家庭用

コードレス タンブラーミキサー
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TMCX400
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安全上のご注意
故障かな？と思ったら

アフターサービス

安全上のご注意

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買
い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（14ページ参照）

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への
危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
●
●

補助を必要とする人（子供を含む）は、
単独でこの製品を使わない。
子供の手の届く所で使わない。
子供の手の届く場所に保管しない。

絵表示の例 ● 正しく取り付けなおす。
誤った扱いをすると、死亡また
（9・10ページ参照）
● 取り付けガイドの位置がずれている。
は重傷を負う可能性があり、か
記号は、「してはいけないこと」の
つその切迫度合いが高いと想定
内容をお知らせするものです。
材料がもれる。
される内容を示します。

感電・けが・やけどの恐れがあります。
使用する際は、安全に責任を負える人の
監督・指示のもとで使うようにしてくだ
さい。
また、子供が本製品で遊ばないように
注意してください。

カッターに材料がはさまっている。

動かない。
刃が回らない。
途中で止まる。

はしなどを使って材料を取り除く。

●注意事項は次のように区分しています。

危険

（左図の場合は分解禁止）

警告 誤った扱いをすると、死亡または

タンブラーに本体がはまら
重傷を負う可能性が想定される内
● パッキンが正しく取り付けられて
記号は、
「しなければならないこと（強
ない。
容を示します。 いない。
制）」の内容をお知らせするものです。
はめにくい。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を
負う可能性や物的損害のみの発生
● 材料が大きすぎる。
振動が大きい。が想定される内容を示します。
●

●

材料が多すぎる。

●

（左図の場合は電源プラグを
コンセントから抜く）
材料を小さく切る。
材料を減らす。

● 4ページ「ランプが赤色に点滅し
スイッチを押しても動かない。
必ず、定格出力5V、1A以上のACアダプ
● 定格時間を越えて使用している。
たときは」の手順で対処する。
ター・モバイルバッテリー・を使用する。
途中で止まった。
● 禁止食材を使用している。
温度が下がってもこの状態が続く
カーチャージャーは使用しない。
(ランプが約5秒間赤色に点
● 停止後、30分以上休ませていない。
本製品はリチウムイオン電池を使用して
場合、「お客様相談窓口」にご相
滅する)
(日本国内専用)
談ください。（14ページ参照）
います。

高温になる場所に置いたり、強い衝撃を

火災・動作不良の原因となります。

車内など高温になる場所で充電・使用・
保管をしない。
火災の恐れがあります。

梱包剤（ポリ袋・電源プラグのカバーな
ど）を、子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどし
て、窒息や誤飲する恐れがあります。

与えたりしない。（7ページ参照）
すぐに使用を中止し、
スイッチを押しても動かない。
PSEマークの付いたアダプターやモバイ
「お客様相談窓口」にご相談ください。
途中で止まった。
破裂・発火・発熱の恐れがあります。
ルバッテリーを使用する。
（14ページ参照）
(ランプが約10秒間赤色に速く点滅している/充電しても同じ様に点滅する)
充電できない。
●
パソコンから充電している。
（ランプが緑色の点灯に変わ
充電終了後は必ず充電ケーブルを抜く。
らない）

火災・発煙の恐れがあります。ケーブル
を取り付けたまま放置しないでください。

火災・感電の恐れ
があります。
●

パソコンから充電すると満充電に
ならない場合があります。

充電ケーブルは下記のように扱わない。
●
充電池には寿命があります。

● ねじらない
無理に曲げない
ご購入後すぐにこの状態になった
● 引っ張らない
●
重いものをのせない
場合は、「お客様相談窓口」にご
マグネットプラグに異物やゴミを付着させない。
相談ください。（14ページ参照）
● 熱いものに近付けない
発火・感電・ショートの恐れがあります。
● はさみ込まない
● 加工しない
● 束ねたまま使用しない
充電できない。
すぐに使用を中止し、
次の状態が確認されたときは使わない。
「お客様相談窓口」にご相談ください。
(ランプが点灯しない)
火災・感電の恐れがあります。
● 充電ケーブルが断線しているか、
（14ページ参照）
● 充電ケーブルが異常に熱くなる
断線しかけている。
●
使用中、動いたり止まったりする
充電ケーブルを折り曲げたり、
タンブラーの中に金属製のスプーン
● 充電ケーブルの根元部分が変形
動かすと、充電がとまる。
・痛んでいる
などを入れない。
● 本体が変形したり、
異常に熱くなったりする
けが・故障の恐れがあります。
●

