.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DAYLY

毎日の洗浄
各部の取り外し

ON/OFF スイッチを OFF にします。

ON

OFF

受け皿と受け皿フタを取り外します。

受け皿ブラケットをしまいます。
ボウルを空にします。 蛇口ハンドルを取り外します。

蛇口シリンダーと蛇口パッキンを一緒
に取り出します。

ボウルリリースレバーをつまみ、
ボウルを取り外します。レバーを
押して、上に持ち上げます。

ボ ウ ル は 落 と す と 割 れ ま す の
で、落下にご注意ください。

ボウルパッキンとインペラーを
取り外します。

本体底面にセットされている吸気フィルター
を確認しホコリが付着している場合は取り外
して清掃します。ホコリが蓄積すると正常に
吸気を行うことが出来ず重大な故障の原因と
なります。

ボウルカバーを取り外します。
※落とすと割れますので落下にご注意く
ださい。

後ろ側にスライドすると
取り外すことができます
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1. 2.

5.4.3.

6. 7. 8.

10.9.

毎日の洗浄
各部の洗浄

手洗いをするパーツを取り外します。

インペラーとボウルパッキンを取り
外します。

蛇口シリンダーと蛇口パッキンを一緒に取り出
し、蛇口パッキンを取り外します。

スポンジを使い中性洗剤とぬるま湯で洗浄し
てください。

各パーツをよくすすいでください。

中性洗剤を含ませた濡れ布巾で汚れを拭き
取り、その後洗剤を含まない濡れ布巾で
洗剤をふき取ってください。

蛇口ハンドル、ボウルカバー、ボウル
を取り外します。

モーターユニットの下の汚れを拭き取
ります。

各パーツの洗浄、すすぎが済んだあとはよく乾かし、アルコールスプレーなどを
使用し、次の使用に備えてください。濡れたまま放置するとカビや雑菌などが発
生する恐れがありますのでご注意ください。

モーターユニットに水がかかりますと故障の原因になります。直接水をかけての
洗浄はしないでください。

コンテナ、コンテナカバーに強い衝撃を加えるとひびや割れの原因となりますの
でご注意ください。

洗浄用品を準備します。
※製品には付属していません。
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トラブルシューティング

ドリンクの漏れ

1.

蛇口パッキンは正しく取り付けられていま
すか？蛇口シリンダーに異物が挟まってま
せんか？

2.

ボウルにひびが入っていませんか？

3.

4.

蛇口シリンダーは正しく取り付けられて
いますか？左右に回転させたり、上下に
動かして調整してください。

受け皿がいっぱいになっていませんか？

ボウルパッキンは正しく取り付けられて
いますか？

5.

ボウルパッキンの上下を確認してください。
ボウルからの漏れの原因となります。

上

下

上

下
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保証期間：お買い上げ日から　本体一年間（消耗品は除く）

【無料修理の規定について】
1.	 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料で修理をさせていただきます。※修理は発送での
対応となります。

2.	 消耗部品（ボウル、ボウルカバー、蛇口シリンダー、蛇口ハンドル、蛇口パッキン、ボウルパッキン、インペラー、受け皿、受け皿フタな
どの電気部品以外）は保証期間内でも有料となります。

3.	 保証期間内でも次の場合には原則として保証の対象外とさせていただきます。
a.	使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
b.	お買い上げ後の設置場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
c.	火災、地震、水害、落雷、その他の天変地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源などによる
故障および損傷。

保証期間中は
保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、販売店にご連絡ください。
※修理品を発送される場合はメーカー負担となります。

保証期間を過ぎている時は
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
販売店にご相談ください。
※修理品を発送される場合の送料はお客様負担となります。

15cm 15cm

15cm 15cm

壁からの離隔距離について
マシンの左右と後方には排気に必要なスペースを右図のように十分に取ってください。
排気が正常に行われないと重大な故障の原因となります。
また、マシンの底面から吸気し左右後方から暖かい空気を排気します。
毎日の清掃 P3 に説明があるように、吸気フィルターは毎日ホコリのチェックを行い必要に応じて清
掃をします。ホコリが蓄積すると正常に吸気を行うことが出来ず重大な故障の原因となります。
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