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本商品は以下のパーツで構成されています。またご購入時にパーツの不足等無いか、ご確認ください。

ご購入時の梱包状態は本体ユニットと台座になります。

またご使用前に必ず洗浄し、ご使用ください。

各パーツのお手入れの方法は P12 を参照ください。

クリアカバー / モーターユニット

挿入口

台座

ミキシングユニット

ポットリング / 冷却ポット

取扱説明書

※保証書付き

レバーユニット

各部の名称と梱包内容

モーターユニット：家庭用 100V 電源使用

ご
購
入
時
は
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

本
体
ユ
ニ
ッ
ト

●原料にアルコール（リキュールやブランデー等）を入れるとうまく固まらない場合があります。

●冷却ポットは使用する直前まで冷凍庫に入れておいてください。

●材料は使用する直前まで冷蔵庫に入れておいてください。

●混ぜる必要のある材料はあらかじめ混ぜた状態で冷蔵庫で冷やしておくと良いです。

●砕いたクッキーやナッツは混ぜないで、後に振りかける方が良いです。

①電源を切り、コンセントを抜きます。

②クリアカバーを外します。

③モーターユニットからミキシングユニットを引き抜きます。

④冷却ポット・ポットリングを外します。

⑤レバーユニットを外します。

⑥それぞれ決められた方法で洗浄してください。

使い終わったらスグにお手入れしてください。

お手入れの方法は P12 の『お手入れの方法』を参照し、行ってください。

各パーツを外す際、溶けた材料が垂れたりしますので、必ずシンクなどで行うようお願いします。

おいしく作るには…

使い終わったら…

クリアカバー / モーターユニット

ミキシングユニット

ポットリング / 冷却ポット

レバーユニット

本商品はご使用後や期間を空けてからのご使用前に必ずお手入れを行ってからご使用ください。

※各パーツのお手入れ方法は次のページをご覧ください。

●お手入れは必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

●モーターユニット、電源コード、プラグは絶対に濡らさないようにしてください。

●自動食洗機での洗浄は止めてください。

●漂白剤やクレンザー等の研磨剤、金たわし等での洗浄は止めてください。

●小さいお子様の側でのお手入れは止めてください。

●使用後すぐに行うよう心がけてください。

お手入れ方法
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●トラッキング現象とは

　電気製品の電源プラグを長時間コンセントに差したままにしていると、湿気や埃でプラグ先端の

　２本の金具の間に微弱な電流が流れる場合があります。その際に微弱火花が発生し、プラグの絶縁

　素材が炭化して絶縁能力が低下し、徐々に多くの電流が流れるようになる現象です。

　トラッキング現象が起きたプラグをそのまま使用していると発火し、火災につながります。

●トラッキング現象を防ぐには

　・定期的にコンセントからプラグを抜いて点検してください。

　・部屋を清潔にし、埃やゴミがコンセントに溜まらないようにしてください。

　・冬場はこまめに部屋の換気を行い、コンセントなどへの結露を防いでください。

　・使用しない時はコンセントから抜いて保管するようにしてください。

トラッキング現象を防ぐために

その他のご注意

・できるだけペットのいる部屋では使用しないでください。ペットが電源コードをかじり、そこに埃が

　溜まる場合もあります。

・使用しない時は必ずコンセントからプラグを抜いてください。ペットが足等で電源を入れたりする

　可能性があります。

ペットがいるご家庭では

・日中、陽のあたる場所や湿気の多い場所には保管しないでください。

・埃やゴミがたまりやすい場所ではトラッキング現象の原因になりますので使用しないでください。

・小さいお子様が安易に手の届く場所には保管しないでください。

・扉がある押入れ等のゴミが侵入しない、安定した暗い場所での保管をしてください。

保管場所について

必ずコンセントからプラグを抜いて、小さいお子様やペットの手の届かない場所に移動してください。

外出の際は
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クリアカバーからモーターユニットを取り外します。