充電池寿命が近付いている。

●

USBソケットから充電ケーブルを抜くと
きは、プラグ部分を持って抜く。
充電ケーブルが傷んで火災・感電・
ショートの恐れがあります。

カッターは鋭利なので
直接手で触れない。
けがをする恐れがあります。
着脱時やお手入れをする
ときなど、本体を取り扱
うときは、カッターに注
意してください。
40℃以上の材料は容器に入れない。
ふきこぼれによるやけどや、変形の恐れ
があります。
熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出する
恐れがあるので注意してください。

運転中にタンブラー部の取り外しを
しない。
改造はしない。
修理技術者以外の人は、
分解・修理しない。

けがをする恐れがあります。

発火・感電の恐れがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口に
ご相談ください。

空回しをしない。
定格容量を超える量の材料を入れない。
定格容量：300ml

本体を水につけない。
ぬれた手で、充電ケーブルの抜き差しは
しない。

調理以外の目的では使わない。

感電の恐れがあります。

本製品が故障する恐れがあります。

本製品が故障する恐れがあります。

磁気アクセサリーなどの磁気を帯びた
ものを近づけない。
火災・感電の恐れがあります。
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誤動作する恐れがあります。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。
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お手入れのしかた
品質表示・仕様

レシピ

安全上のご注意

品質表示

材料の下ごしらえ、タンブラーミキサーの使いかたについては、8～10ページを参照し
てください。材料の番号順にタンブラーに入れてください。
できあがりの量の目安は1～2人分です。

寸

保管環境温度

40秒間かくはん。
●

定格時間を超えて連続運転しない。
合計2分間動作させたら、
2分以内
30分以上休ませる。
本製品が破損する恐れが
あります。

黒ゴマきな粉バナナスムージー
材料

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

①牛乳
②バナナ
③黒ゴマ
④きな粉

200ml
80g(1本)
小さじ1
8g(大さじ1)

●

ブルーベリープロテインスムージー
材料
①豆乳(牛乳)
②ブルーベリー
③プロテインパウダー

法

5℃～35℃

量

370g(本体＋タンブラー部)

定

格

2分動作

タンブラー容量

300ml

充電ケーブル
長さ

0.55m

本体 充 電 時 間

1.5時間

30分休止

カッター部分を洗うときは、刃に触れな
いよう中性洗剤をつけたブラシなどで洗
い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくす
ランプが赤色に点滅したときは
すぐ。
本製品は負荷がかかりすぎたり、定格時間を超えて使用したりして充電池が高温に
カッター部分以外はスポンジに中性洗剤
なると、停止してランプが約5秒間赤色に点滅します。
をつけて水かぬるま湯（40℃以下）でよ
その場合は、下記の手順で処置をしてください。
くすすぐ。
①材料を減らす、液体を足す。
使えない材料を入れているときは取り除く。
刃に材料がはさまっていたら、はしなどで取り除く。
※刃に直接触れないでください。
②30分以上休ませる。

200ml
40g
20g(大さじ4)

東京都品川区西五反田5-5-7

質

高さ183×幅93×奥行き83mm
(本体＋タンブラー部)
0℃～40℃

株式会社テスコム

使用環境温度

品
名 コードレス タンブラーミキサー
①本体を図の矢印の方向に回して、タンブラー
から外す。
品
番 TMCX400
②スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬ
充 電 電 源 ５V、１A
るま湯（40℃以下）でよくすすぐ。
回 転 数 約17000回転(無負荷)

80ml
30g
40g(1/2個)
60g
80ml

様

タンブラーは電子レンジ・オーブンに入れ
ない。火のそばに置かない。
40秒間かくはん。
変形や破損する恐れがあります。

①水
②セロリ
③キウイフルーツ
④白桃(缶詰)
⑤白桃缶詰のシロップ

表示者

仕

①のむヨーグルト
150ml
使えない材料を入れない。
②りんご
60g(1/4個)
（8ページ参照）
③バナナ
40g(1/2本)
本製品が破損する恐れがあります。
④はちみつ
大さじ1(お好みで)

