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※保証期間内に万―故障の発生した場合に、次の保証範囲の条件により品質を保証するためにお渡し

するものでございます。

※期間内の故障は、必ず保証書を添えてお買上店へご用命下さい。

●保証の範囲

1保証期間 (無料修理期間)は、お買い上げの日から―ケ年間です。

2保証期間中に万―製造上に基づく故障を生じた場合は、弊店にこの保証書をご提示いただければ無

料修理いたします。

3次の場合は、保証期間中でも有料修理となります。

イ お取り扱い上の不注意による故障の場合。

日 ご自分で修理、調整、改造されたものの故障の場合。
ハ 火災、地震などの天災地変により故障が生じた場合。
二 保証書のご提示がない場合。

4お買い上げ日、お買い上ljE名 の記入なき場合は無効となりますのでご注意下さい。

5保証書は再発行いたしませんから大切に保管して下さい。

6本書は日本国内においてのみ有効です。Thに wa「「anty is val d onり in」apan

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、こ

の保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の

修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせ下さい。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧下さい。
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お
客

様

お 名 前 様

ご 住 所
一Ｔ

TEL(   )     一

Iwatani

品番 :IFM-170G

ミルサー取扱説明書

保証吾付

0ご使用の前に、この取扱醜明書をよく

お読みいただき正しくお使い下さい。

●この取扱説明書は保肛書を兼ねてい

ます。内容をよくご確認の上、大切

に保存して下さい。
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安全上のこ注意

I三:3:::!il  f言
桂F酪写芳ネ声とこg督」持ξεどをに必ず

ここに示 した注意事項は、製品を安全に正

しくお使い頂き、あなたや他の人々への危

害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切

迫の度合いを明示するために、誤った取り

扱いをすると生 じることが想定される内容

を、「警告」「注意」の2つ に区分していま

す。いずれも安全に関する重要な内容です

ので、かならず守ってください。その表示

と意味は右のようになっています。内容を

よく理解してから本文をお読みになり、正

しくお使いください。

△警告
この表示 を無視 して、誤 った取 り扱 いをする

と、人が死亡 または重傷 を負 う可能性が想定

される内容が記載 されています。

△ 注意
この表示 を無視 して、誤 った取 り扱 いをする

と、人が障害 を負ったり、物的損害の発生が

想定 される内容が記載 されています。

●絵表示の例

△
△記号は警告・注意を促す内容があることを告げ

るものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場

合は感電注意)が描かれています。

①
Q記号は、禁上の行為であることを告げるもので

す。図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合
は分解禁止)が描かれています。

e
●記号は、行為を強制したり指示したりする内容

を告げるものです。図の中に具体的な指示内容

(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いて

ください)が描かれています。

△警告

回転中のプロベラやカッターは危険

ですから、直接手を触れないでくだ

さい。けがの原因となります。

作動はスイッチカ

バー以外でしない

でください。けが

をする恐れがあり

ます。     <
ガラス製の、小容器は降下温度差

40℃以上の瞬問的な急冷をしないで

下さい。ガラスが害」れてけがをする

恐れがあります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、