①クリアカバーを開き、ミキシングユニットを引き抜きます。

②裏面のツメを抑えながらモーターユニットを外します。

③湿らせた布等で拭き、しっかりと乾燥させてください。

お手入れ方法

モーターユニットのお手入れ

モーターユニットを取り外してから行ってください。

①クリアカバーを開き、ミキシングユニットを引き抜きます。

②裏面のツメを抑えながらモーターユニットを外します。

③クリアカバーは中性洗剤または食器洗剤にて洗浄し、しっかりと乾燥させてください。

クリアカバーのお手入れ

必ず冷却ポットが常温になってから行ってください。

①上部から見てポットリングを時計逆回転方向に
　スライドすると外れます。

②共に中性洗剤または食器洗剤にて洗浄し、しっかりと
　乾燥させてください。

　※冷却ポットの洗浄は柔らかいスポンジを使用し、
　　傷をつけないようにしてください。

冷却ポット及びポットリングのお手入れ

①レバーを起こし、本体底面の刻印の「　　」の
　方向に回してユニットを抜きます。

②ユニットの台座とレバーを外し、ゴムパッキンを
　外してください。

③外したユニットを中性洗剤または食器洗剤にて
　洗浄し、しっかりと乾燥させてください。

レバーユニットのお手入れ

クリアカバーを開いてから行ってください。

①ミキシングユニットのストッパーを上にあげ軸を
　手前にずらして A を外します。

② B を時計方向に回し、プロペラ部分を取り外します。

③各パーツは中性洗剤または食器洗剤にて洗浄し、
　しっかりと乾燥させてください。

④乾燥後組み立ててください。 B のネジは必要以上に
　締めすぎないようにしてください。

ミキシングユニットのお手入れ

クリアカバー

クリアカバー

ミキシング
ユニット

ポットリング

レバーユニット

両サイドのツメを開きながら
　 と 　を外します。
※爪等欠けないよう
　注意してください。

●外した状態
※完全には
　外れません。 ●外したゴムパッキン

ゴムパッキン（★）
が見えます。

冷却ポット

上
に
あ
げ
る

回
す

A

B

ツメ ツメ

A

B

A

A

B

B

★

●本商品を落としたり投げたりしないでください。

●電源コードを引っ張ったり、重い物を上に乗せたりしないでください。

●コンセントを抜く際にコードを引っ張らず、根元を持って抜くようにしてください。

●本商品は濡れた手で持ち上げたり運んだりしないでください。滑って落下させる可能性があります。

●本商品を移動する際は必ず台座部分を両手でしっかりと持って移動させてください。

●冷却ポットは落としたりしないでください。変形し、本機にセットできなくなります。

●冷却ポットを冷凍庫にて冷やす際は安定した面に置き、冷やすよう心がけてください。

　冷却にムラが出るとソフトクリーム自体にもムラが生じる場合があります。

●屋外では使用しないでください。埃やゴミが入ると根詰まりを起こし稼働しなくなります。

●モーターが稼働している際はクリアカバーは絶対に開けないでください。