タンブラー

原料樹脂：PCT（コポリエステル）
タンブラー・パッキン
耐熱温度：90℃
パッキンも取り外してお手入れする。(外れに
耐冷温度：-20℃
くいときは、ようじなど、先の細いものを
使って外してください。)

スムージー
本製品は家庭用なので、
業務用として使わない
● 野菜・くだものは芯や皮、種などを取り除いた重さです。
けが・故障の恐れがあります。
家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が
フルーツヨーグルトスムージー
桃セロリキウイスムージー
使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設な
ど）では使用しないでください。
材料
材料

本体のつけ置き洗いを
しないでください。故
障する恐れがあります。

②の休止時間が短いと、再度ランプが点滅して製品が動作しません。

40秒間かくはん。

40秒間かくはん。
プロテインの量はお好みで調整してください。
(プロテインは液体に対して15%以下にする。)

本

●
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体

お手入れのあとは、十分に乾燥させてから各部を組み立て、直射日光の当たらない通気性の
良い場所で保管する。
※水分が残っていると、さびやカビが発生する原因となります。

ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学
ぞうきん・漂白剤をよごれ落としとして使わない。

●
●

カッターには直接触れない。
食器洗い乾燥機は使わない。
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各部のなまえとはたらき

使いかた

各部のなまえとはたらき
使いかた
2分以内

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「＊」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、お近くの取扱店へご注文ください。
（ホームページからのご購入については14ページ参照）
調理のしかた
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

40秒×3回使用したら、30分以上休ませる。
（連続でなくても、合計で2分間使用したら30分以上休ませる。）

3

タンブラー部
●
●

本体にパッキンを必ず取り付ける。
使用前にカッターに傷がないか確認する。

1

●

40秒×3回使用したら、
30分以上休ませる。
運転時間の合計が2分を
超えないようにする。

2分以内

付属品
本体をタンブラー部に取り付ける。

充電ケーブル＊
①本体のカッター面を下に向けて持つ。
②タンブラーにはめて図の矢印の方向に回し、しっかり取り付ける。
プラグ（電源側／Type Ａ）

最大目盛
（300ml）

タンブラー＊

マグネットプラグ（本体側）

本体にパッキンを取り付ける。

取り付けガイド

充電のしかた

取り付けにくいときは、ようじなど、先の
細いものを使って取り付けてください。

ご購入時は本体にパッキンが取り付けてあ
取り付けガイド
ります。
タンブラーの と
本体の が合うよ
うに、本体を回し
てセットします。

本

2

スイッチ面

ランプ
①液体

4
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体

下ごしらえした材料をタンブラーに入れる。
ストラップ

カッター面

●

動作中はランプが緑色に点灯します。

本体をタンブラー部に取り付け、
充電池の残量が少なくなるとランプが点滅し、
充電ケーブルのマグネットプラグ
残量がなくなるとランプが赤色に点滅します。
を本体コネクターに図のように
● 40秒後に自動で停止します。
セットする。
動作中にスイッチを押すと停止します。
本体

カッター

スイッチ
②固い材料
③水分の多い材料
パッキン＊
水分の少ない材料
やわらかい材料
取り外せます。パウダー類

④葉もの
無理に押し込まず
ふんわりと入れて
ください。

25
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取り付けガイド
ストラップ

※材料が浸るくらいの液体が入っていないときは、最後に液体を足してください。
取り外せません。
持ち運びにご使用ください。
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※初めて使うときや、半年以上使わなかった時は、満充電まで（ランプが緑色に
点灯するまで）充電してください。
スイッチを長押しして(約2秒)、上下を逆さにしてスイッチ面が下になるように
1回の満充電で約6分(9回)使用できます。
使い方や環境により変わります。
持ち、お好みの状態になるまで製品を図のように振る。

必要以上に強く製品を振ら
ない。

材料を入れる順番

本体コネクター

本体を回して、取り付けガイドが合
うようにセットします。
※取り付けガイドがずれているとス
イッチを押しても動きません。

マグネットプラグ
本体コネクター
1往復1秒くらいの速さで振る。

電源側プラグをACアダプター・モバイルバッテリーなどに繋ぐ。
カッターの回転が完全に止まってから、スイッチ面が上になるよう持ち替え、
ランプが赤色に点灯し、約1.5時間で満充電になります。
取り付けと逆の手順でタンブラーから本体を取り外し、調理物を取り出す。

