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ヘルプが必要ですか?お問い合わ
せください。

www.blendtec.comとして私たちをご覧ください。米国外の場合は、弊社の国際提携業者までお問い合わせく
ださい：  

www.blendtec.com/international-dealers 

RoHS の化学試験の情報は、こちらをご覧ください： www.blendtec.com/compliance/rohs

これのより多くの翻訳にアクセスするには
手動でQRコードをスキャンしてください。



23

第1章
安全に関する重要事項 ................................................................................................................................................................. 24

第2章
ブレンダーのご紹介 ..................................................................................................................................................................... 26

第3章
設置および操作の概要 ................................................................................................................................................................. 27
3.1 - ステルス (STEALTH®)、モデル ............................................................................................................................................... 27
 ステルス シリーズ:CQB1 ステルス 885、IQB1 ステルス 885 (インカウンター版)、CQB2 ステルス 895
3.2 - コノシュア 825™ モデル ....................................................................................................................................................... 31
 コノシュア シリーズ:ICB5 コノシュア 825、ICB5 コノシュア 825 スペースセーバー

第4章
お手入れおよび清掃 .....................................................................................................................................................................34

第5章
トラブルシューティング ................................................................................................................................................................ 35

第6章
保証 ............................................................................................................................................................................................ 37

付録 A
カウンター上部穴テンプレート ...................................................................................................................................................... 39

付録 B
事前にプログラムされたサイクル ..................................................................................................................................................40

目次

英
語

日
本

語



24

重要な情報
ブレンドテック（Blendtec®）ブレンダーをご使用になる前に、すべ
ての指示事項をよくお読みください。これらの指示事項に従うこ
とで、怪我や機械の損傷を防ぐことができます。

1.1　安全性認定
業務用シリーズ ブレンダーは、電気規格および安全規格に従って
認定されています。電気認定および安全性認定のマークは、機械
に貼られたラベルをお読みください。

1.2　可動部には触れないようにしてください
•  絶対に指、手、髪、衣服を可動部に近づけないでください。
•  操作中、すべての器具をドライブソケットおよびブレンダージ

ャー ブレードから離しておいてください。
•  ブレンダージャーの作動中は、ブレンダージャーに手を入れた

り、または手でものを加えたり絶対にしないでください。
•  ジャーをモーターベースに置いたり、モーターベースから取り

外す前に、常にモーターが停止するまでお待ちください。
• 操作中は、ブレンダージャーを振動したり取り外したりしない

でください。

1.3　ブレンダーが損傷していると思われる場合は、 
絶対にブレンダーを操作しないでください

ブレンダーを落としたり、ブレンダーが何らかの形で損傷した場合は、
直ちにブレンドテックのサービスエージェントまでご連絡ください。

1.4　ブレンダーは液体の中では絶対に操作しないでください
電気ショックの危険を避けるために、モーターベースを水または他
の液体に浸さないでください。本ブレンダーは、濡れる可能性の
ある戸外では使用しないでください。

1.5　食品以外のものは決してジャーに入れないでください
金属（工具類など）、岩、ガラスなど、食品でないものをジャーに
入れると危険です。そのような異物により損傷が起きた場合は、保

証は無効となります。器具は、ブレンダーが動作していないときに
のみ使用できます。
1.6　 フタ（リッド）をしない状態、または（ユニットに防

音囲いが含まれている場合に）遮音装置を閉じて
いない状態でのブレンダーの操作は絶対におやめ
ください

ニトロ (Nitro) ブレンディング システムのマイクロナイザーは、防音
エンクロージャーを閉じていない状態では使用しないでください。

1.7　 ブレンドテックが販売する付属品以外をブレンダー
と併用しないでください。

そのような附属 品を使用すると保証は無効となり、火事、感電ま
たは怪我の原因となることがあります。

1.8　 本装置の動作中は、ブレンダージャーが正しく取り
付けられていることを確認してください

1.9　熱い液状物をブレンドする際はご注意ください
沸騰するまたは非常に熱い液状物でのブレンドサイクルの起動を
行わないでください。火傷や損傷につながる、もしくはフタが外れ
る恐れがあります。蒸気には触れないようにご注意ください。

1.10　電源コードについてのご注意
•  電源コードやプラグが破損した場合はすぐに使用を中止して

ください。電源コードが損傷している場合は、危険防止のため
に、メーカーまたはブレンドテックのサービスエージェントに
交換を依頼してください。

•  コードを作業面の端にひっかけておかないでください。
• 本装置では、延長コードは使用しないでください。
•  ブレンダーの置き場所を変えたり、ブレンダーが洗浄される前

に、必ずブレンダーモーターの電源プラグを抜いてください。

各電源装置は、専用の回路ブレーカーまたはヒューズで保護する必
要があります。仕様については、モデルのラベルをご覧ください。

1.11　本装置は絶対に修理しないでください

安全に関する重要事項
第1章
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ブレンダーモーターハウジングは絶対に外さないでください。ブレ
ンダーモーターには、ユーザーによる調整または点検修理可能な
部品はありません。点検修理および調整は、すべて必ず資格のあ
るサービス 担当者が行う必要があります。カバーを取り外したり、
ブレンダーを修理しようとすると、保障が無効になります。