コンセントの差 し込みがゆるいとき

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。

電源コードを傷つけたり、破損 した

り、加工 したり、無理に曲げたり、

引っ張ったり、ねじったり、たばね

たりしないでください。また、重い

ものを載せたり、挟み込んだり加工

したりしないでください。電源コー

ドが破損し、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。火災・感電の原因となりま

す。

△警告

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。火災・ 感

電・けがの原因と

なります。

本体を水につけた

り、水をかけたり

しないで くださ

い。ショー ト・感

電の恐れがありま

す。

子供だけで使わせ

たり、幼児の手の

届くところでは使

わないで くださ

い。や けど・感

電・けがをする恐

れがあります。

運転中に、ふたを

開けたり、容器の

中ヘスプーン・は

し等、調理材料

以外のものは入れ

ないでください。

けがをする恐れが

あります。

△注意

不安定なところで

は使用しないでく

ださい。けがの原

因となります。

40℃ 以上の熱い材料は容器に入れ

ないでください。ふきこばれによる

やけどや、容器害」れによるけがの原

因となります。

部品の取付け、取り外し及びお手入

れするときは、必ず電源プラグを抜

いてください。けがをする恐れがあ

ります。

使用時間以外は、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、絶緑劣化による感電・漏電

火災の原因となります。

②0



安全上のこ注意
I

各部の名称とはたらき

△注意

容器類は電子レンジ・オーブン。オー

ブンレンジに使用しないでください。

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

て引き抜いてください。感電やショ

ートして発火することがあります。

材料を入れない状

態での空回しは絶

対にしないでくだ

さい。モーターが

傷み、故障の原因

となります。

材料は規定量以上入れないでくださ

い。故障の原因となります。

1回 の運転は連続1分以上行わない

でください。モーターがいたみ故障

の原因となります。

スイッチカバー
スイッチを本体側スイッチ

部にセットして、スイッチ

カバー全体を押すと、作動

します。

スイッチ
本体側のスイッチ部と合わ

せてセットします。

鞘

ネジの部分をカッターのネジ

の部分に合わせて、時計方

向にしっかりしめます。ガラ

ス製の容器は、温度差40℃

以上になる急冷はしないで

下さい。ガラスが割れてけが

をすることがあります。

パッキン
とりはずして洗うことがで

きます。

本体側スイッチ部
スイッチカバー側のスイッ

チをここに合わせます。ス

イッチカバー全体を押すと、

スイッチが入り、作動しま

す。スイッチカバーから手

を離すと、スイッチが切れ

停止します。

シャッター

0電源コードの取り出し方

本体のシャッターを上に押し

上げ、電源コードを取り出し

ます。電源コードの終わりの

部分を引っ掛けリブにかけ

て、シャッターを下げて収納

します。

容器はカッターがついた状

態でスポッと本体から取り

外せます。

●付属品

ふ た    へ ら

〇

プロペラ

カッター

容器としっかり合わせて本体にセ

ットします。本体にセットする際

は、きちんと合う方を前にしてセ

ットして下さい。カッター部分は

煮沸消毒が可能です。

本体

リセットスイッチ
モーターに通常以上の負荷がかか

った時、自動的に本体の電源が切

れて、過電流を防止 します。モー

ター停止後、10秒以上たってから

リセットスイッチを押すと再スタ

ートできます。

(後ろにあります)

0

お願い
●ミルサーできないもの

ミルサーは材洋斗を壮用} プロペラが破損する恐れやモーターに負担がかかるため故障の原因となります。

琶 重 髭 雲 三:号三  :ヒ::宮急!:::子 i:i::liゴ

ツの芯などの野菜の芯

及び調理例ですので、

必ずお守り下さい。   ●ミルサーで作れないもの

挽肉。野菜のみじん切り、おろし類(大根・人参・りんど。にんにくなど)

