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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、必ず保証吾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、保証期間中でも修理費用を」頁戴させていただきます。
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、お買い上醐吉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しち
6本書は日本国内においてのみ有効です。Ttts warrantyほ valtt otty」 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tち

※保証jtB間経過後の修理・補1彦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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無料修理保証期間 ご購入年月日    年  月  日より 1本体 11年間
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TEL(   )    一

Iwatani

このたびはイヮタニ・ミルサーⅡを

お買い上げいただき

誠にありがとうございます。

0ど使用する前に、この取り扱い説明書
をお読みいただき正しくお使い下さい。

0こ の取扱説明書ll保証書を兼ねてぃま

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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安全に工しくイ史っていただくために

安全 上 の こ注 意

:iヨ号を:::猛【|ここi【こ:号|::と  を:iこと::33写とを自    三i:合3
て下 さい。    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,
下さい。その緊

る重要な内容ですので、必ず守って

内容をよく亀露

示と意味は次のようになっています。

お使い下さい。

Fし てから本文をお読みになり正しく

△警告

改造はしないで下

さい。また修理技

術者以外の人は、

分解 したり修理を

本体を水につけた

り、水をかけたり

しないで下さい。

ショー ト・感電の

恐れがあります。

しないで下さい。

火災・感電・けが

の原因となります。

子供だけで使わせ

たり、幼児の手の

届くところでは使

わないで下さい。

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

等調理材料以外は

入れないで下さい。

けがをする恐れが

あります。

△注意

電源コードや電源プラクが瘍んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使

用 しないで下さい。

感電・ショート・発火の原因となりま

す。

不安定なところで

は使用 しないで下

さい。

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

をするときは、必ず電源ブラグを扱いて

下さい。

けがをする恐れがあります。

40℃ 以上の熱い材料は容器にいれない

で下さい。

ふきこばれによるやけどや、容器割れに

よるけがの原因となります。

交流100V以外では使用 しないで下さ

火災・感電の原因となります。

使用時間以外は、電源プラグをコン咆

ントから抜いて下さい。

けがややけど、絶縁劣化による感電・

漏電火災の原因になります。

△注意

電源コードを傷付けたり、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、たはねたりしない

で下さい。また、重いものを載せたり、

挟み込んだり加工 したりしないで下さ

い。電源コードが破損し、火災・感電
の原因となります。

電源プラクを抜くときは、電源コード

を持たずに必ず先端の電源プラクを持

って引き抜いて下さい。

感電やショートして発火することがあり

△ 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。

△ I注意
この表示を無視して、誤った取り扱い
をすると、人が傷害を負ったり、物的
損害の発生が想定される内容が記載さ
れています。

0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)が描れています。

①
記号 は、禁上の行為であることを告けるものです。

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)が描れています。

記号 は、行為 を強制 したり指示 したりする内容 を

告けるものです。図の中に具体的な指示内容 (左

図の場合 は電源プラクをヨンセン トから抜いて く

ださし

'力
端 れています。

②



ミルサーの老前と働き

小型容器用

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。

小型

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。

プロペラ
ジョイント
8ページをご参照下さい。

本 体 側 ス イッチ部

スイッチカバー側のスイ

ッチ部をここに合わせま

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。

●電源コードの

取 り出し方

底部のふたを引き開け

み要な長さの電源コー

ドを引き出し、引っ掛

けみぞにセットします。

回転中のカッターは危険ですから、直

接手を触れないで下さい。

けがの原因となります。

1回 の運転は5分以上行わないで下さい。
モーターがぃたみ故障の原因となりま

す。

召器類は電子レンジ・オーフン・オー

フンレンジに使用しないで下さい。

材料は規定量以上入れないで下さい。

故障の原因となります。

材料を入れない状

態での空回しは絶

対にしないで下さ

い。

作動 はスイッチカ

バー以外で しない

で下 さい。

けがをする恐れが冽
絡

スイッチ
本体側のスイッチ部と

合わせてセットします。

容器としっかり合わせ  態でスポッと本体/Dlら 取り

て本体にセットします。  外せます。

本体セットする際は、

きちんと合うほうを前

にセットして下さい。

ミルサーは材料を粉砕する機能を持った商品ですが、次に示すものは調理が

出来ない材料及び調理例ですので、必ずお守り下さい。

合わせ突起

合わせみぞ

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。

大型容器用
スイッチカバー

大型容器

〇
ふた

(保存するときに使用しま,つ

-

【ミルサーで きないもの】

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。

1繊維質の強いもの

すじ肉・猿のこしかけ・根こんぶ・キャベツの芯など

の野菜の芯

2非常に堅いもの

・鰹ぶし・冷凍食品・氷等

3その他

・いっていない大豆

【ミルリーで作れないもの】
挽肉・野菜のみじん切り
※別売品の「お料理カッター」で作ることができます。

おろし類 (大根。人参・リンゴ・にんにくなど)