1.12　 ご使用直後は、ブレンダードライブソケットまたは
ジャーシャフトに触れないでください

ブレンダードライブソケットとジャーシャフトは、ブレンドサイクル
の後に非常に熱くなる場合があります。

1.13　安全
本装置は、経験や知識に乏しい人（子供を含む）による使用は意図
していません。ただし、そのような人の安全に責任を持つ人が、本装
置の使用について指示または監督を行う場合は、この限りではあり
ません。子供は本装置で遊ぶことがないように監督してください。

1.14 ジャーに指示された容量を超えてブレンダーを操
作しないでください。 
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2.1　ブレンダーの開梱
1.  ブレンダーモーターベースにある通気口が異物などによってふ

さがれないをご確認ください。
2.  すべての項目を点検し、輸送中に損傷がなかったことを確認し

てください。何らかの損傷がある場合、または欠落した品目が
ある場合は、直ちにブレンドテックの有資格保守要員までご連
絡ください。（前面カバー内側をご覧ください。）

3.  これらの指示書（オーナーズ マニュアルなど）は将来の参照の
ために保管してください。

2.2　電力仕様
ブレンドテックの業務用シリーズ ブレンダーは、モデルにより特定
の回路電圧での使用に特化して認定されています。モデルの電力
仕様を必ずご確認になり、本装置の操作の際は、被保護回路をご
使用ください。

ブレンダーのご紹介
第2章

ステルス モデル
CQB1 Stealth 885

IQB1 Stealth 885 (in counter version)
CQB2 Stealth Nitro

CQB3 Stealth X
CQB3 Stealth Nitro X

コノシュア 825 モデル
ICB5 Connoisseur 825

ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver
EZ 600 モデルおよびシェフ 600 モデル

電圧範囲 100～127V または 220～240V 100～127V または 220～240V 100～127V または 220～240V

周波数範囲 50～60Hz 50～60Hz 50～60Hz

消費電力* 1800W 1800W 1560W

*国に特化した例外的な消費電力

日本 1300W 1300W 1000W

台湾 1400W 1400W 1000W
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3.1　ステルス（STEALTH™）モデル
ステルス シリーズ: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (in counter 
version), CQB2 Stealth Nitro, CQB3 Stealth X, CQB3 Stealth Nitro X

3.1.1　カウンター上の設置

•  遮音装置と壁との間に少なくとも 5.5インチ (14cm)、カウンタ
ートップとその上部のキャビネットとの間に少なくとも 26イン
チ (66cm) の隙間を確保してください。

• ブレンダーは必ず、図1 のように設置してください。 過熱を防ぐ
ために、ブレンダーの側面および背面から 7.5インチ (19cm) の
範囲内に妨げるものがないことを確認してください。

•  電源コンセントが近くにある場所を選択してください。また、
材料との距離、客にどのくらい近づけるか、使用可能なカウン
タースペース等についても考慮します。

•  本装置の上部と周辺に十分なスペースを確保し、遮音装置が
障害なく作動できるようにします。

3.1.2　インカウンターの設置
• ブレンダーは必ず、図2 のように設置してください。
• カウンタートップの下から電源に容易に手が届くようにしてください。
•  十分な換気を行うため、カウンタートップの厚さは ¾インチ 

(1.9cm) を超えないようにしてください。

• 遮音装置と壁との間に少なくとも 5.5インチ (14cm)、カウンタ
ートップとその上部のキャビネットとの間に少なくとも 22イン
チ (56cm) の隙間を確保してください。

• 下部のキャビネットとの間に、十分な空気が流れるようにして
ください。

•  モーターの下および周囲には、少なくとも 3インチ (7.6cm) の
の範囲内に妨げるものがないことを確認してください。キャビ
ネットは閉じないでください。 キャビネットスペースの外側か
ら内側へ空気が自由に流れるようにしてください。

•  複数のブレンダーを設置する場合は、ブレンダーの中心間の距
離を 16インチ (40.6cm) 確保してください。

•  カウンタートップに幅 11.1cm、長さ（奥行） 14.9cm の穴を
あけます（付録A のカウンター上部穴テンプレートをご覧くださ
い）。 11.1cm の側面が、カウンターの前端に並行になるよう
にしてください。�

注：切削の前に、すべてのスペース要件と寸法が正しいことを再度
確認してください。

 ブレンダーをカウンタートップ内に置きます。ガスケットがカウン
ター表面に平らに座るようにしてください。

設置および操作の概要
第3章

図1

図2
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3.1.3　ステルス（STEALTH）モデルのインターフェイス

事前にプログラムされたサイクル
事前にプログラムされたサイクルは、異なる速度と持続時間で実行
され、自動的に停止します。サイクルを開始するには、任意の事前に
プログラムされた ボタンを押します。任意のサイクルを再び押すと、
そのサイクルは終了します。または、  を押して  を長押しすると
パルスが稼働します。パルス速度を遅くするには、任意の事前にプ
ログラムされたサイクルボタンを長押しします。別のサイクルをプロ
グラムする方法は、本マニュアルの 3.1.5節をご覧ください。