0



使い方の基本 用途別ミルサーの使い方

ミルサーする材料を容

器の中に入れます。こ

の時、規定の材料の量

を必ず守って下さい。

セットする時は、前後

を確かめて、本体側に

ぴったり合うように、

はめ込みます。

スイッチカバーのスイ

ッチ部を本体正面のス

イッチ部に合わせて、

スイッチカバーをセッ

トします。

日
と
▼

押
す
（作
動
）

電源プラグをコンセン

トに差 し込み、手でス

イッチカバー全体をし

っかりと押して作動さ

せます。スイッチカバ

ーから手を離すと自動

的に止まります。

プロペラの回転が完全

に止まるのを確かめて

からスイッチカバーを

外します。続いて、本

体から容器を取り外し

ます。

●材料は、容器の規定ライン以上入れないようにして下さい。

●材料で、大きいものはあらかじめザク切りにして準備して下さい。

●ピーナッツや、ゴマなど粘着性の強いものをミルサーする場合は、
スイッチカバーを両手で押えスイッチの入っている状態で手に持ち、

上下に何回か軽く振るようにして下さい。

液状のものを作る

野菜や果物を牛乳などの液体と混ぜてミルサーにかけると、

手軽にジュースを作ることができます。野菜ジュースやマヨ

ネーズを作る時に。

ジュースを作る際は、お好みに合わせて水、または牛写しと一緒にミル

サーしましょう。

●材料は容器の規定ライン以上入れないようにして下さい。

●材料 (野菜や、果物など)は あらかじめスライス状にして準備して下

さい。

●スイッチカバーを両手で押えスイッチの入っている状態で手に持ち、

上下に何回か軽く振るようにして下さい。(ペースト状のものを作る

場合も同じ)

0材料の粒や繊維質が気になる場合は、茶こしなどでこしてお飲み下

さい。

粉・顆粒状のものを作る

煮干、緑茶、桜海老などの乾燥食品をミルサーにかけると、

作動時間次第で、あらびきから微粉末までの粉、顆杜状に

加工することができます。

ふりかけや、きな粉を作る時、コーヒー豆を挽 く時に。

[規定ライン]

