一般家庭用

メニューノート

取扱説明書

※このメニューノートに記載している材料量より
大きく増減がありますと、うまく粉砕・かくは
んできません。また、故障の原因になります。
注意 ※１分以上運転しないでください。
故障の原因になります。
詳しくはP4～7「ミルの使いかた」を参照くだ
さい。
材

料

大
煮
ご

豆
干

し
ま

一 回 量

運転時間

下ごしらえ

10～20g

30～60秒

よくいって冷まします

5～10g

10～15秒

頭と腹わたを取り2cm程にちぎる

5～10g

コーヒー豆

10～20g

たらこえびふりかけ
たらこ
桜えび
いりごま
青のり

10g
3g
3g
3g

1.たらこはよく焼いて2cm程に切って冷まし、桜えび
は電子レンジやフライパンで水分をとばします。
2.材料をミル容器に入れ、数回スイッチの『入』と
『切』を繰り返しお好みの粗さにします。

10～20秒

手作りだしパック

じゃこふりかけ
10g
5g
5g
少々

1.ちりめんじゃこは電子レンジやフライパンで水分を
とばします。
2.材料をミル容器に入れ、5～15秒程かくはんする。
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ミル容器セット

適合機種

品番 NM-P1MC

NM-P10・NM-200
NM-201・NM-2001

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく
お使いください。
とくに「安全上のご注意」は熟読してください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。
ご注意

2 ～ 5 秒 よくいって冷まします

ちりめんじゃこ（乾燥）
いりごま
青のり
塩

業務用としては使えま
せん。
また調理以外の目的で
使わないでください。

かつお削り節
煮干し
だし昆布（2cm角）
お茶または、だし用パック

12g
8g
2枚

1.煮干しは頭と腹わたを取り、2cm程にちぎる。
2.すべての材料は一度電子レンジで水分をとばす。
3.すべての材料をミル容器に入れ、20～40秒程粉砕する。

このミル容器セットをお使いに
なるためには専用の本体が必要
です。適合機種をお確かめくだ
さい。

もくじ
安全上のご注意
各部のなまえとはたらき
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お手入れのしかた
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4.できた粉末をパックに適量入れる。
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〒574-0043 大阪府大東市灰塚3丁目8 - 22
TEL 072(871)6801（代）
FAX 072(873)7673

中国製

安

全

上

の

ご使用前に、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。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず
保管してください。
この製品および取扱説明書には、製品を安全にご使用いただくため、守っ
ていただきたいことを記載しています。ここに示した注意事項は、誤った
取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分
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。

警告

ご

注

意

各部のなまえとはたらき
注

接触禁止

ミル容器部

意

※このミル容器セットはドライ（乾燥物）専用です。
液体や水分などを含んだ材料は調理しないでください。

ミル容器

ミルカッターは鋭利で危険です。運転中・
停止中に関わらず、直接手を触れない。
けがをする原因になります。

茶葉容器

●最大調理容量：75

●最大調理容量：大さじ１
（約5g）
※茶葉専用です

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う
可能性が想定される場合。
ミル容器台のみを本体に取り付けない。
けがをする原因になります。

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定

注意 される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

禁 止

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。
このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容
です。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。

警

接触禁止

禁 止

１

合わせ位置
合わせ位置

告

ミルカッターの回転が完全に止ま
るまで、容器部をはずさない。
けがをする原因になります。

子供だけで使用させない。
幼児の手の届くところで使わ
ない。
子供や幼児がけがをする原因
になります。

禁 止

40
40℃以上の熱い材料を容器に入れない。
やけどや容器が割れたり変形をして
けがの原因になります。

禁 止

強 制

容器部はレンジで使用しない。
食器洗い乾燥機や食器乾燥器を
使わない。
変形・故障の原因になります。
動作状態でないことを確かめてから、
電源プラグをコンセントから抜き差し
する。
けがをする原因になります。

ミル容器

容器フタ

ミル容器台
ミルカッター
停止

※ミキサー本体の警告・注意などについては、適合機種の取扱説明書を
お読みください。

２

茶葉容器

図のように容器の合わ
せ位置(△)はそれぞれ
３ヶ所あり、どの位置
で合わせてもセットす
ることができます。

●直接手を触れないで
ください。

ミルパッキン

●調理した物を容器に
入れたまま保存する
●取り付けてあります。
ときに使用します。
●お手入れの後は必ず取
●ミル容器・茶葉容器
り付けてください。
両方に使えます。

３

ミルの使いかた
このミル容器セットには専用の本体が必要です。
本製品だけではご使用になれませんのでご注意ください。
適合機種
ミキサーNM-P10
ミキサーNM-200
ミル＆ミキサーNM-201
ミル＆ミキサーNM-2001 本体
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ミキサー
容器部

材料をミル容器に入れます
●材料は最大量以下にしてください。
ミル容器は75 以下、茶葉容器は大
さじ1杯（約5g）以下です。

※材料によって分量を調節してください。
※「メニューノート」を参照ください。(P10～11)