3.1.4 上級プログラミングおよび診断
メニュー ナビゲーションのヒント 
を3秒間長押しすると、 メニューに入ります。
1.  を用いてスクロールし、  を用いて必要な機能を選択します。
2.  サブメニュー領域からメイン画面に戻るには、メイン画面が表

示されるまで  をタップします。

3.1.5　ご希望のプロファイルの選択
1.  を 3秒間長押ししてメニューに入ります。
2.  を押して「プロファイル」を選択します。
3.  を押してスクロールします。
4.  を押してご希望のプロファイルを選択します。
5. 再び  を押してプロファイルをアクティブにします。選択をキ

ャンセルするには、  を押します。

3.1.6　事前にプログラム されたサイクルボタンの変更

サイクル ボタンの一時的な変更

1.  を3秒間長押ししてメニューに入ります。 
2.  を押して「ブレンド サイクル」までスクロールし、  を押し

ます。
3. 「標準ブレンド サイクル」または「カスタム ブレンド サイクル」

を選択します。
4. ご希望のブレンド サイクルを選択します*。
5.  このブレンド サイクルの変更に使用するボタンを選択し、  

を押します。選択をキャンセルするには、  を押します。
*一時的にボタンを無効にするには、このステップで「ボタンを無効
にする」を選択します。

注：サイクルを番号ボタンにカスタマイズした後、操作モードに戻
ると、プロファイル名の後にアスタリスクが表示されます。ブレン
ダーに新たなプロファイルを読み込むと、各プロファイルは既定の
サイクル�ボタンに戻ります。

サイクル ボタンの永久的な変更
一つのプロファイルの中でサイクル ボタンを永久的に変更するに
は、更新したプロファイルを USB ドライブにエクスポートした後
ブレンダーにインポートするか、またはブレンド ウィザードを使用
します。
3.1.7　ブレンド ウィザード
ブレンダー上に事前にプログラムされたプロファイルやサイクルの
使用に加え、ブレンド ウィザードを使用してカスタムのプロファイ
ルやサイクルを作成することができます。ブレンド ウィザードを使
用してカスタムプロファイルとサイクルを簡単に作成する方法につ
いては、my.blendtec.com をご覧ください。

3.1.8　ブレンダーの設定
ブレンダーの設定値を変更して、最適なブレンディング性能と機
能を発揮させることができます。

遮音装置安全モード
遮音装置安全機能は、モーターの動作中に、遮音装置のの蓋がし
っかり閉まっているかどうかを確認します。操作中に遮音装置を
持ち上げると、モーターが停止します。この機能は、ステルス 895  
NBS モデルでは無効にすることはできません。

スクロール

電源 キャンセル/終了

事前にプログラムされたサイクル パルス

選択
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遮音装置安全機能を有効または無効にするには、以下のステップ
を行います。
1.  を 3秒間押します。
2.  を押して「設定」までスクロールします。  を押します。
3. 「遮音装置安全モード」を選びます。  を押して選択します。
4.    をタッチすると、遮音装置安全モードが有効または無効に

切り替わります。
5.  を押してメニューを終了します。

画面スタンバイ時間
スタンバイ モードは、 
15分、1時間、6時間、または12時間に調整できます。
新たなスタンバイ時間を選択するには、以下のステップを行います。
1.  を 3秒間押します。
2.  を押して「設定」までスクロールします。  を押します。
3.  を押して「画面スタンバイ」までスクロールします。  を押

して選択します。
4.  を押してご希望のスタンバイ時間までスクロールします。  

を押して選択します。
5.  を押してメニューを終了します。

ブレンド サイクル一時停止設定
自動モードにあるときは、「ブレンド サイクル一時停止」設定によ
り、ブレンド サイクルを同じ時間と速度で一時停止して再開する
ことができます。ブレンド サイクル一時停止機能を有効または無
効にするには、以下のステップを行います。
1.  を 3秒間押します。
2.  を押して「設定」までスクロールします。  を押します。
3.  を押して、「ブレンド サイクル一時停止」までスクロールし

ます。  を押して選択します。
4.  をタッチすると、ブレンドサイクル一時停止機能が有効また

は無効に切り替わります。
5.  を押してメニューを終了します。

言語
メニューは英語、フランス語、スペイン語の 3ヵ国語で使用可能で
す。言語を選択するには、以下のステップを行います。 

  を 3秒間長押ししてメニューに入ります。
1.  を押して「設定」までスクロールします。  を押して選択し

ます。
2.  を押して「言語」までスクロールします。  を押して選択し

ます。
3.  を押してご希望の言語までスクロールします。  を押して

選択します。
4.  を押してメニューを終了します。

3.1.9　ブレンダーについての統計データ

ブレンドのサイクル数
本装置上で実行された合計サイクル数、および各ボタンで実行さ
れたサイクル数を参照するには、以下のステップを行います。
1.  を 3秒間長押ししてメニューに入ります。
2.  を押して「サイクル数」までスクロールします。  を押して