規定ライン以上材料を

入れないで下さい。

ペースト状のものを作る

油分の含まれた食品をミルサーにかけると、

工できます。ねりどまや、ピーナッツバター

トなどを作る時に。

ペース ト状に加

、レバーペース

スイッチが入った状態で、

上下に振って下さい。

0

0大豆や昆布などで湿気の多いものや生ものは電子レンジやフライバン

での空妙りなどをして水分をよくとばし、火を通してからミルサーし

て下さい。

●オオ料は容器の規定ライン以上入れないようにして下さい。

●材料で大きなものはあらかじめ小さくしてからミルサーして下さい。

やお好みの形状によって時間を調節します。2 容器とカッターをきち

んと閉めます。ゆるい

場合は材料が漏れてし

まう事があります。

″
七

v′

3 容器を逆さまにして、

本体にセットできるよ

うにします。

8)カ ッター を回 して外

し、ミルサーされた材

料を取り出します。

Ь
七

v′

0



EI煮 沸消毒について

容器はガラス製ですので、煮沸消毒をし

てご使用いただくことができます。

3

容器は煮沸消毒した後、急速に冷やさない

で下さい。(例 :水をかける。水につける。

冷蔵庫・冷凍庫に入れる。)温度差40℃ 以

上となる急冷を行うと、ガラスが割れてし

まい、けがをする場合があります。

容器はガラス製ですので、落としたりぶ

つけたりして強い衝撃を与えると、割れ

てしまい、けがをする場合があります。

2

カッター部も、特殊オイルシール構造に

なっていますので、点沸消毒をしてご使

用いただくことができます。

5
カッター部についているパッキンは、衛生上の配

慮から取り外せるようになっていま魂 パッキンを

取り外して洗った後はカッター部にきちんと装着

じてから、容器とともにご使用下さい。メヾッキン

がきちんと装着されていない状態で容器にねじ

込むと、容器の内容物がもれ出たり、パッキンが

カッターにあたって破損防引 しますので、くれぐれ

もご注意下さしち

0

|ヨll困つ友三日寺のアド′ヾTス

プロペラに材料がはさまつて、

回転が停止してしまった時には。

固いものや大きいもの、どま等の粘着性のある

材料の場合、起こりやすくなります。

図のようにプロペラにはさまっている材料をスプ

ーンなどで取り除いて再スタートします。

9→EOと

大きい物は小さく切ってからミルサーに入れ、

スタートします。

材料が容器などに付着して、

プロペラが空回りしてしまった時には①

粘着性の強い物の場合は、材料の回転が停止し、

プロペラが空回りしてしまうことがあります。

特に、いわしのすり身やピーナッツバターなど

を作る時に、起こりやすくなります。

容器の内側や、プロペラの回りに付着している期

料をスプーンなどで取り除き、中央に集めてから

再スタートします。

材料がはね上がり、プロペラが

空回りしてしまった時には。

少量の大豆などを粉末にする場合、材料がはね上が

り、プロベラが空回りしてしまうことがあります。

特に、柿の葉など軽い物の場合、起こりやすくな

ります。

一度スイッチを止めて、断続的にミルサーする

と、きめ細かい状腹に仕上がります。

材料全体がきめ細かく

ならない時には。

材料の上の部分にプロベラが当らないため、全

体が細かくなりません。

特に、パン粉や水分の少ない野菜ジュースなど

を作る時に、起こりやすくなります。

スイッチカバーを両手で押えながら、スイッチの

入っている状態で手に持ち、上下に何回か軽く振

るようにして下さい。

NT

0



圧】|あとかたづけとお手入れ

0本体

容器に水と中性洗剤を入れて、

15～20秒 ミルサーすると、き

れいになります。

そのあと水ですすぎ、

よく乾燥させて下さい。

本体の汚れは、湿ったフキンで

ふきとって下さい。

|

|

|

|

モーターが途中で停止してしまいました。

1分以上運転 した時やプロペラに材料がはさまった

時、材料の量が多すぎた時には、過電流防止装置が

働いてモーターが停止する場合があります。故障では

ありませんので、次の作業手順に従って再スター トし

て下さい。

①まずプラグをコンセントから抜きます。

②次にプロペラにはさまっている材料を取り除き、量が多い場合
は減らします。

③10秒以上たってから、本体のシャッター内部にある赤色のリセ

ットスイッチを軽く指で押して下さい。

④容器をきちんとセットして、スイッチカバー全体を押して再ス

タートします。

(材料の取り除き方は、日をご参照下さい)

_29スィッチが入りません。

●容器が本体にきちんとセッ  0ス イッチカバーのスイッチ  ●過電流防止装置が働いて

卜されているか確かめて下   が破損 したり、上下にガ   モーターが停止 してぃる場

さい。             夕ついてぃないか確かめて   合があります。リセットス

下さい。スイッチに支障が   イッチを軽 く指で押 して下

0コ ンセントがきちんと入っ   みられた場合は、新 しいス   さぃ。 (上図参照)