定格出力5V、1A以上のACアダプター・モバイルバッテリーを使用してください。
● カッターの折れ・欠けがないか確かめてください。
※使用直後など、充電池や本体の温度が上がってるときはランプが点滅し続けます。充電池が冷めたら
● タンブラーからそのまま飲むこともできます。
充電がはじまります。
● 本体を取り付けた状態で調理物を保存しない。

ランプが緑色に点灯し充電が完了したら、充電ケーブルを抜く。
カッターに材料が挟まったときは

充電ケーブルを抜くときは、プラグの部分を持って抜いてください。

①カッターの回転が完全に止まっていることを確認し、タンブラーから本体を外す。
②カッターに挟まっている材料を取り除く。
● 充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はあ
③調理を再開する。
● パソコンから充電すると満充電にならない場合が
あります。

りません。
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使いかた

充電のしかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、
ご使用前に製品を洗ってからお使いください。(12ページ参照)

タンブラーミキサーについて

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。
破裂・発火・けがの恐れがあります。
●火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、
高温になるところに

置かない。

●分解・改造をしない。
釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
●電池が液漏れして液が目に入ったときは、
こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただ

ちに医師の診断を受けてください。
液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談くだ
さい。

充電池は取り外しできません。製品を破棄する際は各市町村の指示に従ってください。
品名：リチウムイオン電池(Li-ion)
公称電圧：DC7.4V
容量：700ｍAh
総量：1組

5.18Wh

本製品はフードプロセッサーと違い、材料
を細かくする、水分の少ないものをまぜ
る・こねる・ペーストにするといった用途
には使えません。

ハンバーグ

ギョーザ

流動食

★使えない材料
40℃以上の材料／氷・冷凍食材／肉・魚類／食材でないもの／固いもの(アボカドや桃の種
など)・繊維質のもの(ドライフルーツ・乾燥大豆・穀類・煮干などの乾物など)／粘り気の強
いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでたいも類・こんにゃくなど)／炭酸水/小麦粉な
ど混ぜるとねばりのでるパウダー類

材料の下ごしらえ
★にんじんなどの固いもの

タンブラー

1cm角に切ります。

★くだもの
皮の厚いものは皮をむき、芯・種を取り除き、
2cm角に切ります。
かんきつ類は皮をむき、小房に分けます。
種があれば取り除きます。

最大目盛
（300ml）

★ほうれん草などの葉もの
葉の部分を2cm角に切ります。

●
●
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最大容量(300mlの目盛)を超える量を入れないでください。
パウダー類は液体の重さに対して15%以下にしてください。

8

各部のなまえとはたらき

使いかた

各部のなまえとはたらき
使いかた
2分以内

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「＊」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、お近くの取扱店へご注文ください。
（ホームページからのご購入については14ページ参照）
調理のしかた
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

40秒×3回使用したら、30分以上休ませる。
（連続でなくても、合計で2分間使用したら30分以上休ませる。）

3

タンブラー部
●
●

本体にパッキンを必ず取り付ける。
使用前にカッターに傷がないか確認する。

1

●

40秒×3回使用したら、
30分以上休ませる。
運転時間の合計が2分を
超えないようにする。

2分以内

付属品
本体をタンブラー部に取り付ける。

充電ケーブル＊
①本体のカッター面を下に向けて持つ。
②タンブラーにはめて図の矢印の方向に回し、しっかり取り付ける。
プラグ（電源側／Type Ａ）

最大目盛
（300ml）

タンブラー＊

マグネットプラグ（本体側）

本体にパッキンを取り付ける。

取り付けガイド

充電のしかた

取り付けにくいときは、ようじなど、先の
細いものを使って取り付けてください。

ご購入時は本体にパッキンが取り付けてあ
取り付けガイド
ります。
タンブラーの と
本体の が合うよ
うに、本体を回し
てセットします。

本

2

スイッチ面

ランプ
①液体

4
1

体

下ごしらえした材料をタンブラーに入れる。
ストラップ

カッター面

●

動作中はランプが緑色に点灯します。

本体をタンブラー部に取り付け、
充電池の残量が少なくなるとランプが点滅し、
充電ケーブルのマグネットプラグ
残量がなくなるとランプが赤色に点滅します。
を本体コネクターに図のように
● 40秒後に自動で停止します。
セットする。
動作中にスイッチを押すと停止します。
本体

