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エクリプスブレンダー
取扱説明書

Good Thinking ®

お買い上げありがとうございました。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
安全にご使用いただくために必ず「安全上のご注意」をお読み下さい。
お読みになった後は、大切に保管して下さい。



警告

安全上のご注意

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり
修理・改造は行わないで下さい。
発火したり異常作動してケガをしたり事故
の原因となります。

禁止

カッティングユニットを露出したままで
運転しないで下さい。
ケガをする恐れがあります。

アース工事

アースは確実につないで下さい。
アースが不完全の場合は火災や感電の原因と
なります。

電源コードは途中で接続したり延長コードを
使用しないで下さい。
また電源コード並びに電源プラグは機具の
電気容量に合った物を必ずご使用下さい、
感電や発熱火災の原因となります。専用電源

水掛け禁止

モーターユニットを水につけたり、水を掛け
たりしないで下さい。
ショート、感電の恐れがあります。

ふた開け禁止

運転途中に、コンテナカバーを開けたりコン
テナの中へ指、スプーン、はし等の調理材
料以外を入れないで下さい。
ケガをする恐れがあります。

禁止

部品の取付、取外しやお手入れをするとき
は必ず器具のスイッチを切り電源プラグを
抜いて下さい。手を引き込まれたり感電事故
の原因となる恐れがあります。
＊電源プラグを抜く際には必ず機具のスイッ
チを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

強制

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いて
下さい。
感電やショートして発火することがあります。

スイッチＯＦＦを確かめてから、電源プラグ
を抜き差しして下さい。
感電等、ケガの原因となります。

強制 強制

禁止

コードや電源プラグが傷んだりコンセント
の差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。

禁止

コードを傷つけたり、破損したり、加工した
り、無理に曲げたり、無理に引っ張ったり、
ねじったり、束ねたりしないで下さい。
また、重いものを乗せたり、挟み込んだりす
るような加工をすると、コードが破損し火災
や感電の原因となります。

禁止

交流100V以外は使用しないで下さい。
火災や感電の原因となります。

移動禁止

運転中に移動させないで下さい。
ケガの原因となります。

禁止

不安定なところでは使用しないで下さい。
ケガの原因となります。

禁止

運転中にコンテナ、コンテナカバーの取付
取外しは行わないで下さい。
ケガの原因となります。

濡手禁止

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れた
り、電源スイッチを操作しないで下さい。
感電の原因になります。

カッターは鋭利ですので直接手を触れないで
下さい。
ケガの原因となります。

禁止

危険ですので、お子様には使用させないよう
にして下さい。

注意



名称

HBH750容器セット

型番

6126-750

各部の名称

コンテナカバー

コンテナ

ジャーパッド

On/Offスイッチ

モーターユニット

コントロールパネル

メモリーカードカバー
メモリーカード挿入口

消音カバーロック

消音カバーロック

消音カバー

SELECT

1 2 3 4 5 P

コントロールパネル

ディスプレイ
プログラムの残り時間などを
表示します。

セレクトボタン
長押しすることに
より、使用状況確認
やプログラムの設定
を行うことが出来ます。

スクロールボタン
▲または▼を押すことにより、オプションの
設定やプログラムを選択することが出来ます。

サイクルボタン
設定されたプログラムがスタートします。

※作動中にいづれかのボタンを押すと作動が停止します。

パルスボタン
押している間だけ高速で作動します。

HBH755容器セット 6126-755



PROGRAM UNIT
SELECT OR SCROLL SELECT SELECT

PROGRAM 1‒8
SCROLL OR HOLD 1‒5

HIGH SPEED
Y-SELECT OR SCROLL

LOW SPEED
Y-SELECT OR SCROLL

JUMP SPEED
Y-SELECT OR SCROLL

PROGRAM UNIT
SELECT OR SCROLL

INFORMATION
SELECT OR SCROLL

JUMPP

設定/インフォメーションメニュー

プログラムの変更

Display shows EEPROM VERSION.

 

CYCLES INTO WARRANTY

CUSTOM CYCLE COUNTER

CLEAR CYCLE COUNTER

CUSTOMER SERVICE

DISPLAY BACKLIGHT

QUIET SHIELD SENSOR

RUN COOL DOWN CYCLE

FACTORY DEFAULTS

SOFTWARE VERSION

EEPROM VERSION

1 2 3 4 5 P

サイクルボタンには予めプログラムが設定されています。
以下の手順で各ボタンのプログラム内容を変更することが出来ます。

ご使用方法について

ディスプレイにこの表示が表示されるまで　　　ボタンを長押しします。　　　押して先に進みます。

8種類のプログラムから▲で選択することが出来ます。さらに▲を押すと8種類のプログラム
以外に「高速」「低速」「ジャンプ」サイクルを選択することが出来ます。

▲でプログラムを選択し、設定したい1-5のサイクルボタンを長押しすることでサイクルボタンに設定することが出来
ます。※一度設定すると設定は上書きされます。

ボタンを押すと押している間だけ高速で作動します。離すと停止します。

SELECTディスプレイにこの表示が表示されるまで　　　ボタンを長押しします。▲を押して先に進みます。

SELECTディスプレイにこの表示が表示されるまで　　　ボタンを押し、メニューを選択します。

SELECTそれぞれの設定/インフォメーションメニュー（下参照）で　　　を押すと選択することが出来ます。　　　または　▲▼を
押すと設定/インフォメーションメニューを終了します。