●日中、陽のあたる場所や雨風があたる場所での使用及び保管は止めてください。

●ソフトクリームを作る際は一度食器洗剤等で洗浄してからご使用ください。

●本商品の洗浄は食洗機を使用しないでください。

●冷却ポットは金たわし等の金属で洗ったりしないでください。

●長期間使用しない場合は洗浄し、よく乾燥させた上で収納してください。

●一度使用し、溶けかけたソフトクリームを冷却ポットにて再度冷凍庫に入れるのは止めてください。

●ソフトクリームの材料の賞味期限にご注意ください。また材料を冷却ポットにいれたまま放置しないで

　ください。腐食やカビの原因になります。

●ソフトクリームを作る際は電源を入れ、モーターが稼働している状態で材料を入れるようにしてください。

　凍り始めてから材料を入れると上手く混ざりません。また凍ってから材料を入れてもモーターに負荷が

　かかり、止まってしまい、ショートの原因になります。

●混ぜる材料に氷やドライアイスは入れないでください。モーターに負荷がかかります。

●ソフトクリームの材料にアレルギーがある方は、控えてください。

●冷却ポット、台座、クリアカバー等はしっかりと設置及びはめ込みを行ってください。

●30 分以上の連続稼働はモーターに負担がかかり発熱等の原因になりますので止めてください。

●稼働中に本商品を移動しないでください。

●本説明書に反した使用方法で本商品が故障しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。

注 意

‒ 3 ‒

‒ 10 ‒

ソフトクリームが上手くできない場合は下記の原因が考えられます。

よくお読みの上、ご対処願います。

→準備ができるギリギリまで冷凍庫に入れておいてください。

うまく出来ない場合

本商品はお買い上げ日から６ヶ月が保証期間となっております。

６ヶ月以上経過のお客様や、お買い上げ店印のない保証書に関しては受付できません。

ご了承ください。

不良・交換

本商品を使用しなくなったり、破棄をされる場合は、お住まいの各地域のゴミの廃棄方法に従い、

処分してください。

廃棄について

冷却ポットを冷凍庫から出してから 10 分以上経過していませんか？

→ゼラチン等上手く混ざらない状態では粒ができます。※食べても問題ありません。

　材料は温めて混ぜ、冷やしてから使用することをお勧めします。

材料を混ぜても粒状の物が残る

→投入の直前まで、冷蔵庫で冷やしてみてください。

　また、牛乳や生クリームの液体材料はあらかじめ冷やしたものをご使用ください。

材料を常温のまま冷却ポットに入れていませんか？

→付属のレシピに従い、正しい分量と作り方をしてください。

材料の分量は正しいですか？

→冷却中に頻繁に冷凍庫の開け閉めを繰り返したり、冷凍庫の手前に置いたりすると

　冷え方が悪い場合があります。（約 12 時間連続して冷却を推奨します）

冷却ポットはしっかり冷却されていますか？
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安全上のご注意