ているか確かめて下さい。   イッチカバーと交換 して下

さい。

カッターは右図のように、

プロペラが上になります。

お手入れ後、逆にはめこま

ないよう、ご注意下さい。

カッター部についているパッキンは、衛生上の

配慮から取り外せるようになっていま魂 パッ

キンを取リタトして洗った後はカッター部にきち

んと装着してから、容器ととも:こご使用下さしち
パッヽキンがきちんと装着されていない状態で容

器にねじ込むと、容器の内容物がもれ出たり、

パッキンがカッターにあたって破損 1)をりします

のく くれぐれもご注意下さしち

0本体

●カッ

本体の水洗いは、し

ないで下さい。故障

の原因となります。

カッターは食器乾燥機を使

用しないで下さい。

⑩

カッター変換について

カッターは消耗品です。

下記のような状態が発生 した場合は、

新 しいカッターをお買い求め下さい。
0モーター音はするけれど、プロベラが回らなくなった時

原因 :ジョイントのゴムの摩耗

●使用の際、通常よりも大きな音がする時

原因 :プロペラ軸の摩耗

0本体内部にジュースなどが漏れる時

原因 :プロベラ軸の摩耗

0



部品のこ紹介

部品や容器は、単品で購入することができます。

容器はいくつかそろえておくと、中身を一回一回移し替える手間が省けて便利です。また、ふたをし

て保存容器としてもご利用できます。

スペア容器をご購入の際は、必ず「ミルサー170G用」とご指定下さい。

小魚嫌いのお子様に。

●卵と水を合わせます。

0/よ 麦ヽ粉と重曹をふるい①と合わせます。

0さ くらえぴは約5秒、煮干しは約司0秒 ミルサーにかけておき
ます。

0キャベツは千切りにして洗っておきます。

O②に③と④を入れ、よく混ぜます。
0鉄板を熱し、焼きます。焼き上がりにソースを塗り、青のり

をちらして出来上がりです。

豆腐は低カロリーで、高栄養。

●豆腐はふきんに包み、まな板の問などにはさんで、水気を切

ります。

②さくらえび・どまは別々に約15秒 ミルサーにかけます。

0豆腐にさくらえび・どま・卵・塩を加えて、よく練ります。

0手を濡らし、1口大に丸め、180度の油で揚げます①

●材 料

衣 小麦粉 ・中中……―中●1カ ップ

重曹…………………ひとつまみ

卵 …・中●中●中中……●……2コ

水“…………………・2/3カ ップ

さくらえび ………………―……・5g

煮耳とし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g

キャベツ……………・・………・小1/3

●材 料
木綿豆腐・………………………・1丁

さくらえび・中………●●中中……5g
どま中………………・・・・中……10g

,日 白 …………………………・中●1/2

塩・………………………・・小さじ1/4

●材料

卵責 ………………………………4コ

グラニュー糖・・・………………・80g

にんじん・……………・中●●…●100g

アーモンドの粉 ………………・150g

レモンエッセンス……………5～6滴

溶かしバター・中……………・・・30g

,日白・・・・中0中 ●…●―●中●…●…4コ

グラニュー糖・…………………・509

/1ヽ1篭粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

カッター

(品番 :IFM 180C)

2,000円

―
PH

お買い求めの販売店でど購入

なさるか、「イワタニサービ

スセンター」までお問い合わ

せください。

′
!ヽ容器用スイッチカバー

(品番 :IFM YS― COV-17)
500円

ラス製小容器 (ふた付 )

(品番 :IFM―YS―G)
800円

●記載の価格は、メーカー希望小売価格です。また、表示価格には消費税

は含まれておりません。

●記載の価格は、予告なしに変更する場合があります。

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年 です。

糖分ひかえめ、甘 くないケーキです。

●にんじんを可cmの さいの日に切りやわらかくゆで、50gずつ約

15秒 ミルサーにかけペースト状にしておきます。

●卵黄とグラニュー糖をミルサーにかけ、もったりしたら、ボー

ルに移します。

0卵白にグラニュー糖を少しづつ加えしっかりしたメレンゲをつ

くります。

0バターを溶かしておきます。

O②のボールの中ににんじんのベーストを加え、アーモンドの粉

と小麦粉をふるいながら入れ、熱したバターとレモンエッセ

ンスをカロえます。

00に メレンゲの1/3をカロえしっかりと混ぜ、残りのメレンゲを

加えさっくりと混ぜます。

0型の底に紙を敷き、周囲にバターを塗り、種を流し入れ、オ

ーブンで焼きます。(170度で10分 )

カ ル ン ウ ム 満 点 お 好 み 焼 き (2人分 )

豆 腐 団 子 (4人分 )

ミルサーシリーズの部品の互換性について。

名口
ｍ 品  番 要摘

ミルサー170Gのカッター

ミルサー180Gのカッター
IFM‐ 180C IFM-180Cと IFM―YS― Gは 、各々個別にミルサーloo。 140・

150に 使用することはできませんが、IFM 180Cと IFM― YS―Gを
組み合せてセットとしてなら、ミルサー10o。 140。 150の本体
モーターにも使用することができます。