(底部にあります)

③ ④

へ ら



ミルサーの使い方

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。

用途形1ミルサーの使い方

「~
粉・顆粒状の場合

ふりかけや、きな粉を作る時に。

コーヒー豆を挽く時に。

・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*斗 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。

・材料やお好みの形状によって時間を調節します。
規定ライン以上

材料 を入れない

で下 さい。

電源プラグをコンセン

卜に差 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
'リ

タトし

ます。

カッターを回してタトし

ミルサーされた材料を

取り出します。

|    ~~~~

ベース ト状の場合

―
↓
▼

押
す

（作
動
）

いわしのすり身や、ピーナッツパター

レバーペース トなどを作る時に。

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。 (上国参照)

材料 (魚 など)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、コ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。

振って下 さい。

「
~

液状の場合

会

手 ε

~2oo_;甜〕

tl―‖

一一一[規定ライン]

(水、中

マヨネーズを作る際
の目盛です。(作 り方

は
□

参R0

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、または牛乳と一緒にミ

ルサーしましょう。

・材料は容器の規定ライン(300の 目盛り)以上入れないようにして下

さい。

材料 (野菜や、果物など)で、大きいものはあらかじめスライス状にし

て準備して下さい。

・材料の粒や繊維質が気になる場合は、茶こしでこしてお欲み下さい。

きめの細かい状態にしたい時は、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。規定ライン以上材料を入れないで
下さい。

⑥

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。

スイッチを本体正面の

スイッチ部に合わせて、

スイッチカバーをセッ

トします。

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。

容器を逆さまにして、

本体にセットできるよ

うにします。
Ｍ

⑬

⑤



困った時のアレ イヾス ミルサーが動かない時のアドバイス
(リ セットスイッチの使い方)

2. スイッチが入りません。
・容器が本体にきちんとセット   ・スィッチヵバーのスイッチが     過電流防止装置が働いてモー

されているか確かめて下さい。   破損したり、上下にガタつい     ターが停止している場合があ

ていないか確かめて下さい。     ります。リセットスイッチを
,コ ンセントがきちんと入って    スィッチに支障がみられた場     軽く指で押して下さい。

いるか確かめて下さい。      合は、新しいスイッチカバー     (上 図参照)

と交換して下さい。

1.旨曇鐸拒|;!どと:え尾たiょ。

(冒ぢ瘍鶏占適暮l｀迄gi)三手露?'ξttP)

POINT

図のようにブロベ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

0→二
0と

大きい物は小さく切ってからミルサーに入れ、

再スター トします。

2.質
」 祭塁苦 ,ttttξ とえ緯 ご F。

・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。

(誓 E逃搾:恙ぞ「造:手辱子々と予ど争F)

議

Ｐｏ‐ＮＴ

容器の内側や、プロベラの回りに付着してい

る材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。

モーターが途中で停止 してしまいました。

5分以上運転 した時やブロヘラに材*斗がはさまった時、

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次にプロベラにはさまってぃる材料を取り除き、量が多い

場合は減らします。

③ 10秒以上たってから、本体底部にある赤色のリセットボタ

ンを軽く指で押して下さい。

①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、匠コの1を ご参照下さい)

全

F)

こ‐ょ。　ｎ　　
オ゙噂

Ｓ

Ｐｏ‐ＮＴ

スイッチカバーを両手で押さえながら、スイ

ッチの入っている状態で手に持ち、上下にイ可

回か軽 く振るようにして下さい。

4.望督,ι ?士ど!ぞ恩だそ争
少量の大豆などを粉末にする場合、材料がはね上

がり、プロペラが空回りしてしまうことがあります。

(   恒[iザ ぞ写毒拿手
gサ

整

の場合、

   )

一度スイッチを止めて、断続的にミルサーす

ると、きめ細かい状態に仕上がります。

⑦

ジョイント

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。

oモーター音はするけれど、プロペラが回らなくなった時  (原因 :ジ ョイントのコムの摩耗)

●使用の際、通常よりも大きな音がする時  (原因 :プロベラ軸の摩耗)

。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)