このミルは乾燥物専用です。次の材料は調理しない。
禁 止

●ミル容器セットを使用するさいは、適合機種のミキサー
容器部を本体から取りはずし、本体上部にミル容器部を
取り付けてください。

1

最大量
目 盛

●氷の粉砕
●たくあんなどの繊維質の多いもの
●レーズンなどの水分を抜いた果物類
●玉ねぎ・ピーナツなど水分や油分の出るもの
●水・牛乳・サラダ油などの液体
●根こんぶや霊芝・朝鮮にんじんなどの漢方薬
●かつおぶし・氷砂糖・黒砂糖・冷凍食品などの固いもの
●煎っていない豆類

●容器の△印(合わせ位置)と本体の 印
(取り付け位置)に合わせ、 印(固定
位置)に「カチッ」と音がするまで、
容器を反時計方向に回します。
※正確にセットしないとスイッチを押しても運
転しません。

●材料はへたや皮、芯がある場合は取り除きます。
●かたい材料（乾燥こんぶ、干ししいたけなど）は1cm
程に切ります。
●やわらかい材料（煮干し、焼きたらこなど）は2cm程
に切ります。
●材料が熱い場合は、40℃以下に冷まします。
※材料はかたさに応じて小さめに
切ってください。大きいとうま
く粉砕（かくはん）できません。
また、カッター破損や本体故障
の原因になります。

ミル容器を本体にセットする

※容器をかるく押さえながらかくはんして
ください。（押さえていないと、容器が
ゆれて倒れることがあります。）
※本体を振って調理する場合は、容器部に
手をそえて容器がゆるまないようにする。
※振動や異常音が大きいときは、すぐにス
イッチを切り、材料を減らしてください。

強 制

●容器台のミルカッターの付いた方を下にし
てミル容器の上にのせ、ミル容器台をしっ
かり時計方向にねじ込みます。
●本体の取り付け位置に合わせてしっ
かりはめ込みます。

禁 止

容器がかた
むいている

ご使用時、ミルカッターとミル容器台の間に材料がはさ
まった場合はスイッチを切り、コンセントから電源プラ
グを抜き、はさまっている材料を取り除く。
（ミルカッターに直接手を触れない）
連続運転は１
１分以内にし、１
１回運転してすぐに続けて使
う場合、その合計時間が１
１分間を越えないようにする。
くり返し使用するときは、30
30分以上休ませてからご使用
ください。この場合、３
３回以内の運転としてください。
（ミル容器台が破損する原因となります。）
運転中は本体うしろの排気口をふさがない。

すきまが
ある

禁 止

４

５

固定位置

●スイッチ『切』を確認してから、電源プラグをコンセント
に差し込みます。
●スイッチは押している間だけ運転し、はなすと停止します。

禁 止

3

取り付け位置

4 本体を両手で押さえながら、電源スイッチを
入れる

最大目盛以上に材料を入れない。
40℃以上の材料を入れない。
40

材料の下ごしらえ

合わせ位置

６

ミルの使いかた（つづき）

お手入れのしかた

5 電源スイッチを切り、調理物を取り出す
●スイッチを切り、電源プラグを
コンセントから抜き、ミル容器
部を本体からはずします。
●ミル容器を逆さまにし、ミル容器
台をはずし、調理物を取り出す。
※調理物が取り出しにくいときは、ヘラや
スプーンなどをご使用ください。

●調理物を容器の中に入れたまま短期保
存する場合は、容器フタを使用します。

注意

●スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてお手入れする。
●ミルカッターは鋭利で危険です。
直接手を触れない。
●食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わず、必ず
自然乾燥させる。
●熱湯での煮沸消毒や40℃以上のお湯で洗わな
い。
●お手入れ後は必ずミルパッキンを取り付ける。

ミ

強 制

禁 止

運転が完全に止まってから電源プラグをコンセ
ントから抜き、ミル容器部を本体からはずす。
調理物を容器類に入れたまま、冷凍庫で保存し
ない。

※スイッチを切り、電源プラグを抜いてからお手入れしてください。

ル

容

器

台

●ミルパッキンはミル容器台に最初から取り付けられていま
す。お手入れのさいは、ミルパッキンをはずしてから、水
（ぬるま湯）で流し洗いします。

※食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わず、必ず
自然乾燥させてください。変形・故障の原因
になります。
●ご使用のさいは、ミルパッキンをきちんと取り付けてく
ださい。正しく取り付けないとミル容器・茶葉容器が正
しく取り付けできません。
●ミル容器台の底面に直接水をかけたり、つけ置き洗いを
しないでください。

※ミルパッキンには表裏があります。
表
↑
↓
裏

ミル容器部はレンジで使用しない。
禁 止

ミルパッキンを
横から見たところ

７

●ミル容器台はミルカッターに注意しながら、ブラシなどで
洗います。また、ミルカッターは金属ですので錆びる恐れ
があります。洗った後はよく水を切り、よく乾燥してくだ
さい。
ミルパッキン

８

ミル容器・茶葉容器・容器フタ
スポンジに台所用洗剤をつけて洗い、水気をよく切り必ず
自然乾燥してください。
※食器洗い乾燥機や食器乾燥器は
使わず、必ず自然乾燥させてく
ださい。
変形・故障の原因になります。
９

