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●このたびは「JP型  電動ミンサーNo.8」をお買い
　上げいただきまして、まことにありがとうござ
　いました。�
�
●この商品を正しくお使いいただくために使用す
　る前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、
　充分理解した上でご使用くださいますようお願
　いいたします。�
　�
●お読みになった後は必ず保管してください。�
�
●7ページに添付している保証書は、必ず「販売店
　名・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、
　大切に保存してください。�
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JP型  電動ミンサーNo.8



●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。�
●表示と意味は次のようになっています。�

プラグを抜く�

感電注意�

△は、注意（警告を含む）を示します。　具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で�
示します。　左図の場合は「感電注意」を示します。�

分解禁止�

●は、強制（必ずすること）を示します。　具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章�
で示します。　左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。�

警告�
注意�

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
定される内容を示します。�

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
が想定される内容を示します。�

物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。�

■この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「安全上のご注意」を�
   よくお読みのうえ正しくお使いください。�
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!

!

運転中は本体やプレートの中には
指を入れないこと�
けがをする恐れがあります。�

部品の取付け、取外し及びお手入
れをするときは、スイッチを切り
電源プラグを抜くこと�
けがをする恐れがあります。�

食物をひく以外に使用しないこと�
ただしかたい豆や穀物等はひくこ
とができません�
ナイフ・プレート等の部品の破損�

や故障の原因となります。�

警告�

子供だけで使わせたり、幼児の手
の届くところで使わないこと�
やけど・感電・けがをする恐れが�

あります。�

修理技術者以外は、絶対に分解し
たり修理は行わないこと�
発火したり、異常動作してけが�

をすることがあります。�

水につけたり、水をかけたりしな
いこと�
ショート・感電の恐れがあります。�

禁止�

分解禁止� 禁止�

接触禁止�

プラグを抜く�

!

注意�!

コードを傷付けたり、破損したり、無
理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たり、また重い物をのせたり、挟み込
んだり、加工したりしないこと�
コードが破損し、火災・感電の�

原因となります。�

不安定なところでは使用しないこ
と。また、運転中に移動させない
こと　�
けがの原因となります。�

電源プラグを抜くときは、コード
を持たずに必ず先端の電源プラグ
を持って引き抜くこと�
感電やショートして発火することが�

あります。�

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
きは使用しないこと�
感電・ショート・発火の原因とな�

ります。�

禁止�禁止�

使用禁止�

！�
プラグを持って抜く�

　は、禁止（してはいけないこと）を示します。　具体的な禁止内容は、　の中や近くに絵�
や文章で示します。　左図の場合は「分解禁止」を示します。�

交流100V以外では使用しないこ
と。また、使用時以外は電源プラ
グをコンセントから抜くこと�
けがややけど、絶縁劣化によ�

る感電・漏電火災の原因とな�

ります。�
禁止� プラグを抜く�

モーターボックスは平らなテーブ
ルの上に置き、また底部の空気穴
をふさがないようにすること�
火災・感電の原因となります。�

安全上のご注意�

図記号の例�
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�

⑧本体�
⑨トレー�
⑩押し棒�
⑪ロール�
⑫ナイフ�
⑬プレート�
⑭固定リング�

�

形　　　　　番�

外　形　寸　法�

重　　　　　量�

定格消費電力�JP No.8

幅330×奥行210×高さ360mm

9kg

300W

回　　転　　数�

付　　属　　品�

140r/min.（無負荷時）�

110r/min.（運転時）�
押し棒�

各種プレート、青汁ジューサー用アタッチメント（別売）�

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。�

プレート外径�
オプションパーツ�

62mm

①モーターボックス�
②本体止めねじ�
③スイッチ（正・逆）�
④通電表示�
⑤リセットボタン�
⑥コードプラグ(約2m)�
⑦足ゴム�

●お取り扱いにあたっての注意事項�

モーターボックスは平らなテーブルの上に置き、底部の空気穴をふさがな�
いようにしてください。�

電源プラグを接続する時には、必ずスイッチが「OFF」になっていること�
を確認してください。�

本体部を組み立てたり、分解したりする時は、必ず電源プラグをコンセン�
トより外しておこなってください。�

絶対に本体の投入口や、プレートの穴に指を入れないでください。特にお�
子様にはご注意ください。�

材料はモーターを始動させてから、入れてください。�

モーターは始動時に相当な力を要しますので、一度に多量の材料を押し込�
まないでください。適当な分量に分けてご使用ください。�

モーターは定格30分ですので30分以上の連続使用は避けてください。�

上手にお使いいただくために�各部のなまえ�

仕様�

モーター運転中は非常に危険を伴いますので、必ず付属の押し棒を使用し�
てください。�

モーターの過熱を防止するために過負荷状態になると、ただちに電気回路�
を遮断する装置が組み込まれています。モーターが冷めていることを確認�
した後、リセットボタンで作動してください。�

食物をひくこと以外にご使用にならないでください。ナイフやプレートを�
破損させる恐れがあります。�

もし固いものが入り、ロール（スクリュー）が止まってしまった時は、す�
ぐスイッチを切ってください。�

スイッチは［正・逆］が切り替えられるようになっていますが、通常は正�
（右）回転でご使用ください。ものが詰まってやむを得ず逆回転させる場�
合は、瞬時の使用にとどめてください。それ以上のご使用は機械の故障や�
破損の原因となりますので特にご注意ください。�

保管時は、湿度の高いところをさけてください。�

【モーター部】� 【本体部】�

②�

③�
④�⑤�

⑥�

⑦�

⑫�⑬�

ロールの�
回転方向�

ノック穴�
（凹部）�

角　芯�

パッキン�

ノックピン�
  （凸部）�

●プレートとナイフの組み合わせ方�
⑭� ⑪� ⑧�

⑧�

⑨�

⑩�

⑫�

⑭�

①�



電源プラグをコンセント（交流100V）に差し込みます。�

　　　　　このJP型 電動式ミンサーNo.8は、肉や魚ばかりでなく、みそ豆やゆでたジ�
　　　　ャガイモ等、いろいろな食物をひくことができます。　�
　　　　※かたい豆や穀物はひくことができません。�
�

コンセントを差し込む�

スイッチを「ON」にする�

材料をトレーに入れる�

ＰＯＩＮＴ�
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正しい使い方�

お手入れのしかた�
●お手入れは必ずスイッチを「OFF」にし、コンセントから電源プラグを抜いておこな�
　ってください。�
●取扱いは慎重に行い、軍手やゴム手袋等、保護具を必ず着用してください。�
～～～～～～～～�

ご使用前の準備�

油を落とす�

設置する�

本体の一部に仕上げ・組立の時、サビを防ぐために油を塗ってありますので、
分解し、洗剤で十分油を落とした後、再度組み立ててご使用ください。�

ご使用後はモーター部から本体部⑧～⑭をはずして洗剤等でよく洗い、汚れや
脂気を落とした後、乾いた布でよく拭いて水気を取り、十分に乾燥させてから、
サビを防ぐためにナイフとプレートに食用油を薄く引いて保管してください。�

セットする�
モーター部に本体⑧を差し込みセットします。（本体止めねじAを
緩めて、本体⑧後部の凸部をモーターの凹部にあわせ止めねじAを
締めてください。�

材料を上部のトレーに入れます。ほとんどの材料は、自動的にひくことができ
ますが、押し込む場合は付属の押し棒をお使いください。さらに細かくしたい
時は一度ひいたものを再度投入してください（２度びき）。�

モーターボックスは平らな所に設置してください。�

洗剤等で洗う�

モーター部分には絶対に水をかけて洗わないようにご注意願います。�

水をかけない�

プレート目（穴）と用途�

目（穴）のサイズ� 1.6ミリ�1.9ミリ�2.4ミリ�3.2ミリ�4.5ミリ�6.4ミリ�8ミリ� 9.6ミリ�
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●JP型 電動式ミンサーNo.8には、4.5mmをつけています。�
●ご用途に応じ各サイズを用意しておりますので、下表をご参考の上ご利用ください。（別売）�

食　肉　ミ　ン　チ�
魚　肉　ミ　ン　チ�
魚　肉　ス　リ　ミ�
養　　魚　　飼　　料�
コロッケ・じゃがいも�
み　　　　そ　　　　豆�
い　か　・　た　こ�
製　　あ　　ん　　用�

●取扱いは慎重に行い、軍手やゴム手袋等、保護具を必ず着用してください。�
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～�

作業を行うときは�
手袋（保護具）を�
着用すること�

作業を行うときは�
手袋（保護具）を�
着用すること�

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～�

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～�



JP型ミンサー保証書� No.

保証期間�

ご愛用者�

販 売 店 �

ご 住 所 �
ご 芳 名 �

住 　 所 �
店 　 名 �

〒 �

〒 �

JP型 電動ミンサー No.8

1年間� ※お買上げ日� 年� 月� 日�

TEL

TEL

様�

印�

※�

※�

アフターサービス�

本保証書は、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。�
１.取扱説明書等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から上記の期間中に故障した場合には、
　お買上げの販売店に修理をご依頼ください。�
　無料修理をさせていただきます。�
２.本書の※印欄に記入のない場合は、直ちにお買上げの販売店にお申出ください。�
３.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。�

本社　大阪市浪速区久保吉1-5-25　 TEL 06-6562-2360

�
●保証書�
　　保証書は必ず「販売店名・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、大切に保存してください。�
●修理を依頼される時�
　　◎保証期間中、製品に保証書を添えて、お求めになられた販売店にご持参ください。�
　　◎保証期間が過ぎている時、お求めの販売店にまずご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有�
　　　料で修理致します。�
●アフターサービス等についてのお問い合わせは�
　　お求めの販売店または、株式会社ボニーにお問い合わせください。�
�

7

形　　名�

製造元�

SAMPLE
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