
保証期間：購入日より12ケ月
 
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

取扱説明書 Version1.0.shi

型番：MILMAKSBK

安全上のご注意

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容です。！ 警告

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、また
は物的損害が発生することが想定される内
容です。！ 注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご
注意」を必ず守ってください。
・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、
正しく使用してください。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところ
に必ず保管してください。
・他の人に貸しだす場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しくださ
い。

●表示の説明

禁止（してはいけない内容）を示します。 強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

必ずお守りください

!

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加
工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、束ねて使用しないでください。
また重い物を載せて使用しないでください
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

感電・ショート・発火の原因。

電源コードが傷んでいたり、コンセント
の差し込みが緩いときは使用しない

感電・怪我の原因。特に乳幼児には触れさせな
いように注意してください。

電源プラグをなめさせない

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない
感電・怪我のおそれ。

感電・発火・故障の原因。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセン
トから抜いておこなう

水まわり、風呂場など水のかかる場所で
は使用しない
ショート・感電・火災の原因。

AC100V以外では使用しない。
感電・火災の原因。

！ 警告

本体の落下・転倒、故障・事故の原因。

水平でない場所や不安定な場所、振動の
ある場所や棚の上など高所に設置しない

子どもや不慣れな方だけで使わせたり、乳
幼児の手の届くところで使わない
火傷・感電・怪我の原因。

感電や異常動作を起こし、けがの原因。

すき間にピン、針金、金属物などの異物
を入れない。

発熱・発火・故障の原因。

落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えな
い。

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付
着したほこりはふき取る!
火災・感電の原因。

電源プラグは根本まで確実に差し込む! 火災・感電の原因。

改造や分解をしない。修理技術者以外の
人は分解したり、修理をしない
火災・感電・怪我の原因。
修理は弊社サポートまでご相談ください。

本体・電源コードを水につけたり、水をか
けたり、丸洗いしない
ショート・感電・火災・故障の原因。

取扱説明書に記載した用途以外には使用しない。
事故や故障の原因。

過熱・故障の原因。
使用後は電源プラグを抜く。

！ 注意

！ 警告

故障の原因。

本製品は屋内専用のため屋外で使用しな
い。

材料が飛び散るおそれ。

攪拌中にカップを外したり動かしたりし
ない。

火傷の原因。

専用カップは電子レンジやオーブンに入
れない。

怪我・故障の原因。

攪拌棒の回転が完全に止まるまで手、へ
ら、スプーンなどで触らない。

火傷・怪我の原因。
熱湯や煮え立った材料を攪拌しない。

怪我の原因。

不安定なところ、ビニール袋の上など滑
りやすいところで使用しない。

感電・発火の原因。

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

感電・発火の原因。

直射日光のあたる場所や湯気があたるところ、
ホコリや湿気の多いところでは使用しない。

怪我・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

長時間使用しない時は差込プラグをコン
セントから抜く

!

使用中は移動させない。
けがの原因。

回転中の攪拌棒に手、へら、スプーンなどで
絶対に触れない。
けがの原因。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてサポートへ連絡する。
発煙・発火・感電・けがの原因。
＜異常・故障例＞
コード、差込プラグが異常に熱くなる・コードに深い傷や変形がある・コードを動かすと通電しなかった
りする・焦げ臭い匂いがする・ピリピリと電気を感じる・異音がする
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調理以外の目的に使用しない。
怪我のおそれ。

高温になる場所で保管しない。
故障の原因。

専用カップ以外のカップを使用しない。
カップの破損の原因。



※本体は必ず水平で安定した場所に置いてください。

※専用カップ以外は使用しな
いでください。

※カップがしっかり設置されているか必ず確認し
てください。

※安全スイッチカバーが付いているか、専用カップが
セットされて安全スイッチが押されていないと電源を
つけても動作しません。

１：内容品/各部名称

３：使用方法(つづき)