※カッター等部品は全て有償となります。

③



お手入れの仕方

お手入れ方法 ご注意

0容器・カッター

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。

●カッター

カッターは煮沸消毒をしないで

下さい。

カッターは食器乾燥機を使用し

ないで下さい。

小型容器用

スイッチカバー

800円

●本体

本体の汚れは、湿ったフキンで

ふきとって下さい。

本体の水洗いは、しないで下さ

故障の原因となります。

部品のご紹介

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。

カッター

3.500円

(胃u売品〉

お料理カ ッター

6,000円

ミンチ・すり身・みじん切りなど「お料理カッタ
ー」があれば、お料理のレパートリーが大きく

広がります。

●サイズ/125(幅 )× 150(奥 )× 145(高 )mm
●回転数/約 2,000rp m

お貢い求めの販売店で購入なさるか、

または当社までお問い合わせ下さい。

小型容器 い たヽ付)

500円

大型容器用    大型容器 (ふ た付 )

スイッチカバー     1,ooo円
1,500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イ氏保有期間は製造打切り後5年です。

③
⑩



まずイ乍ってみましょう

ミルサー簡単クッキング

ビタミンたっぷりのヘルシ
ージュースです。

0り んごと硬めにゆでたにんじんをスラ

イスして容器に入れます。

o4F乳 (ま たは水)を加えて、約30秒 ミ
ルサーします。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。

●材料

にんじん・………・・………25g

りんご………………・・中●50g

牛乳 (ま たは水)…・1/2カ ップ

はちみつ…………………`少々

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
ルシウムたっぶりの酢卵で

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皮
をはがします。

②それを約5分間煮沸します。

O煮沸した卵のからをざるに取り、よく乾かして約20秒 ミルサーします。
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、500祀 ビン1本)をボールに入れ、その中にミ

余った材料などを利用して、

栄養たっぶりのふりかけが

作れます。

ルサーし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。

●材料

煮沸した卵のから
・……………18g(約3コ分)

米酢・…………………2カ ップ

(ま たは、500記 ビン1本 )

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 ミルサーします。

0そ のうえに桜えび、削りぶしを入れて

約2～3秒 ミルサーします。そして、一

度取り出して他の容器に移しておきま

す。

0干 し椎茸は4つに切っておき、フライパ
ンで軽くいった千し昆布を細く切って
一緒に約20秒 ミルサーします。

O②と③を合わせて、そこにごまとのり
を入れ、約3秒 ミルサーします。

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Iこふけかけてもおいしく召し上がれます。

0材料

煮干し―・…Ⅲ…・・………・lo9

乾燥した桜えび ,… ………log

いりごま・…………………10g

たらこ……・・―・・・・……・409

のり。干し椎茸…………・少々

干し昆布・削り節………・少々

※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。

ミルサーで生パン粉がすぐ
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

サーします。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。

●材料

食バン        1/2枚
|

今、話題のジュースです。 0材料を容器に入れて、約30秒 ミルサー

します。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。

②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ご利用できます。

●材料

松の葉 (長 さlcmに切る)

・・・……・・log(40～ 50本 )

刀k・・・・・・・・・・・・・・・・・・・loocc
レモン…………………・・…1/3

(皮 をむいて中身を入れる)

はちみつ…・・……………・少々
ざらめは、ナチュラルシュ

ガーです。

ざらめを約15秒 ミルサーします。そうす
ると真白なパウダー状の砂糖になります。
※普通の砂柏と同じように、お料理や珈琲などに

入れてお使い下 さい。

●材料

ざらめ          509

ミルサーしたてのきな粉は、

とても良い香りです。

0大豆をフライパンで皮がはじけるまで
よくいります。(ま たは電子レンジに皮
がはじけるまで1分位かけます)

0いった大豆を約30秒 ミルサーします。

●材料

大豆                 30g

柿の葉はビタミンCの宝庫で

す。

乾燥 させた柿の葉 を細かくして容器に入

れ、約20秒 ミルサーします。
※ミルサーした柿の葉を急須にいれ、普通のお茶

と同 じように欲んで下 さい。

●材料

柿の葉         lo9

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 ミルサーします。

●材料

きな粉・…………・大さじ2～3

響 し…… … … … 150cc

⑫

じんプニ` 女

お砂縞
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①



栄養価が高く、消化のよい

食事です。赤ちゃんの離乳

食としておすすめのメニュ

ーです。

0まず、玄米H/2カ ップを容器に入れて約30秒 ミルサーします。一度取り

出して他の容器に移しておきます。

②フライパンで軽くいった千し昆布を約20秒 ミルサーします。

0鍋に①と②を合わせて入れ、水4カ ップ

とともに火にかけて柔らかくなるまで

約20分程煮込みます。

0火からおろす時に牛乳1カ ップと塩を加

え昧付けをします。
※お好みに合わせて、らヽりかけなどで味付けをして

もおいしく召し上がれます。

●材料・4人分

玄米 ・………1/2カ ップ (70g)