ミルサー170Gの容器
ミルサー180Gの容器

IFM‐YS‐G

ミルサー100の カッター

ミルサー140の カッター

ミルサー150の カッター

ミルサーlooの容器
ミルサー140の容器

ミルサー150の容器

FM-5C
IFM-5Cと IFM― YS・ YM・ YLを組み合わせてセットとしてなら、

ミルサー170G。 180Gの本体モーターにも使用することができ

ます。

IFM-5Cの カッターにIFM― YS‐G(ガラス容器)を組み合わせて

使うことはできません。また、IFM-180Cの カッターにIFM―

YS・ YM・ YL各容器を組み合わせて使うこともできません。

IFM‐YS
IFM‐YM
IFM―YL

小

中

大

ミルサー200の カッター

ミルサー300の カッター

ミルサー200の容器

ミルサー300の 容器

IFM-200C
IFM― YS―G(ガラス容器)を IFM-200Cの カッターに組み合せて

使うことはできません。

IFM-200Cの カッターはミルサーloo。 140'150。 180の本体
モーターには組み合わせて使うことはできません。

IFM‐ YS
IFM‐YL

小

大

ミルサー200の *斗理容器
ミルサー300の料理容器

IFM―SCSET

に ん じ ん ケ ー キ

0 ⑫



ます作つて》ましょう ミルサー調理例 I

ふ り か け 酢 卵

ざらめは、ナチュラルシュガー。

身体にうれ しいアルカリ食品です。

ざらめを約15秒 ミルサーにかけます。そうすると真白なパウダ
ー状の砂糖になります。

※普通の砂糖と同じように、お料理や動H琲などに入れてお使い

下さい。

余った材料などを利用 して、

栄養たっぷ りのふ りかけが作れます。

0湿気のある煮干しはフライパンで空いりし(乾燥しているもの

はそのままでよい)約 15秒 ミルサーにかけます。

②そのうえに桜えび、削りぶしを入れて約2～3秒 ミルサーにか

けます。そして、一度取り出して他の容器に移しておきます。

0千 し椎茸は4つに切っておき、フライパンで軽くいった干し昆

布を細く切って一緒に約20秒ミルサーにかけます。

O②と③を合わせて、そこにどまとのりを入れ、約3秒 ミルサー

にかけます。

0た らこはよく焼き、手でほぐして以上の材料と合わせます。
※このふりかけはお茶づけ、お好み焼き、焼きそばにふりかけ

てもおいしく召し上がれます。

●材 料

煮耳とし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g

乾燥した桜えび・・・・・……‥中●10g

いりごま・………・・………・・中●10g

たらこ・中●…………・…・中……40g

のり・干し椎茸…………………少々

干し昆布・削り節・・…………・・少々

●材 料

ざらめ・・・……………・・……・・・50g

●材 料

柿の索……………………………10g

カルシウムには、骨を丈夫にすることのほかに、

精神 を安定 させる作用があります。

ス トレスのたまりやすいビジネスマ ンや

集中力を必要 とする受験生には、

カルシウムたっぷ りの酢卵で調理 しましょう。

0卵のからは、中身を取り出した直後のまだ内側がぬれている

状態で薄度をはがします。

0それを約5分問薫沸します。

0煮沸した卵のからをざるに取り、よく乾かして約20秒 ミルサ
ーにかけます。そうするとパウダー状になります。

02カ ップの米酢 (ま たは、500miビン1本)を ボールに入れ、そ

の中にミルサーにかけた卵のからを入れます。

0そのまま約1時間おきます。そうすると、泡が浮いてきますの

で、その泡やアクをきれいにすくい取ります。

0きれいになった酢卵をもとのビンに入れておきます。
※沈殿物は、ど使用にならないで下さい。澄んだ部分のみをど

使用下さい。

0材 料

煮沸した卵のから中…18g(約 3コ分)

米酢・………………………・2カ ップ

(ま たは、500mlビン1本 )

0材 料

食パン・中……………………・1/8枚

●材 料

松の葉(長さlcmに切る)

…………●●中中中●10g(40～50本 )

】k・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 00cc

レモン中…………●・中中………●1/8

(皮 をむいて中身を入れる)