２：使用方法

安全スイッチ

カップホルダー

支え

強
OFF
弱

電源スイッチ

攪拌棒

電源プラグ

【カップを手で持って使用する場合】
安全スイッチカバーを付けてください。

【カップを本体に取り付けて使用する場合】
安全スイッチカバーを取り外してください。

1：安全スイッチカバーを付ける / 取り外す

電源スイッチが OFF の状態になっていることを確認し電源プラグをコンセントに差込みます。

2：電源プラグをコンセントに差す

専用カップに攪拌したい材料を入れてください。攪拌できる最大量の目安は500ml です。

3：専用カップに材料を入れる

電源スイッチを入れて攪拌してください。攪拌棒の回転
の強弱は2段階あります。
十分に攪拌できたら必ずスイッチをオフにしてください。

5：電源スイッチを入れて攪拌する

弱：液状の材料のみの攪拌
強：アイスクリームなど少し固いものの攪拌

【モードの使い分けについて】

材料の入った専用カップを本体にセットします。
4：カップをセットする

本体 本体背面

専用カップ

500
ML

400

300

200

100

安全スイッチカバー

500
ML

400

300

200

100

500
ML

400

300

200

100

【カップを手で持って使用する場合】
手で専用カップをしっかり持ち、攪拌棒をカッ
プの中に入れてください。

【カップを本体に取り付けて使用する場合】
カップホルダーに専用カップのフチを引っ掛け、
支えでカップの底を支えてください。 強

OFF
弱

500
ML

400

300

200

100
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ご注意
※攪拌できる最大目安量は500ml ですが、材料に
よっては攪拌すると泡立って量が増え、溢れる場合が
ございます。初めて使用する際は少量で様子を見なが
らのご使用を推奨します。
※果物などの固形物を混ぜる場合は必ず細かく刻んで
ください。
※1回の攪拌時間は30秒を目安にしてください。
連続で長時間使用すると、モーターに負荷がかかりま
す。
※攪拌時間が30秒で足りない場合は、1回の攪拌後
5～10秒ほど時間をあけてもう30秒攪拌してくだ
さい。
※連続して使用する際は最大5回を目安に使用し、
本体のヘッド部分が熱くなったらしばらく休ませてか
ら再度使用を開始してください。

本製品はお好きなアイスクリームなどと牛乳を混ぜて
シェイクを作ることもできます。
※アイスクリームを攪拌する際は冷凍庫から出して少
し柔らかくなったものを使用してください。

500
ML

400

300

200

100

支え

カップホルダー



本体：高さ340×幅135×奥行160(mm)、専用カップ：直径90×高さ145(mm)
本体：約620g、専用カップ：約120g
約100cm（ケーブル部分のみ）

本体：ABS、専用カップ：ステンレス(304SS)
AC100V　50/60Hz
100W
安全スイッチ、温度ヒューズ
2モード（弱/強）
本体、専用カップ、安全スイッチカバー、日本語取扱説明書
購入日より１２ヶ月

E

●故障かな？と思ったら●

不具合品のご送付先
ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024　千葉県習志野市茜浜2-3-1  
L 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
（月～金 10:00～ 12:00 13:00～ 18:00  土日祝日を除く）

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

チバケン      ナラシノシ      アカネハマ

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jpに空メールをお送りくださ
い。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ
う設定の上ご送付ください。

　　QRコードを読み取り、 空メールを送信できます。

ご注意

サイズ
重量
ケーブル長

攪拌できる最大：500ml　最小：100ml　※カップ自体の最大容量：700ml専用カップ容量
材質
電源
定格消費電力
安全装置
モード数
内容品
保証期間

5：仕様

基本のミルクセーキの作り方
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※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品をご利用において生じる事故や物品破損、ケガなど一切の責任は負わないもの
とします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外
となります。
※分解しないでください。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異
なる場合があります。

材料（1人分）

材料を全て専用カップに入れます。
1：材料を専用カップに入れる

材料の入ったカップを本体にセットしたら、弱で運転し、全体的に混ざってなめらか
になるまで攪拌したら完成です。

2：カップをセットし攪拌する

牛乳
卵黄
砂糖
バニラエッセンス

150ml
1個
10～15g　※お好みで調整してください
少々

【攪拌棒】
攪拌棒のパーツは取り外せません。お手入れの際は
専用カップに台所用洗剤を水で薄めたものを入れ
て、その中に攪拌棒を入れて電源スイッチを入れて
洗ってください。その後綺麗な水で何度か繰り返し
てゆすぎ、乾いた布で水を拭き取りよく乾燥させて
ください。

【専用カップ】
スポンジに台所用洗剤を含ませて洗い、水で流した
ら乾いた布で水気を拭き取ってください。

【本体側面】
薄めた台所用洗剤にやわらかい布などを浸してしぼ
り汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう
一度拭き取ってください。
※本体と電源ケーブルは防水ではありま
せん。丸洗いは絶対に避けてください。

ご注意
※臭いや故障の原因となりますので、使用後
は必ずお手入れを行ってください。

各種洗い方

４：お手入れ方法