干し昆布 (2cm位 に切ります)

・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・5g

水 ……………………・4カ ッブ

塩 ……………………・′」ヽさじ1

牛乳・…………………1カ ップ

お好みの味付けで、オ リジ

ナルマヨネーズを作ってみ

ましょう。

0卵は割ったときに黄身の崩れていない新鮮なものを使います。(冷蔵庫の

卵は常温に戻してから
)

0まず、オイル以外の材料を容器に入れて約5～ 6秒 ミルサーします。

0つ ぎにサラダオイルを1/3ずつ3回 に分

けて加えます。 回ヽ目にオイルを1/3カ

ップ加えて、約5～ 6秒 ミルサーします。

02回 目のオイルを加えてさらに5～6秒 ミ

ルサーします。この時、味を見てお好

みに合わせて調味料を加えて下さい。

0最後に、残りのオイルを加えて約15秒

ミルサーします。(ミ ルサーの音が、ク

～ンク～ンと変わるときが目安です)

※サラダなどに、盛 り付 けて召 し上がって下 さい。

青い背の魚には良質の脂llt

酸が含まれ、動脈硬化の予

防にもなります。鮮度が大

切ですので、新 しいものを

求めてすぐ調理 して下さい。

0いわし3尾 は頭とはらわたを取って水で洗い

ます。包丁で細かくして、容器に入れます。

②約20秒振りながらミルサーしてすりつぶし、

O②の中にしょうが汁 。みそ。片栗粉を

加えて混ぜ、練っておきます。

0鍋に水を2カ ップ入れて煮立てて、③を

スプーンで 口ヽ大にまとめて鍋に入れま

す。

0つみれが浮いて来たら塩で味付けをし

て、火からおろす直前に醤油をたらし、

香りをつけます。

、手開をして骨と皮を取り

ボールに移します。

●材料・3人分

いわし‥…………3尾 (100g)

しょうが汁 …Ⅲ… …′卜さじ1/3

みそ・…………………ツトさじ1

片栗粉 ………………・′
Jヽ さじ2

水 ……………………・2カ ップ

みつば・…………………・少々

塩 ・・  ・……・・・・・・′Jヽ さじ2/3

響,由 ・……………………・少々

●材料

全卵 ………………………・1コ

塩・・…………Ⅲ……・′」ヽさじ1/2

ねりからし・酬 膏・―・′卜さじ1

酢 ……………………・大さじ2

(り んご酢・レモン酢・ワイン

ビネガーなど)

サラタオイル…………1カ ップ

(な るべく新しいもの。リノー

ル酸オイルなど)

容tiのマヨネース用の目選りをと老にして下さい.

⑬

アフターサービス

アフターサービスをお申し込みになるときは、
までご連絡下さい。

0本体仕様

保証について

お買い求めの販売店、または当社事業所

lFM‐ 200D

電源 父流100V50/60Hz

消費電力 200W

容量

小型容器/固形物 :75cc

液体 :180cc

大型容器/液体 :300cc

定格時間 5分

型式認定 乙種 ○

この取り扱い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。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。

岩谷産業株式会社 生活商品部

東 京 本 社 〒104東京都中央区八丁堀27‐ l    TEL 03(3555)5971
大 阪 本 社 〒541大阪市中央区本町3牛8     TEL 06(267)3212
札 幌 支 店 〒060札 幌市北区北七条西2‐8    TEL 011(726)15コ
名古屋支社 〒460名古屋市中区大須牛11 39   TEL 052(242)1246
高 松 支 店 〒760高松市亀井町8 1l       TEL 0878(34)7741
広 島 支 店 〒730広 島市中区銀山町2 21     TEL 082(248)3161
福 岡 支 社 〒812福岡市博多区博多駅中央街8 36 TEL 092(451)2220

⑭

●故障かなと思つたら

症 状 点検事項 なおしかた

カッターが回らない

′Sヽ たは確実にセットされていますか。 確実にセットする。

リセットスイッチカH動 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。 コンセントにブラクを差し込む。

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*斗が大きすぎませんか。 材料を刻ヽさくカットする。

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①

ふたは確実にセットされていますか。 確実にセットする。