選択します。
3.  を押してサイクル数の間をスクロールします。
4.  を押してメニューを終了します。

注：パルス数とは、一連のパルスの数を指します。例えば、パルス�
ボタンを�5回続けて押すと、1回のパルスとして記録されます。パル
ス�ボタンを押し、サイクル番号を押し、その後パルス�ボタンを押す
と、2回のパルスとして記録されます。

診断エラー記録
ブレンダー上に記録された診断エラーを参照するには、以下のよ
うにします。
1.  を 3秒間長押ししてメニューに入ります。
2.   を押して「診断エラー数」までスクロールします。  を押し

て選択します。
3.  を押してエラー数の間をスクロールします。
4.  を押してメニューを終了します。

注：「ブレンド�サイクル一時停止」設定が有効になっている場合
は、任意のボタンを押してサイクルを一時停止できます。「ブレンド�
サイクル一時停止」機能が無効になっている場合は、任意のボタン
を押すとブレンド�サイクルが停止します。
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ブレンダーについての統計データのエクスポート
診断情報を保存する方法として、ブレンダーについての統計データ
（サイクル数、エラー数、設定値、およびファームウェアのバージ
ョン）をエクスポートします。診断情報は、本装置に問題が起きた
場合に、ブレンドテックのカスタマーサービスや専門の修理士が
使用します。
ブレンダーについての統計データを USB ドライブにエクスポート
するには、以下のステップを行います。 

1.  1番のプラスドライバーを用いて、ブレンダーの右側上部の 
USB カバーを外します。

2. USB ドライブをブレンダーの USB ポートに差し込みます。

� �注：ブレンダーが手動または自動操作モードにあるとき
は、USB�フラッシュドライブ�メニューが画面上に自動的に表示
されます。ブレンダーがプログラミング�モードにあるときは、メ
インメニューへ行って�USB�ドライブを選択します。

3.    を押して各回数値をエクスポートします。  を押して選択
します。再び  を押して、各回数値の sth-cnts.csv ファイル
へのエクスポートを確認します。

4.  エクスポート プロセスが終了したら、USB ドライブをブレン
ダーから取り外し、1番のプラスドライバーを用いて、カバーを 
USB ポートにしっかりと取り付けます。
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3.2　コノシュア 825™ モデル
コノシュア シリーズ:ICB5 コノシュア 825、ICB5 コノシュア 825 
スペースセイバー

3.2.1　カウンター上の設置

ブレンダーは必ず、図3 のように設置してください。過熱を防ぐた
めに、ブレンダーの側面および背面から 7.5インチ (19cm) の範囲
内に妨げるものがないことを確認してください。

•  遮音器具を取り付ける場合は、遮音器具と壁との間に少なくと
も 5.5インチ (14cm)、カウンタートップとその上部のキャビネ
ットとの間に少なくとも 26インチ (66cm) の隙間を確保してく
ださい。

• 電源コンセントが近くにある場所を選択してください。また、
材料との距離、客にどのくらい近づけるか、使用可能なカウン
タースペース等について考慮します。

•  本装置の上と周辺に十分なスペースを確保し、遮音装置が障害
なく作動できるようにします。

3.2.2　インカウンターの設置

ブレンダーは必ず、図5 のように設置してください。
• カウンタートップの下から電源に容易に手が届くようにしてく

ださい。
•  十分な換気を行うため、カウンタートップの厚さは ¾インチ 

(1.9cm) を超えないようにしてください。
•  遮音装置を取り付ける場合は、遮音装置と壁との間に少なくと

も 5.5インチ (14cm)、カウンタートップとその上部のキャビネ
ットとの間に少なくとも 18インチ (45.7cm) の隙間を確保して
ください。

� �注：遮音装置の寸法は、スペースセイバー�モデルには該当しません。
• 下部のキャビネットとの間に、十分な空気が流れるようにします。
•  モーターの下および周囲には、少なくとも 3インチ (7.6cm) の

何もないスペースが必要です。キャビネットは閉じないでくだ

図3

図4

図5
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さい。キャビネットの外から中へ、空気が自由に流れる必要があ
ります。
•  複数のブレンダーを設置する場合は、ブレンダーの中心間の距

離を 16インチ (40.6cm) 確保してください。
•  カウンタートップに幅 4 ⅜インチ (11.1cm)、長さ（奥行） 5 ⅞

インチ (14.9cm) の穴をあけます（付録A のカウンター上部穴
テンプレートをご覧ください）。4 ⅜インチ (11.1cm) の側面
が、機械を操作する人の側に向くようにします。

� �注：切削の前に、すべてのスペース要件と寸法が正しいことを再
度確認してください。

•  ブレンダーをカウンタートップ内に置きます。ガスケットがカウ
ンター表面に平らに座るようにしてください。

3.2.3　コノシュア モデルのインターフェイス

注：電源スイッチは、コノシュア�825�の前側にあります。

事前にプログラムされたサイクル
事前にプログラムされたサイクルは異なる速度と持続時間で実行
され、自動的に停止します。サイクルを開始するには、任意の事前
にプログラムされた ボタンを押します。任意のサイクルを再び押す
と、そのサイクルは終了します。       を長押しするとパルスが稼働
します。別のサイクルをプログラムする方法については、本マニュ
アルの 3.2.6節をご覧ください。