SELECT

ご使用開始からのご使用回数を表示します。※ リセットすることはできません。

ご使用回数を表示します。※ リセットすることが可能です。

CUSTOM CYCLE COUNTERをリセットすることが出来ます。

カスタマーサービス情報を表示します。※ 米国内のみ有効

ディスプレイのライトを消すことが出来ます。
▲▼でENABLE(有効)/DISABLE(無効)を選択することが出来ます。

消音カバーが閉じていないとモーターが作動しないように設定することが出来ます。
▲▼でENABLE(有効)/DISABLE(無効)を選択することが出来ます。

マシンがオーバーヒートを起こすと表示されます。コンテナを使用せず、モーターを作動
させ、マシン内の熱気を逃がします。

マシンを初期設定の状態に戻します。

ソフトウエアのバージョンを表示します。
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ジャーパッドを本体に取り付け、
消音カバーを図のように取り付
けます。

消音カバーがしっかりと本体に
差し込まれたことを確認し、
左右の消音カバーロックを奥側
にスライドしロックします。

On/OffスイッチがOffになって
いることを確認してください。

電源コードをコンセントに差し
込みます。
お好みのレシピをコンテナに
入れます。

フィルキャップ、コンテナカバー
を閉め、本体にコンテナをセット
します。

消音カバーを閉じます。 On/OffスイッチをOnにします。 1-5またはPを押し、ミキシングを
スタートさせます。

モーターが完全に停止したこと
を確認し、コンテナカバーを開け
ます。

ご使用方法について

※作動中にいづれかのボタンを
　押すと作動が停止します。
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お手入れ 製品を長く安全・衛生的にご使用いただくために、
使用のたびにきれいにお手入れすることをお奨めします。
※洗剤の使用方法は洗剤の容器に記載されている使用方法に従って安全にご使用下さい。
※研磨剤を含んだ洗浄液やスポンジなどをご使用になりますとキズが付く場合があります。
※ 部品の取付、取外しやお手入れをするときは必ず器具のスイッチを切り電源プラグを抜いて下さい。
※ 電源プラグを抜く際には必ずスイッチを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

中性洗剤を使いスポンジや軟ら
かいブラシで洗浄します。

最大容量の約1/3(400cc程)
ぬるま湯と低起泡性洗剤を
コンテナに入れます。

フィルキャップとコンテナカバー
がしっかりと閉まっていることを
確認し、パルスボタンで2秒ほど
数回撹拌させ洗浄します。

洗浄後はよくすすぎ、よく乾か
します。

コンテナカバーをフィルキャップ
は中性洗剤を使用し洗浄してく
ださい。洗浄後はよくすすぎ、よく
乾かしてください。

左右の消音カバーロックを手前
にスライドしロックを解除します。
消音カバーを両手で持ち上げて
本体から外します。

消音カバーは2分割することが
出来ます。
前面部を開きます。

開いた前面部を上に持ち上げ
ると分割することが出来ます。

ジャーパッドは取外すことが
できます。
定期的に洗浄して下さい。

モーターユニットをふきん
(よく絞ったもの)できれい
に拭き掃除をおこないます。
清掃後はジャーパッドを
取付けて下さい。

消音カバーは中性洗剤を使用し
洗浄してください。洗浄後はよく
すすぎ、よく乾かしてください。

ジャーパッドは中性洗剤を使用し
洗浄してください。洗浄後はよく
すすぎ、よく乾かしてください。



確認事項症状

トラブルシューティング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認内容確認時期

安全にご使用いただくために以下の確認事項を定期的におこなって下さい。

・ 電源プラグはコンセントに正しく接続されていますか？
・ ブレーカーは落ちていませんか？
・ オンオフスイッチはオンになっていますか？

・ 材料が滑らかに回転するのに必要な量の液体は入っていますか？
・ 材料が大きすぎていませんか？（25mm角以下）
・ 材料をコンテナの最大容量以上入れていませんか？
・ 材料に対して液体が少なすぎませんか？

・ クールダウンサイクルを実施してください。
　 サイクル終了後、約15分間休ませてから再度ご使用を
　 開始してください。

スイッチを入れても作動しない

食材がうまくミキシングできない

ボタンを押しても反応しない
ディスプレイにエラー表示が出る
"RUN COOL DOWN SYCLE"

1-5またはPボタンを押してもモーター
が作動しない

・コンテナがセットされていない。コンテナセンサーに
　より、コンテナがセットされていないとモーターが作動
　しない設計になっています。
・消音カバーが閉じないと作動しない設定になっていませんか？
　消音カバーを閉じるか、設定/インフォメーションメニュー
　から設定を解除してください。

・カッターに異常がないこと(緩み、軸のグラつき)
※異常を発見したら使用を中止し、すぐに交換してください。事故の原因となります。
 　特殊構造の為、独自に修理をおこなわないでください。

・コンセントから電源プラグを抜き、付着した汚れ・ホコリをふき取る(トラッキング事故の防止)
・コンテナの底から水漏れしていないことを確認
・コンテナとモーターユニットの接続するクラッチの摩耗が著しくないこと。
・消音カバーに異常がないこと(緩み、損傷、グラつき)
・異常が確認されたら、すぐに販売店へご相談ください。
※そのままでのご使用は事故・火災・故障の原因となります。

・衛生・安全・故障予防のために、コンテナ一式、ドライブカップリングの交換を推奨します。

毎日

毎月

毎年

《重要確認事項》
・ 電気部品以外は消耗部品であり、 保証対象外です ( コンテナ、 カッター、 消音カバードライブカップリング )
・ 消耗部品の劣化は撹拌する食材、 分量、 1 回の連続作動時間、 1 日の使用頻度により異なります。



販売店