必ずご使用の前に本説明書をお読みになって、正しくお使いください。

本説明書は無くさないよう大切に保管してください。

本説明書に記載されている警告事項、注意事項を必ずお守りください。

また操作に関しても本説明書の操作に従って正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

●本商品の使用目的以外でのご使用はしないでください。

●本商品を分解や改造は絶対に行わないでください。

●ご使用の際はコンセントがしっかり差し込まれているか確認の上、行ってください。

●ご使用中に異常な音や異臭を感じた場合は直ちにコンセントを抜き、ご使用をおやめください。

●稼働中の部材に手や器具等を突っ込んだり、覗き込んだりしないようにしてください。手や髪を巻き込ん

　だりし、思わぬ事故の原因になります。

●業務用としては使用しないでください。本商品は一般家庭用器具として商品化したものです。

●食品以外の物を入れて使用しないでください。破片が飛び散ったり、本機に支障が出たりします。

●冷却ポットを電子レンジや湯煎等で熱したり、家庭用冷蔵庫以外の急激に冷える冷凍は止めてください。

●冷却ポットは冷却保冷ジェルが内蔵されています。万一漏れたりし、手や目などに付着した場合はスグに

　水で洗い流し、医師に相談してください。

●冷却ポットを冷凍庫から取り出す際には鍋掴み等を使用し、素手で行わないようにしてください。

●部品のメンテナンスや取り付け、取り外しを行う場合は必ずコンセントを抜いた状態で行ってください。

●火の元の近くや熱い場所での使用及び保管はしないでください。ショートしたりし、危険です。

●コンセントは濡れた手で差し込んだり抜いたりしないでください。感電の恐れがあります。

●日本の家庭用コンセント以外では使用しないでください。過電流、過電圧になりショートする可能性が

　あります。場合によっては爆発する危険性もありますので絶対に行わないでください。

●コンセントのタコ足配線や延長は行わないでください。コードに負担がかかりショートします。

　また余ったコードを束ねたりしないでください。

●本商品を使用する際は水平で安定した平らな場所で周りに物を置かないで使用してください。

●本商品を使用しない場合は必ずコンセントを抜いてください。

●本商品を稼働させたまま、その場を離れたりしないでください。

●ソフトクリームをコーンやカップ、皿に出す際は、必ず２人で行い、一人は本商品を支えてください。

●お子様だけで使用しないでください。使用の際は必ず保護者の方が付き添ってください。

誤った取扱いをすると人が死亡また
は重傷を負う可能性がある内容です。

警 告

警告 誤った取扱いをすると人がケガをしたり
物的損害を負う可能性がある内容です。注意
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仕　様

本商品は以下の内容で構成されています。

本体サイズ

本体重量

材質

定格電圧

定格周波数

定格消費電力

電源コード長

セット内容

原産国

約 高さ 43 x 幅 23 x 奥行き 23 cm

約 2.9kg（電源コード含む）

本体：アルミニウム、ポリプロピレン樹脂、AS 樹脂、

ミキシングユニット：POM 樹脂

冷却ポット：アルミニウム、ポリプロピレン樹脂

100V　（家庭用コンセント：日本）

50 / 60 Hz

18 W

約 1.5 m

本体セット、取扱説明書（保証書付）

中　国

取 扱 説 明 書

本商品はご家庭用で手軽に

ソフトクリームが作れます。

一般家庭専用のため業務用

としては使用しないでください。

また 100V 日本仕様のみと

なります。ご了承ください。

この度はお買い上げいただき誠に有難うございます。

本商品をご利用の際はまず破損や欠品等無いか

ご確認くださいますようお願い申し上げます。

また取扱いの際には本説明書をよくお読みの上、

ご使用くださいますようお願いいたします。

本説明書は大切に保管ください。

安全上のご注意
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保証について

この度はお買い上げいただき誠に有難うございます。

万一お買い上げより 6 ヶ月�の間に故障等が発生した場合、弊社にてご対応させていただきます。

お手数おかけいたしますが、本商品と上記の保証書に記載したものを切り取って一緒にお送りくださいます

ようお願いいたします。

※お買い上げ時には必ず販売店様の印をもらうようにしてください。
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●本商品はご使用前に必ずお手入れを行ってからご使用ください。