3.2.4　上級プログラミングおよび診断

メニュー ナビゲーションのヒント
1.   と  を 1秒間押します。
2.   を押して下へスクロールし、  を押して必要な機能を選

択します。
3.  サブメニュー領域からメイン画面に戻るには、 メイン画面が

表示されるまで  をタップします。

3.2.5　ご希望のプロファイルの選択
1.   と  を 1秒間押して、メニューに入ります。
2.   を押して「プロファイル」メニューまでスクロールし、  

を押して選択します。
3.   を押してご希望のカテゴリーまでスクロールし、  を押し

て選択します。
4.   を押してご希望のプロファイルまでスクロールし、  を押

して選択します。
5.   を押してプロファイルをアクティブにします。選択をキャン

セルするには、「パルス」を押します。

3.2.6　事前にプログラムされたサイクル ボタンの変更

サイクル ボタンの一時的な変更
1.   と  を 1秒間押して、メニューに入ります。
2.   を押して「ブレンド サイクル」までスクロールし、  

 を押して選択します。
3. 「標準ブレンド サイクル」または「カスタム ブレンド サイクル」

を選択します。
4. ご希望のブレンド サイクルを選択します*。
5.  このブレンド サイクルの変更に使用するボタンを選択し、  

を押します。選択をキャンセルするには、  を押します。
*一時的にボタンを無効にするには、 
このステップで「ボタンを無効にする」を選択します。

注：サイクルを番号ボタンにカスタマイズした後、操作モードに戻
ると、プロファイル名の後にアスタリスクが表示されます。ブレン
ダーに新たなプロファイルを読み込むと、各プロファイルは既定の
サイクル�ボタンに戻ります。

事前にプログラムされたサイクル パルス
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サイクル�ボタンの永久的な変更
一つのプロファイルの中でサイクル ボタンを永久的に変更する
には、更新したプロファイルを USB ドライブにエクスポートした
後、ブレンダーにインポートします。もしくは、ブレンド ウィザード
（my.blendtec.com）を使用してプロファイルを編集し、そのプ
ロファイルをブレンダーにエクスポートします。

3.2.7　ブレンド ウィザード
ブレンダー上に事前にプログラムされたプロファイルやサイクルの
使用に加え、ブレンド ウィザードを使用してカスタムのプロファイ
ルやサイクルを作成することができます。ブレンド ウィザードを使
用してカスタムのプロファイルとサイクルを簡単に作成する方法に
ついては、my.blendtec.com をご覧ください。

3.2.8　ブレンダーについての統計データ

ブレンドのサイクル数
実行された合計サイクル数、および各ボタンで実行されたサイク
ル数を参照するには、以下のステップを行います。
1.   と  を 1秒間押して、メニューに入ります。
2.   を押して「サイクル数」までスクロールします。  を押して

選択します。
3.   を押してサイクル数の間をスクロールします。
4.   を押してメニューを終了します。

備考：パルス数とは、一連のパルスの数を指します。例えば、パル
ス�ボタンを�5回続けて押すと、1回のパルスとして記録されます。
パルス�ボタンを押し、サイクル番号を押し、その後パルス�ボタンを
押すと、2回のパルスとして記録されます。

診断エラー記録
ブレンダー上に記録された診断エラーを参照するには、以下のよ
うにします。
1.  と  を 1秒間押して、メニューに入ります。
2.   を押して「診断用の回数値」メニューまでスクロールし、 

 を押して選択します。
3.  を押してスクロールし、各カテゴリーのエラー数を参照します。
4.  を押してメニューを終了します。

ブレンダーについての統計データのエクスポート
診断情報を保存する方法として、ブレンダーについての統計データ
（サイクル数、エラー数、設定値、およびファームウェアのバージ
ョン）をエクスポートします。診断情報は、ブレンダーに問題が起
きた場合に、ブレンドテックのカスタマーサービスや専門の修理士
が使用します。ブレンダーについての統計データを USB ドライブ
にエクスポートするには、以下のステップを行います。
1.   ブレンダーの金属製のモーター ハウジングの底にある USB 

ポートの位置を確認します。
2. USB ドライブをブレンダーの USB ポートに差し込みます。
  注：ブレンダーが手動または自動操作モードにあるとき

は、USB ドライブ メニューが画面上に自動的に表示されます。
ブレンダーがプログラミング モードにあるときは、メインメニ
ューへ行って USB ドライブを選択します。

3.   を押して、「回数値をエクスポート」までスクロールします。  
を押して選択します。再び  を押して、各回数値の ICBUCNTS.
CSV ファイルへのエクスポートを確認するか、または  を押して
キャンセルし、前のメニューに戻ります。

4.  エクスポート プロセスが終了したら、USB ドライブをブレンダ
ーから取り外します。

プロファイルのエクスポートおよび転送
情報のエクスポートと転送、およびブレンド ウィザードについての
詳細は、my.blendtec.com をご覧ください。
• すべてのコノシュア モデルにおいて、USB ポートは金属製のモ
ーター ハウジングの底にあります。コノシュア 825 のカウンター
上部用モデルでは、USB ポートにアクセスするのにプラスチック
製のプレートを取り外す必要があります。