はちみつ・………………………少々

ミルサーで生パ ン粉ができて、味 も抜群。

食パンを手で小さくちぎって、約5秒 ミルサーにかけます。必ず

ミルサーを手に持ち軽く2～3回振りながら使用して下さい。

柿の葉 はビタミンCの宝庫です。

0柿の葉は若葉のときに集め、きれいに洗って湯気の立った蒸

し器に入れ、強火で3～4分来します。

O⑦を盆ざるに広げ、3～4回裏返しながら陰干ししてよく乾燥

させます。手でもんで旭ヽ容器に入れ、4～5秒 ミルサーにかけ

て粗めに砕きます。

0お茶の葉と同じ要領で急須に入れて、熱湯を注いで煮出して

飲んでくださぃ。

0材料を容器に入れて、約30秒ミルサーにかけます。ミルサー

を手に持って軽く2～3回振りながら使用して下さい。

0茶こしでこして、はちみつをお好みで少々加えて下さい。

※ご家庭で手軽にできる健康ジュースです。

※こしたカスは入浴剤としてもど不U用 できます。

パ ウ ダ ー シ ュ ガ ー

パ ン 粉

柿 の 票 茶 VAl葉 ジ ュ ー ス

0 0



ます作つてみましょう ミルサー調理例
I

き な 紛 パ セ リ パ ナ ナ ミ ル ク

ダイエ ット中の方におすすめの ドリンクです。

ミルサーで作ったきな粉に牛乳を加えて、約20秒ミルサーにか

けます。(こ の時、スイッチカバーを両手でおさえつつ、ミルサ

ー本体を手に持ち、上下に振るようにします)

ミルサーしたてのきな粉は、とても良い香 りです。

0犬豆をフライパンで度がはじけるまでよく妙ります。(ま たは

電子レンジで皮がはじけるまで(1分 30秒～2分程度〉加熱し

ます)

0妙った大豆を約40秒ミルサーにかけます。

0材 料

大三二・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g

●材 料

きな粉 …………・・中●●●大さじ2～3

1卜学し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 00cc

0材 料

玄米・……‥中中…1/2カ ップ(70g)

干し昆布(2cm位に切ります)・
中●5g

水 中中………………・・……4カ ップ

堵 三

中 ● ● 中 ● 中 中 中 中 中

… …

●
/1ヽ

さ じ 1

牛乳・・中●●中………………1カ ップ

パセリを一度にたくさん食べるのは大変。

でもジュースならカンタン。

0容器に、バナナを入れ、パセリの葉の部分だけを加え、最後

に牛乳を注ぎます。

0カ ッター部をきちんと装着し、ミルサーに20～30秒かけます。

(こ の時、スイッチカバーを両手でおさえつつ、ミルサー本体

を手に持ち、上下に振るようにします)

●材 料の葉
パセリの葉………………・・中お好み

バナナの輪切り…………………・3枚

(厚さ5mm程度)

当卜写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 00cc

●材 料

アロエ中中…………●・中………15g

レモン汁 ………………………・少々

ミネラルウォーター…………・1 00cc

0材 料

冷えた状態の生クリーム・……・80cc

ざらめ中………中●●………・おヽさじ2

(ま たはパウダーシュガー)

バニラエッセンス……………3～4滴

アロエは「医者いらずJと よばれるほどの健康食材。
中でも便秘解消にはもってこい。

0大容器にアロエを切って入れ、レモン汁、ミネラルウォータ

ーを加えます。

②カッター部をきちんと装着し、ミルサーに20～30秒かけます。

(こ の時、スイッチカバーを両手でおさえつつ、ミルサー本体

を手に持ち、上下に振るようにします)

