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このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
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安全上のご注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。！ 危険
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

！ 警 告

！ 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

●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

!
皮膚がかぶれる原因。

内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着
したときはすぐにきれいな水で洗い流す。

!
発熱・破損の原因。

使用時間が極端に短くなった場合は使用
しない。

●標高1000m以上になるところへ持
ち出さない。

液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

布などで覆わない。
発熱・破裂・発火の原因。

内部から液体が漏れたり、変色や変形そ
の他今までと異なることに気づいた時は
使用を中止する。

!
発熱・破裂・火災の原因。

所定の充電時間を超えてもフル充電にな
らない場合は充電を止める。!
バッテリーの寿命です。使用を中止してくだ
さい。

！ 危 険

バッテリーは分解しない。内部のバッ
テリーを取り出さない。

◆バッテリーについて

火災・怪我の原因。

発熱・破裂・液漏れにより、火災・怪我・周囲
を汚損する原因。

●高温になる場所・直射日光のあたる場
所で充電・保管しない。
●バッテリーを火に投げ入れたり、加熱
したりしない。
●バッテリーを高いところから落とした
り、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマー
でたたいたり、ふみつけたりしない。
●バッテリーを水につけない。

発熱・破裂・火災の原因。

有機溶剤などがある場所で充電しない。
燃えやすい物の上や燃えやすい物のある
場所で充電しない。

電解液が目に入ったときは、すぐにきれ
いな水で洗う。!
目に傷害が発生するおそれ。

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。!

安全上のご注意
！ 注意

！ 注意

必ずお守りください

怪我の原因。

子供の手の届くところに置かない。

怪我のおそれ。

刃に直接手を触れない。

怪我の原因。

チョッパーは回転中にふたを開けたり、
容器の中に手を入れない。

充電するときは周囲温度10～30℃の範
囲内で行う。!
液漏れ・発熱・破損の原因。

電源ボタンを押した状態で、ブレンダー
を材料に入れたり出したりしない。
火傷・怪我の原因。

チョッパーや専用カップ、容器の中にス
プーンやはしなど調理材料以外を入れな
い。
怪我の原因。

回転中の刃に手、へら、スプーンなどで
絶対に触れない。
怪我の原因。

柔らかいシリコン製の容器を使用しな
い。
容器を突き破って怪我の原因。

ぬれた手で、ケーブルの抜き差しをしな
い。
感電のおそれ。

本体のすき間などにピンや針金など金属物
や異物を入れない。
感電・怪我の原因。

換気のいい場所で正しく充電を行う。

! 液漏れ・発熱・破損の原因。

！ 警告
◆使用について

!
製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・
感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭
いにおいがする。
・使用中に異常な回転音がする。
・本体が動作しない　など
上記のような場合は、すぐに使用を中止し、お買い上
げの販売店またはサポートセンターまでご連絡くださ
い。
・チョッパーボウルや専用カップにひび割れなどがで
きた。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使
用を中止する。

本体は水につけたり、水に濡らしたりし
ない。
ショート・感電・故障の原因。

水まわり、風呂場など湿気の多い場所で
は使用しない。
火災・感電の原因。

屋外で使用しない。
火災の原因。

本来の目的以外には使用しない。

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。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届
くところで使用しない。
怪我・事故の原因。
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安全上のご注意
！ 注 意

必ずお守りください

故障の原因。

高温になる場所で保管しない。

破損のおそれ。

加熱調理中のなべのふちなどに製品が
触れないようにする。

怪我・故障の原因。

付属のアタッチメント以外は使用しな
い。

調理した材料やカッターに詰まった材料を
取り出すときはへらなどを使用する。!
怪我の原因。

運転中に本体や調理中の容器を移動させ
たり、ブレンダーを容器の外に出したり
しない。

怪我の原因。 感電・ショート・発火の原因。

加熱調理中の鍋の中では直接使用しな
い。また熱湯や煮え立った材料を調理し
ない。

火傷の原因。

調理以外の目的に使用しない。
怪我のおそれ。

チョッパーボウルや専用カップは電子レ
ンジやオーブンに入れない。
火傷の原因。

チョッパーの回転が完全に止まるまでふ
たを開けたり指・スプーン・はしなどで
触ったりしない。
怪我・故障の原因。

ブレンダーの回転が止まるまで刃を液面
（材料）から上に持ち上げない。
材料が飛び散るおそれ。

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。

怪我の原因。

不安定なところ、ビニール袋の上などの
滑りやすいところで使用しない。

火傷・怪我の原因。

60℃以上の熱い材料を入れない。

安全上のご注意

故障を防ぐために

！ 警告

！ 注意

必ずお守りください

感電・火災の原因。

持ち運び時や収納時に USB コードを
引っ張らない。

感電・火災の原因。

充電端子に金属片、水などの異物を近
づけない。

USB プラグは根元まで確実に差し込む。

! 火災・怪我の原因。

本体 USB コードプラグにほこりが溜まっ
ていないか定期的に点検する。!
破損の原因。

半年に一度は使用する。

! バッテリー消耗の防止。

◆USBプラグ・ケーブル類について

USB プラグや USB ケーブルを交換した
り、傷付けたり、加工したり、熱器具に近
づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ね
たりしない。
火災・感電の原因。