日
本

語
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4.1　ご使用後のお手入れ
1.  ぬるま湯 240ml と、食器用液体洗剤 1～2滴をブレンダージャ

ーに入れます。
2.  ジャーの蓋をしっかり閉めます。ジャーをモーターベースの上

に置き、パルス ボタンを 5～10秒間長押しします。
3. ジャーを取り外してぬるま湯ですすぎます。

4.2　長期的な消毒
1.  ブレンダージャーにメーカー仕様に合わせて希釈した消毒液

を入れ、定期的にジャーを消毒します。
2. 希釈した消毒剤を 5分間、ジャーの中に入れたままにします。
3. ジャーの中の消毒液を空にします。
4. ジャーを水で十分にすすぎます。

4.3　モーターベースと遮音装置の清掃
• 清掃の前に、ブレンダーのが電源から抜かれていることを確認

してください。
•  モーターベースのプラスチック製ハウジング、ガスケット、金

属製の上部、および遮音装置を湿った清潔な布で拭きます。中
性、多目的の表面を傷つけない洗剤を使用してください。

• ドライブソケットは、綿棒またはつまようじを用いて清掃できます。

4.4　清掃上のヒントと注意事項
•  表面の光沢がなくなったり、傷が付いたりしますので、ブレンダ

ーベース、ジャー、および遮音装置は硬い剛毛のあるブラシま
たは研磨性のある布やパッドで清掃しないでください。

• 種類に関わらず水噴射を使用してモーターベースを清掃しない
でください。

•  モーターベースは絶対水中に入れないでください。保証が無効
になります。

お手入れ&清掃
第4章
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お買い上げのブレンダーに問題はないとは思いますが、時として問題
が生じることはあります。以下のガイドラインを使用して、問題は簡単
に正せるものか、点検修理を必要とするものかを判断してください。

5.1　トラブルシューティングを開始するには
• ブレンダーがオンにならない、エラー メッセージを表示してい

る、または機械の上にジャーを載せていない状態で問題が起
きている場合は、5.2節へ進んでください。

• ジャーに問題があるか、ブレンダーに問題があり、それが機械
の上にジャーを載せているときにのみ起こる場合は、5.3節へ
進んでください。

• ブレンダーもジャーも機能していたとしても、ブレンド状態が
不十分な場合は、5.4節へ進んでください。

5.2　ブレンダーのトラブルシューティング

画面が消えている場合：

• ブレンダーの電源スイッチ/ボタンがオンになっていることを確
認します。

• サーキットブレーカー/ヒューズを確認するか、または別のサー
キットブレーカー上の別のコンセントを試します。

ボタンが動作しない場合：
• 他のボタンをテストして、ボタンが無効になっていないかどうか

確認します。別のボタンが動作するなら、そのボタンが無効にな
っていないかどうか、メニュー内で確認します。

過熱エラーが表示された場合 - これはモーターの過熱を示します
• ブレンダーに、空気が流れるために十分なスペースがあること

を確認します。
• ジャーに、最大容量ラインを超えて内容物が入っていないか確

認します。
• ジャーに過度に硬い、または厚い内容物が入っていないか確認

します。

注：このエラーが起こると、ブレンダーは、冷却して動作温度にな
るまで保護モードとなります。20分以上の冷却時間の後、ブレンダ

ーが依然として機能しない場合は、ブレンドテックのサービスエー
ジェントまでお問い合わせください。
過負荷エラーが表示された場合 - これはモーターへの過負荷を
示します
• ジャーに、最大容量ラインを超えて内容物が入っていないか確

認します。
• ジャーに過度に硬い、または厚い内容物が入っていないか確

認します。
注：このエラーを消去するには、機械の電源コードをコンセントか
ら抜き、再びコンセントに差し込みます。

ジャーをブレンダーから取り外したとき、または別のジャーを使
用したときに問題がなくなる場合は、5.3節をご覧ください。

画面上のエラーがマニュアルに掲載されていない場合、または上記
のトラブルシューティングのステップによっては問題が解決しない場
合は、カバーの内側に記載の、交換部品の購入または保証状況の確
認に関して、ブレンドテックの有資格保守要員にご連絡ください。

5.3　ジャーのトラブルシューティング

ジャーが漏れる、または問題が生じている場合は、ジャーをベー
スから取り外して空にします。

ジャーが漏れる場合

• フタが完全にジャーの上に載っていることを確認します。

• ジャーシャフトを掴んで揺り動かしてみます。シャフトが横方向、
または上下に動く場合は、使用を停止し、ジャーを交換します。

ジャーがモーターベース上でエラーを起こす場合

• ブレンダーベース上で別のジャーを試します。ジャーが問題を起
こす場合は、使用を停止し、ジャーを交換します。

トラブルシューティング
第5章
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ブレードが回転しない場合
• ジャーが完全にブレンダーベースの上に載っていることを確認