カッター

スイッチ
②固い材料
③水分の多い材料
パッキン＊
水分の少ない材料
やわらかい材料
取り外せます。パウダー類

④葉もの
無理に押し込まず
ふんわりと入れて
ください。

25
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取り付けガイド
ストラップ

※材料が浸るくらいの液体が入っていないときは、最後に液体を足してください。
取り外せません。
持ち運びにご使用ください。

9
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※初めて使うときや、半年以上使わなかった時は、満充電まで（ランプが緑色に
点灯するまで）充電してください。
スイッチを長押しして(約2秒)、上下を逆さにしてスイッチ面が下になるように
1回の満充電で約6分(9回)使用できます。
使い方や環境により変わります。
持ち、お好みの状態になるまで製品を図のように振る。

必要以上に強く製品を振ら
ない。

材料を入れる順番

本体コネクター

本体を回して、取り付けガイドが合
うようにセットします。
※取り付けガイドがずれているとス
イッチを押しても動きません。

マグネットプラグ
本体コネクター
1往復1秒くらいの速さで振る。

電源側プラグをACアダプター・モバイルバッテリーなどに繋ぐ。
カッターの回転が完全に止まってから、スイッチ面が上になるよう持ち替え、
ランプが赤色に点灯し、約1.5時間で満充電になります。
取り付けと逆の手順でタンブラーから本体を取り外し、調理物を取り出す。

定格出力5V、1A以上のACアダプター・モバイルバッテリーを使用してください。
● カッターの折れ・欠けがないか確かめてください。
※使用直後など、充電池や本体の温度が上がってるときはランプが点滅し続けます。充電池が冷めたら
● タンブラーからそのまま飲むこともできます。
充電がはじまります。
● 本体を取り付けた状態で調理物を保存しない。

ランプが緑色に点灯し充電が完了したら、充電ケーブルを抜く。
カッターに材料が挟まったときは

充電ケーブルを抜くときは、プラグの部分を持って抜いてください。

①カッターの回転が完全に止まっていることを確認し、タンブラーから本体を外す。
②カッターに挟まっている材料を取り除く。
● 充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はあ
③調理を再開する。
● パソコンから充電すると満充電にならない場合が
あります。

りません。

10
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お手入れのしかた
品質表示・仕様

レシピ

安全上のご注意

品質表示

材料の下ごしらえ、タンブラーミキサーの使いかたについては、8～10ページを参照し
てください。材料の番号順にタンブラーに入れてください。
できあがりの量の目安は1～2人分です。

寸

保管環境温度

40秒間かくはん。
●

定格時間を超えて連続運転しない。
合計2分間動作させたら、
2分以内
30分以上休ませる。
本製品が破損する恐れが
あります。

黒ゴマきな粉バナナスムージー
材料

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

①牛乳
②バナナ
③黒ゴマ
④きな粉

200ml
80g(1本)
小さじ1
8g(大さじ1)

●

ブルーベリープロテインスムージー
材料
①豆乳(牛乳)
②ブルーベリー
③プロテインパウダー

法

5℃～35℃

量

370g(本体＋タンブラー部)

定

格

2分動作

タンブラー容量

300ml

充電ケーブル
長さ

0.55m

本体 充 電 時 間

1.5時間

30分休止

カッター部分を洗うときは、刃に触れな
いよう中性洗剤をつけたブラシなどで洗
い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくす
ランプが赤色に点滅したときは
すぐ。
本製品は負荷がかかりすぎたり、定格時間を超えて使用したりして充電池が高温に
カッター部分以外はスポンジに中性洗剤
なると、停止してランプが約5秒間赤色に点滅します。
をつけて水かぬるま湯（40℃以下）でよ
その場合は、下記の手順で処置をしてください。
くすすぐ。
①材料を減らす、液体を足す。
使えない材料を入れているときは取り除く。
刃に材料がはさまっていたら、はしなどで取り除く。
※刃に直接触れないでください。
②30分以上休ませる。

200ml
40g
20g(大さじ4)

東京都品川区西五反田5-5-7

質

高さ183×幅93×奥行き83mm
(本体＋タンブラー部)
0℃～40℃

株式会社テスコム

使用環境温度

品
名 コードレス タンブラーミキサー
①本体を図の矢印の方向に回して、タンブラー
から外す。
品
番 TMCX400
②スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬ
充 電 電 源 ５V、１A
るま湯（40℃以下）でよくすすぐ。
回 転 数 約17000回転(無負荷)