使用時以外は USB プラグを差したまま
にしない。
絶縁劣化による感電・漏電火災・怪我の原因。

USB プラグ、コードの差しこみがゆるい
時は使用しない。充電中 USB コードの上
に物をのせない。

●乳幼児・高齢者・病人用の調理に使う場合は、アタッチメントや容器の衛生面に注意してください。

（健康を害する原因）

●定格時間（3分）を超えて連続運転しないでください。（故障の原因）

●定格時間以内であっても本体が熱いと感じたら、すぐに運転を中止して10分以上休ませて、

　本体が十分に冷めたことを確認してから運転を再開してください。

●空運転をしないでください。（故障の原因）

火災・故障の原因。

保存する時は使いきった状態、満充電の
状態で保存しない。
50％程度を推奨します。
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故障かなと思ったら

症状 考えられる原因 処置

電源ボタンを押しても
動かない

充電がされていない 7ページを参照にして本体を充電してくだ
さい。

本体が熱くなる 1分以上使用している。 続けて使用したい場合は、約10分以上休
ませてから使ってください。

食材が指定量以上になっている 8・10ページを参照にして量を調整してく
ださい。

食材が大きい

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を
確認してください。

食材がうまく混ざらない

材料がかたい かたい食材を取り除いてください。

チョッパーフタが正しくセットさ
れていない。

11ページを参照にして正しくセットして
ください。

異音がする

8・10ページを参照にして小さくしてく
ださい。

食材がかたい かたい食材を取り除いてください。

刃・ブレードが欠けている 使用を中止し、サポートセンターまでご
連絡ください。

● 電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な
資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従っ
てください。
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故障かなと思ったら

症状 考えられる原因 処置

電源ボタンを押しても
動かない

充電がされていない 7ページを参照にして本体を充電してくだ
さい。

本体が熱くなる 1分以上使用している。 続けて使用したい場合は、約10分以上休
ませてから使ってください。

食材が指定量以上になっている 8・10ページを参照にして量を調整してく
ださい。

食材が大きい

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を
確認してください。

食材がうまく混ざらない

材料がかたい かたい食材を取り除いてください。

チョッパーフタが正しくセットさ
れていない。

11ページを参照にして正しくセットして
ください。

異音がする

8・10ページを参照にして小さくしてく
ださい。

食材がかたい かたい食材を取り除いてください。

刃・ブレードが欠けている 使用を中止し、サポートセンターまでご
連絡ください。

● 電池のリサイクルについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な
資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従っ
てください。
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サポートのご案内

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  
EL 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。

● 内蔵バッテリーの充電・保管について

充電は使用直前か前日くらいに

●内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
●充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃（人間が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。
●温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
また、高温では十分な充電ができません。
●充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
●保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
●内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
●保管の際は次のように保管してください。
充電ケーブルを差し、1 時間半ほど充電してケーブルをはずしてください。
●涼しい場所で保存してください。
●高温条件、過放電 ( 電池を使い切った状態 )、過充電 ( 満充電でも充電器につないだままの状態 ) 状態での保存
はしないで下さい。
●半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
●10℃～ 35℃の乾燥した場所で保管してください。

仕様
サイズ

重量

電源

バッテリー

充電時間

連続稼働時間

定格時間

防水性能

ケーブル長

回転速度

安全装置

内容品

保証期間

本体 : 幅 50× 高さ 235× 奥行 60(mm)　
ブレンダー : 直径 65× 高さ 195(mm)　
チョッパー：直径 120× 高さ 150(mm)

本体：460g　ブレンダー：158g チョッパー：263g

USB(5V 2A)

リチウムイオンバッテリー 7.4V 2000mAh

2 ～ 4 時間

約 15 ～ 20 分

ブレンダー：3 分　チョッパー：3 分

ブレンダー、チョッパーのみ。本体は防水ではありません。

50cm

ブレンダー：12000 回 / 分 チョッパー：12000 回 / 分

ヒューズ、サーモスタット

本体、ブレンダー、充電スタンド、USB ケーブル、専用カップ
（フタ付き）、チョッパー（フタ・ブレード・ボウル）、日本語取
扱説明書

購入日より 1 年間

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償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。
※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。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
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●保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
●内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
●保管の際は次のように保管してください。
充電ケーブルを差し、1 時間半ほど充電してケーブルをはずしてください。
●涼しい場所で保存してください。
●高温条件、過放電 ( 電池を使い切った状態 )、過充電 ( 満充電でも充電器につないだままの状態 ) 状態での保存
はしないで下さい。
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※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。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。



16

販売元
〒101-0023　東京都千代田区神田松永町19
秋葉原ビルディング8F　サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329