します。
• ブレードがドライブシャフトにしっかりと固定されていることを

確認します。ドライブシャフトを一方の手で持ち、もう一方の手
でブレードを回転させてみます。ドライブシャフトを回転させる
ことなくブレードが回転する場合は、使用を停止し、ジャーを
交換します。

• ジャーの底を下の図7 と図8 に比較して、ジャーのスプライン
を評価します。ジャーのスプラインが図8 のようであれば、使
用を停止し、ジャーを交換します。

ジャーを交換する必要がある場合、または上記のトラブルシュー
ティングのステップによっては問題が解決しない場合は、カバーの
内側に記載の、交換部品の購入または保証状況の確認に関して、
ブレンドテックの有資格保守要員にご連絡ください。

5.4　レシピのトラブルシューティング
ブレンダーがブレンドしなくなった場合、またはブレンドされたも
のの質感が塊が多い、もしくは不均一な場合は、以下を行ってく
ださい。

• サイクルの間に混合物に空洞ができていないことを確認しま
す。キャビテーション（空洞化）とは、ドリンク ミックスが冷た
すぎるか硬すぎるために、ミックス内に空洞が形成される状態
です。これが起こると、ブレンダーのブレードは空洞の中で自
由に回転してしまいます。この問題は、氷を減らす、液状物を増
やす、またはレシピの中で使用する凍った材料の温度を 10°F 
(-12°C) 以上にして、ミックスの温度を上昇させることにより解
決できます。

• レシピはよく混ざっていても、完全なブレンドには十分時間を
かけられなかった場合は、サイクル時間を延ばします。もっと
長いサイクルを試すか、またはパルス ボタンを長押しして、必
要なブレンド時間を確保します。

• ブレードが回転しないか、またはブレンダーにエラーが表示さ
れる場合は、ジャーに過度に硬い、または厚い内容物が入って
いないか確認して、5.2節および 5.3節をご覧ください。

ブレンドの品質が不十分で、上記のトラブルシューティングのス
テップによっては問題が解決しない場合は、カバーの内側に記載
の、交換部品の購入または保証状況の確認に関して、ブレンドテ
ックのサービスエージェントにご連絡ください。

このユーザーガイドに記載されている指示事項は、起こり得るす
べての条件や状態に対応することを意図したものではありませ
ん。この機械、または他の任意の機械を操作する際は、健全な判
断力を働かせていただく必要があります。

図7

図8
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6.1　保証の説明
ブレンドテックは、通常の使用およびメンテナンスのもとでのブレ
ンドテック製業務用カウンタートップ ブレンダーの材料および製
造技術における欠陥に対して、該当する保証期間の間、ブレンド
テックの唯一の意見において欠陥があると見なされるコンポーネ
ントの修理または交換に必要な部品および作業を保証します。保
証期間は、購入時に確立される事柄に応じて異なる場合がありま
す。製造中止品目、限定版の品目、または色の選択肢は、それに最
も近い現在の同等品と交換いたします。保証をまっとうするため
には、ブレンドテックは、保証の請求時にシリアル番号、モデル番
号、および認定ディーラーによる購入証明書を必要とします。さら
に、本装置に貼られているシリアル番号ラベルがそのままの状態
であり、変更されていないことが必要です。それ以外の場合は保
証は無効となります。
以下の項目はブレンダーの保証範囲には含まれません。
•  本マニュアルに概説されている通常のメンテナンス、調整、お

よび清掃。
•  ブレンダーに対する認定されていない修理または改造、製品へ

の異物混入、またはブレンドテックによる事前の書面による承
認なしの非標準の部品またはアクセサリーの使用により必要
となった修理。

•  ブレンダーの不適切な設置または換気、電源（停電、不適切な
電気接続、ユニットへの低電圧、または電圧降下等）、給水、排
水、浸潤、洪水、嵐、その他の天災により生じた損傷。

•  休日、残業、発送等による割増作業料金のコスト。
•  誤使用、酷使、軽視された、または事故にあった、または指定

されたメンテナンスもしくは操作手順を行っていない部品また
はアクセサリ。

•  本マニュアルに記載された技術的な指示事項に反するような
本装置の設置または移動、清掃またはメンテナンスの手順を
原因とする損傷または問題。

•  その原因に関わらず、人の怪我、偶発的または結果的な損傷ま
たは経済的（利益または収入の）損失に対する請求。

6.1.1　水による損傷および誤用
モーターベースへの液体侵入を防止することは非常に大切です。モ
ーターベースは、液体が入らないように設計されています。 
ですが、大量に漏れたりお手入れの方法が適切でない場合は、モー
ター ハウジングに液体が入ってしまう可能性があります。モータ
ー上のカウンターの周囲、および遮音器具ベース（使用している場
合）の下に少しでも液体がこぼれたら、すぐにふき取ることが重要
です。これを行いませんと、液体がモーター内へ引き込まれ、早期
故障につながる恐れがあります。この原因による故障は誤用とみ
なされ、保証の対象とはなりません。

6.1.2　購入した国
保証は、認可された販売代理店から装置を購入した国でのみ有効です。
ご購入の国の外で本装置を使用された場合は、明示的、暗示的を問わ
ず、すべての保証が無効となります。お客様が、最初にご購入になった国
の外の地域のサービスセンターの利用を選択される場合は、そのお客
様には、装置の修理を行い返却するのに必要な部品、作業、発送、関
税、その他の税等の費用を、道理上、ご負担いただくこととなります。