　（各パーツのお手入れの方法は P12 を参照ください）

●牛乳や生クリーム等の材料は温めながらよく混ぜ、冷蔵庫で冷やした状態にしてください。

　※冷えた状態からゼラチン等を混ぜると粒が残ります。

ご使用前の準備

①アクリルカバーを開き、冷却ポットをポットリングごと取り出し、マイナス 18℃以下の冷凍庫に

　材料同様約 12 時間程度入れてください。

　●この時、横向きや斜めに入れないようにしてください。

　●冷凍庫はよく冷える奥の方に入れておいてください。

　●冷却ポットはしっかりと乾燥した状態で入れてください。

　●３日以上入れたままにして放置しないでください。

�　●より冷却を安定させるため、冷却ポットを袋に包んで入れると効果的です。

②本体ユニットに台座を取り付けます。

③12 時間後、冷凍庫から冷却ポットを取り出し、本体ユニットに装着します。

　この時直接素手で取り出さず、鍋つかみ等を使用し、ポットリングを持って

　取り出してください。

　また冷却ポットのツメが本体の凹に噛み合わせて固定してください。

④クリアカバーを本体に被せ、回してロックします。

　また、モーターユニットとミキシングユニットがしっかりと固定されて

　いるか確認してください。

⑤レバーユニットのレバーを押し上げ、排出口が閉まっているか

　確認してください。

⑥電源コードをコンセントに差し込みます。

　※濡れた手では行わないでください。感電する恐れがあります。

⑦冷蔵庫から冷やしておいた材料を取り出し、よく混ぜ合わせてください。

⑨約 15 分〜25 分で出来上がります。（使用している部屋の気温や季節により多少前後します）

�⑩ある程度とろみが出来たら、盛り付けが出来ます。

　お皿やコーンを用意し、レバーを下げるとソフトクリームが出てきます。

ソフトクリームを使いきったら電源を止めてください。

⑧本体の電源を入れてから、混ぜた材料を挿入口から注いでください。

　※必ず電源を入れてから材料を入れるようにしてください。電源を入れる前に材料を先に入れると

　　材料が固まり、その後電源を入れるとミキシングユニットに負荷がかかり回らない可能性があります。

　※混ぜた材料は 300ml を目安に、それ以上入れないでください。固まると溢れる場合があります。

ご使用方法

②

③

⑤

ここでは例としてバニラソフトクリームを挙げてご説明します。

材料の作り方

①牛乳、生クリーム、卵 1 個（黄身のみ）、砂糖をあらかじめ温めた状態（弱火）でよく混ぜてください。

❷温まってきたらゼラチンを入れ、よく溶かしてください。

③火を止め、バニラエッセンスを３〜５滴垂らしてよく混ぜてください。

④あら熱を取り除き、容器に入れて冷蔵庫で冷やします。

凹

レバー

あげると閉まる

本体ユニット

台座

渦をうまく巻くには、受け皿やコーンを斜めにし、ゆっくり回転させるとうまくいきます。

※とろみが少なかったり、固まっていないと渦を巻いてもスグに崩れます。

　受け皿などは手の体温により熱が伝わりやすいので、あらかじめ冷やしておくと良いでしょう。

うまく渦を巻くコツ

その他のレシピ

チョコソフトクリーム

固まり具合を確認する場合は、ソフトクリームを３〜５cm 程度、お皿に出して確認してください。

最初は底の溶けた液体が出る場合があります。

固まり具合の確認

●材料の挿入は必ずモーターユニットを回しながら行ってください。材料が固まった状態でモーターユニッ

　トを稼働するとモーターに負荷がかかり、発熱し、安全装置（サーモスタッド）が作動し、停止します。

●長時間稼働を続けているとモーター自体の温度が上昇し、安全装置（サーモスタッド）が働き、停止する

　場合があります。一度電源を切り、全体を冷やすと稼働しますので故障ではありません。

●ご購入時から初期稼働時にニオイが出る場合がありますが、数回使用するうちに消えます。

●モーターユニットは電気稼働のため、長時間稼働させると発熱します。異常に熱くなった場合はただちに

　使用を停止し、コンセントを抜いて冷めるのを待ってください。

●冷却途中（電源オンで混ぜている最中）に電源のオン、オフを行わないでください。混ぜるのを途中で止め

　たりすると、材料が固まり、モーターが回りにくくなります。

●ミキシングモーターの動きが遅くなると、材料が硬くなり始めている原因です。一度固まると再度の稼働

　は出来ませんので、全て出し切るか、洗浄し、再度最初から行ってください。

●電源をオンにしたままその場を離れたりしないでください。

●材料を冷却ポットから取り出す際は金属製のスプーン等は使用しないでください。また冷却ポットに傷を

　つけないように注意してください。

使用上のご注意

その他デコレーションや

アイデア次第で

いろんなスイーツが作れます。

※作り方は６ページのバニラと同様に

　行ってください。

牛乳・・・・・・・200ml

生クリーム・・・・100ml

卵・・・・・・・・・1 個（黄身のみ）

バニラエッセンス・・3〜5 滴

砂糖・・・・・大さじ 1.5 杯

（ゼラチン・・・・・・2.5g）※推奨
推奨容量

牛乳・・・・・・・・・・100ml

生クリーム・・・・・・・100ml

ミルクココア（粉）・・  小さじ４杯

ゼラチン・・・・・・・・ 2.5g

推奨容量

あくまでも推奨です。入れなくても
作る事は出来ますが、室温や環境により
固まりにくい事があります。