80ml
30g
40g(1/2個)
60g
80ml

様

タンブラーは電子レンジ・オーブンに入れ
ない。火のそばに置かない。
40秒間かくはん。
変形や破損する恐れがあります。

①水
②セロリ
③キウイフルーツ
④白桃(缶詰)
⑤白桃缶詰のシロップ

表示者

仕

①のむヨーグルト
150ml
使えない材料を入れない。
②りんご
60g(1/4個)
（8ページ参照）
③バナナ
40g(1/2本)
本製品が破損する恐れがあります。
④はちみつ
大さじ1(お好みで)

タンブラー

原料樹脂：PCT（コポリエステル）
タンブラー・パッキン
耐熱温度：90℃
パッキンも取り外してお手入れする。(外れに
耐冷温度：-20℃
くいときは、ようじなど、先の細いものを
使って外してください。)

スムージー
本製品は家庭用なので、
業務用として使わない
● 野菜・くだものは芯や皮、種などを取り除いた重さです。
けが・故障の恐れがあります。
家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が
フルーツヨーグルトスムージー
桃セロリキウイスムージー
使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設な
ど）では使用しないでください。
材料
材料

本体のつけ置き洗いを
しないでください。故
障する恐れがあります。

②の休止時間が短いと、再度ランプが点滅して製品が動作しません。

40秒間かくはん。

40秒間かくはん。
プロテインの量はお好みで調整してください。
(プロテインは液体に対して15%以下にする。)

本

●
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体

お手入れのあとは、十分に乾燥させてから各部を組み立て、直射日光の当たらない通気性の
良い場所で保管する。
※水分が残っていると、さびやカビが発生する原因となります。

ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学
ぞうきん・漂白剤をよごれ落としとして使わない。

●
●

カッターには直接触れない。
食器洗い乾燥機は使わない。

12
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安全上のご注意
故障かな？と思ったら

アフターサービス

安全上のご注意

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買
い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（14ページ参照）

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への
危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
●
●

補助を必要とする人（子供を含む）は、
単独でこの製品を使わない。
子供の手の届く所で使わない。
子供の手の届く場所に保管しない。

絵表示の例 ● 正しく取り付けなおす。
誤った扱いをすると、死亡また
（9・10ページ参照）
● 取り付けガイドの位置がずれている。
は重傷を負う可能性があり、か
記号は、「してはいけないこと」の
つその切迫度合いが高いと想定
内容をお知らせするものです。
材料がもれる。
される内容を示します。

感電・けが・やけどの恐れがあります。
使用する際は、安全に責任を負える人の
監督・指示のもとで使うようにしてくだ
さい。
また、子供が本製品で遊ばないように
注意してください。

カッターに材料がはさまっている。

動かない。
刃が回らない。
途中で止まる。

はしなどを使って材料を取り除く。

●注意事項は次のように区分しています。

危険

（左図の場合は分解禁止）

警告 誤った扱いをすると、死亡または

タンブラーに本体がはまら
重傷を負う可能性が想定される内
● パッキンが正しく取り付けられて
記号は、
「しなければならないこと（強
ない。
容を示します。 いない。
制）」の内容をお知らせするものです。
はめにくい。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を
負う可能性や物的損害のみの発生
● 材料が大きすぎる。
振動が大きい。が想定される内容を示します。
●

●

材料が多すぎる。

●

（左図の場合は電源プラグを
コンセントから抜く）
材料を小さく切る。
材料を減らす。

● 4ページ「ランプが赤色に点滅し
スイッチを押しても動かない。
必ず、定格出力5V、1A以上のACアダプ
● 定格時間を越えて使用している。
たときは」の手順で対処する。
ター・モバイルバッテリー・を使用する。
途中で止まった。
● 禁止食材を使用している。
温度が下がってもこの状態が続く
カーチャージャーは使用しない。
(ランプが約5秒間赤色に点
● 停止後、30分以上休ませていない。
本製品はリチウムイオン電池を使用して
場合、「お客様相談窓口」にご相
滅する)
(日本国内専用)
談ください。（14ページ参照）
います。

高温になる場所に置いたり、強い衝撃を

火災・動作不良の原因となります。

車内など高温になる場所で充電・使用・
保管をしない。
火災の恐れがあります。

梱包剤（ポリ袋・電源プラグのカバーな
ど）を、子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどし
て、窒息や誤飲する恐れがあります。