6.1.3　サービス手順
第5章のトラブルシューティング ステップではブレンダーの問
題が解決しない場合は、ブレンドテックのカスタマー サービス 
(1-800-BLENDTEC (米国内のお客様)) またはブレンドテック の
有資格保守要員 (米国外のお客様) までお問い合わせください。
米国外のブレンドテック の有資格保守要員の一覧は、https://
www.blendtec.com/pages/commercial-dealers-
international をご覧ください。お電話の前に、ブレンダー、ブレ
ンダーのシリアル番号、および問題の説明をご用意ください。多
くの問題は、電話で簡単かつ速やかに解決できます。電話では問
題が解決できない場合は、本装置が修理または交換を必要とする
場合があります。お一人でこれを行うことはおやめください。お手
持ちの機械の保証期限が切れている場合は、修理に出していただ
くこととなります。サービス手順に従って、ブレンドテックの有資格
保守要員までお問い合わせください。発送料金、修理のための部
品、および該当する場合の作業コストは、ブレンダーの所有者様に
ご負担いただきます。

保証
第6章
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この保証は、任意の暗示的な保証、または特定の目的に対する商
品性または適合性を含め、明示的、暗示的を問わず、あらゆる種
類の他のすべての保証に代わるものです。
いかなる場合においても、ブレンドテックはあらゆる特別損害、間
接的な、偶発的な、または結果的な損傷に対して責任を負わない
ものとします。保証期間の終了時に、この保証の下でのブレンドテ
ックの責任は終了するものとします。前述の保証はブレンドテック
の唯一の責任であり、顧客またはユーザーの排他的な救済策とな
ります。

弊社の製品には、オーストラリアの消費者法のもとで除外できない
保証がついています。お客様は、重大な不具合が発生した場合の
交換または返金、および十分予見可能なその他の損失または損害
が発生した場合の補償を受ける権利を有します。またお客様は、
許容可能な品質を満たさない、または発生した不具合が重大な欠
陥に該当しない商品についても、修理または交換を求める権利を
有します。
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カウンター上部穴テンプレート
付録 A
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事前にプログラムされたサイクル
付録 B

ステルス モデル

ボタン ステルス 895 NBS** 多目的* スムージー コーヒー ミルクセーキ

1 ニトロ 20秒 スモール ミルクセーキ
フレッシュ フルーツ入りスモ

ール スムージー
スモール マルガリータ/アイス カプチーノ スモール ミルクセーキ

2 ニトロ 30秒 グラニータ/ミディアム ミルクセーキ ミディアム スムージー4 ラージ アイス カプチーノ グラニータ/ミディアム ミルクセーキ

3 スモール マルガリータ/アイス カプチーノ スモール マルガリータ/アイス カプチーノ グラニータ/ミディアム ミルクセーキ スモール スラッシー/ミルクセーキ フローズンフルーツ入りミルクセーキ

4 ミディアム スムージー ミディアム スムージー4 ミディアム スムージー3 グラニータ/ミディアム ミルクセーキ ラージ ミルクセーキ1

5 ラージ スムージー4 ラージ スムージー4 ラージ スムージー4 ラージ スムージー2 ラージ ミルクセーキ2

6 グラニータ ミディアム ミルクセーキ 50秒 @ 速度7 50秒 @ 速度7 50秒 @ 速度7 ラージ ミルクセーキ3

パルス @ 速度7 パルス @ 速度7 パルス @ 速度7 パルス @ 速度7 パルス @ 速度7

* 885、および885 カウンター内モデルの既定のプロファイルを示します。** 895 NBS の既定のプロファイルを示します。

コノシュア 825 モデル

ボタン 多目的* スムージー コーヒー ミルクセーキ

1 スモール ミルクセーキ
フレッシュ フルーツ入りスモー

ル スムージー
スモール マルガリータ/アイス 

カプチーノ
スモール ミルクセーキ

2 グラニータ ミディアム ミルクセーキ ミディアム スムージー4 ラージ アイス カプチーノ グラニータ/ミディアム ミルクセーキ

3 スモール マルガリータ/アイス カプチーノ グラニータ/ミディアム ミルクセーキ スモール スラッシー/ミルクセーキ フローズンフルーツ入りミルクセーキ

4 ミディアム スムージー4 ミディアム スムージー3 グラニータ/ミディアム ミルクセーキ ラージ ミルクセーキ1

5 ラージ スムージー4 ラージ スムージー4 ラージ スムージー2 ラージ ミルクセーキ2

でパルス @ 速度7 パルス @ 速度7 パルス @ 速度7 パルス @ 速度7

*既定のプロファイルを示します。

EZ 600

ボタン マルチ1 マルチ2 マルチ3

スモール スモール スモール

ミディアム ミディアム ミディアム

ラージ ラージ ラージ

パルス パルス パルス

シェフ 600

ボタン -

停止

ロー

ミディアム

ハイ

ロー パルス

ハイ パルス
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