栄番価が高 く、消化のよい食事です。

赤ちゃんの離乳食 としてもおすすめのメニューです。

0まず、玄米1/2カ ップを容器に入れて約30秒 ミルサーにかけま

す。一度取り出して他の容器に移しておきます。

0フ ライパンで軽くいった干し昆布を約20秒 ミルサーにかけ

ます。

0鍋に①と②を合わせて入れ、7K4カ ップとともに火にかけて柔

らかくなるまで約20分程謙込みます。

0火からおろす時に牛乳 カヽップと塩を加え味付けをします。
※お好みに合わせて、ふりかけなどで味付けをしてもおいしく召

し上がれます。

ケーキやクッキーのデコレーションに。

0ざ らめを容器に入れ、10秒 ミルサーにかけます。

00に生クリーム、バニラエッセンス、を加え、10～20秒ミル

サーにかけます。(生 クリームの冷え具合により出来上りの時

間は異なります。出来上りの目安は、音が「ク～ン」とぃう感
じに変わります)

※必ず、容器、カッター、計量カップなどは、よく乾いた水気
のない状態でど使用下さい。

0

プ ロ テ イ ン ミ ル ク ア ロ エ 汁

玄 米 ス ー プ ホ イ ッ プ ク リ ー ム

0



ます作つてみましょう ミルサー調理例 I

アフターサービスをお申し込みになる際は、

絡下さい。

お買い求めの販売店、または当社事業所までご連

●部品のお問い合わせ ,こ注文は●

イワタニサービスセンター
住所 :〒339-0078埼玉県岩槻市掛7915 TEL 048(758)1003

ビタミンたっぶりのヘルシージュースです。

●りんごと硬めにゆでたにんじんを薄くスライスして容器に入れ

ます。

②牛乳 (ま たは水)を加えて、約40秒ミルサーにかけます。

(こ の時、スイッチカバーを両手でおさえつつ、ミルサー本体

を手に持ち、上下に振るようにします)

お好みではちみつを少々加えて下さい。

※にんじんは、硬めにゆでたほうがビタミンの吸収がよくなり

ます。

0材 料

にんじん 。………………………・25g

りんど・・…・・…・・中●●中●●……50g

牛乳 (ま たは水)・ ………・カッカ /2

はちみつ・………………………少々

発売元 :岩谷産業株式会社 生活商品部

所 在 地 一 覧

東 京 本 社

大 阪 本 社

札 幌 支 店

名古屋支社

広 島 支 店

高 松 支 店

福 岡 支 社

T105-3458

T541-0053

T060-0807
T460-0011

T730‐ 0022

T760-0050

T812-0012

東京都港区西新橋3-21-8

大阪市中央区本町3-4-8

札幌市北区北七条西2‐8

名古屋市中区大須411-39

広島市中区銀山町2-21

高松市亀井町8-11

福岡市博多区博多駅中央街8-36

TEL 03(5405)5971

TEL 06(267)3212
TEL 011(726)1511
TEL 052(242)1246

TEL 082(248)3161
TEL 0878(34)7741

TEL 092(451)2220

00

アフターサービス

に ん じ ん ジ ュ ー ス

●故障かなと思ったら

症状 点検事項 なおしかた

カッターが回 らない

ふたは確実にセットされていますか。 確実にセットする。

リセットスイッチが働いていませんか。 本体裏のリセットスイッチを押す。

プラグがはずれていませんか。 コンセントにプラグを差し込む。

材料の量が多すぎませんか。 材料の量を減らす。

振動が大きい。 材料が大きすぎませんか。 材*斗 をノJヽ さくカットする。

カッターの回転が遅い。 材料の量が多すぎませんか。 材料の量を減らす。

途中で止る。
材料の量が多すぎませんか。 本体裏面のリセットスイッチを押す。

ふたは確実にセットされていますか。 確実にセットする。

MEMO 0本体仕様

IFM‐ 170G

電源 父流100V50/60Hz

消費電力 200W

定格時間 1分

この取扱説明書には保証書がついています。必ず「販

売店・お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保

証書内容をお読みの後、大切に保管して下さい①無料

修理期間経過後の故障修理については、修理によって

機能が維持できる場合、有料で修理いたします。