与えたりしない。（7ページ参照）
すぐに使用を中止し、
スイッチを押しても動かない。
PSEマークの付いたアダプターやモバイ
「お客様相談窓口」にご相談ください。
途中で止まった。
破裂・発火・発熱の恐れがあります。
ルバッテリーを使用する。
（14ページ参照）
(ランプが約10秒間赤色に速く点滅している/充電しても同じ様に点滅する)
充電できない。
●
パソコンから充電している。
（ランプが緑色の点灯に変わ
充電終了後は必ず充電ケーブルを抜く。
らない）

火災・発煙の恐れがあります。ケーブル
を取り付けたまま放置しないでください。

火災・感電の恐れ
があります。
●

パソコンから充電すると満充電に
ならない場合があります。

充電ケーブルは下記のように扱わない。
●
充電池には寿命があります。

● ねじらない
無理に曲げない
ご購入後すぐにこの状態になった
● 引っ張らない
●
重いものをのせない
場合は、「お客様相談窓口」にご
マグネットプラグに異物やゴミを付着させない。
相談ください。（14ページ参照）
● 熱いものに近付けない
発火・感電・ショートの恐れがあります。
● はさみ込まない
● 加工しない
● 束ねたまま使用しない
充電できない。
すぐに使用を中止し、
次の状態が確認されたときは使わない。
「お客様相談窓口」にご相談ください。
(ランプが点灯しない)
火災・感電の恐れがあります。
● 充電ケーブルが断線しているか、
（14ページ参照）
● 充電ケーブルが異常に熱くなる
断線しかけている。
●
使用中、動いたり止まったりする
充電ケーブルを折り曲げたり、
タンブラーの中に金属製のスプーン
● 充電ケーブルの根元部分が変形
動かすと、充電がとまる。
・痛んでいる
などを入れない。
● 本体が変形したり、
異常に熱くなったりする
けが・故障の恐れがあります。
●

充電池寿命が近付いている。

●

USBソケットから充電ケーブルを抜くと
きは、プラグ部分を持って抜く。
充電ケーブルが傷んで火災・感電・
ショートの恐れがあります。

カッターは鋭利なので
直接手で触れない。
けがをする恐れがあります。
着脱時やお手入れをする
ときなど、本体を取り扱
うときは、カッターに注
意してください。
40℃以上の材料は容器に入れない。
ふきこぼれによるやけどや、変形の恐れ
があります。
熱い液体を注ぐと、突然蒸気が噴出する
恐れがあるので注意してください。

運転中にタンブラー部の取り外しを
しない。
改造はしない。
修理技術者以外の人は、
分解・修理しない。

けがをする恐れがあります。

発火・感電の恐れがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口に
ご相談ください。

空回しをしない。
定格容量を超える量の材料を入れない。
定格容量：300ml

本体を水につけない。
ぬれた手で、充電ケーブルの抜き差しは
しない。

調理以外の目的では使わない。

感電の恐れがあります。

本製品が故障する恐れがあります。

本製品が故障する恐れがあります。

磁気アクセサリーなどの磁気を帯びた
ものを近づけない。
火災・感電の恐れがあります。

1
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誤動作する恐れがあります。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

2
14

こんな症状は
ありませんか

症状
●充電ケーブルが異常に熱くなる。
●こげ臭いにおいがする。
●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
●その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、充電ケーブル
を抜き、販売店に点検・修理を
ご相談ください。

TMCX400

〈無料修理規定〉
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使
用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保
証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。
1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故
障または損傷。
④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故
障または損傷。
⑤本書の提示がない場合。
⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換え
られた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができな
い場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

コードレス タンブラーミキサー

●長年ご使用のタンブラーミキサーの点検を！

●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などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相
談窓口」にお問い合わせください。
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詳しくは「アフターサービス」
の項をご覧ください。
当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使
用し､それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書
品

番 TMCX400

保証期間 お買い上げ年月日より1年間

ご芳名

★
お ご住所（〒
客
様

様
）

お電話

★お買い上げ年月日
★ 住所・店名
販
売
店
電話

工場／長野県松本市和田4217ー1

0265-1

本社／東京都品川区西五反田5ー5ー7

保証対象 本体

