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お買い上げ日より 1年間

品 名 ・ 品 番

お 買 い 上 げ 日

保証期間及び対象

ワンミニッツハイパワーミキサー&ジューサー FJP-588

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

ご 住 所

お 名 前

お 電 話

お 客 様

販売店

住 所

店 名

電 話 (　　　　　　　)　　　　　-

様

(持込修理)

＜無料修理規定＞

■取扱説明書、 本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、 お買
い上げの販売店が無料修理いたします。

■所定記入欄が空欄のままですと本書は有効とはなりません。 もし未記入の場合は、 お買い上げの販売店にお申し出く
ださい。

■本書は再発行はいたしませんので、 大切に保管してください。
■ご転居 ・ ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、 取扱説明書に記載しております 「お客

様ご相談窓口」 にご相談ください。
■保証期間中でも、 次の場合は有料修理となります。

( イ ) 本書のご提示がない場合。
( ロ ) 本書にお買い上げ年月日、 お客様名 ・ 販売店名の記入がない場合、 または字句を書き換えられた場合。
( ハ ) 使用上の誤り、 または不当な修理や改造による故障 ・ 損傷。
( ニ ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送 ・ 落下などによる故障および損傷。
( ホ ) 火災 ・ 地震 ・ 風水害 ・ 落雷 ・ その他天災地変および公害 ・ 塩害 ・ ガス害や異常電圧 ・ 定格外の使用電源
 ( 電圧 ・ 周波数 ) などによる故障および損傷。
( ヘ ) 一般家庭用以外に使用された場合 ( 例えば業務用での使用や、 車両船舶に搭載 ) の故障および損傷。
( ト ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

※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
保証書を発行している者 ( 保証責任者 ) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではあ
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、 お買い上げの販売店または弊社 「お客様ご相
談窓口」 までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の 「保証とアフターサービス」 をご覧くだ
さい。

本書は、 記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、 商品と本書をご持参のうえ、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●修理メモ

〒567-0835　大阪府茨木市新堂 1 丁目 22 番 18 号
TEL 072-636-5899　FAX　072-636-6981
URL　http://www.fukai-ind.co.jp/service/electronics/フカイ工業株式会社

11 17-08

保 証 書

このたびは「ワンミニッツハイパワーミキサー＆ジューサー　FJP-588」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す。

■ご使用の前に、「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
■この取扱説明書には保証書がついています。
 お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

保証書付
保証書はこの取扱説明書のP11についております
ので販売店様の記入をお受けください。　
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必ず実施
水ぬれ禁止

分解禁止

禁止

ぬれ手禁止

必ず実施

プラグを抜く

禁止

接触禁止

禁止

フカイ工業株式会社

Made in P.R.C

(China) 500W FJP-588

押す
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モーター保護装置について
材料が大きすぎてカッター刃に引っかかったり、禁止材料を使用したり、定格時間(1分
運転＋3分休止)を超えて連続使用するなどしてモーターに負荷がかかると、モーター保
護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。
以下の操作をおこない、保護装置を解除してください。

※そのまま無理に使用すると、モーターからの異臭や発煙･故障の原因となります。

1.
電源プラグをコンセントか
ら抜き、ミキサーボトルを
本体からはずす

2.
本体底面の「リセットボタ
ン」を押す
(ボタンは元に戻ります)

3.
本体を涼しいところに約
30分置いてモーターを自
然冷却する

この表示を無視して、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。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合

および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。

　  の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。

この図記号は必ずしてほしい行為を示します。

●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

警 告

注 意

(接触禁止)

(プラグを抜く）

例

例

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、
製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。
内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

安全上のご注意
必ずお守りください

コンセントや配線器具の定格を超
える使い方、また交流100V以外
で使用しない
(タコ足配線や延長コードなどで定格を超える
と発熱による火災の原因)

電源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時
は使用しない。
また、電源プラグはコンセントの奥
までしっかり差し込み、ほこりは乾
いた布で定期的にふきとる

絶対に分解したり、修理・改造は
行わない
(発火・感電・けが・故障の原因)
※修理は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。

お子様など製品の取り扱いに不
慣れな方だけで使わせたり、乳幼
児の手の届くところで使用しない
(ケガの原因)

異常・故障時はただちに使用を
中止し電源プラグを抜く
例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグ

やコードを動かすと電源が入ったり切れた
りする/運転中にたびたび止まる/本体が
異常に熱い/いつもと違う音がする/こげく
さいにおいがする/本体が変形している

本体を水につけたり、水をかけたり
しない。
また、浴室や湿気の多い所に保
管しない
(ショートによる発火・感電・故障の原因）

ぬれた手で電源プラグの抜き差し
をしない(感電の恐れ）

警 告

部品の取付け・取外しおよびお手
入れをするときは、「OFF」ボタンを
押し電源プラグを抜いてから
おこなう

電源コードや本体をストーブなど高
熱のものに近づけない　
(変形や破損・ショートの原因)

電源コードや電源プラグの取り扱い
はていねいにおこなう
無理に曲げたり、踏みつけたり、引
っぱったりしない
(感電・ショート・火災の原因)

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

使用時以外は、電源プラグをコン
セントから抜く
(感電・漏電火災の原因)

注 意

安全上のご注意
必ずお守りください

カッターの回転が完全に止まるま
で、ミキサーボトルを外さない。ま
た、ボトルの中に指・スプーン・はし
など調理材料以外を入れない
(ケガの原因)

運転中に移動させない
(ケガの原因)

カッター刃は鋭利なので直接手を
触れない
(ケガの原因)

薄い布やビニールを敷いた上で使
わない
吸盤(→P4)が機能せず、使用中
に本体が動いたり本体底面の吸
気口にはりついて塞ぎ、モーター過
熱による故障の原因となります

お手入れの際は、食器乾燥機・食
器洗い乾燥機を使わない
(破損の原因)

モーター保護のため、連続して使
用する場合は1分運転するごとに3
分以上休ませ、5回以上繰り返し
使用しない
(故障・破損の原因)

家庭用として設計された製品のた
め、業務用として使用しない
(摩耗等による破損・故障の原因)
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各部の名称ご使用上のお願い

禁止必ず実施

生クリーム・卵白
(泡立て)

クリームチーズ

生クリームや卵白の泡立て、ケーキなどの生地作りにはご使用いただけ
ません。

肉・魚類 ひき肉作りやつくね・つみれ作りにはご使用いただけません。

粘り気の強い
材料

かたい材料
乾物類

流動食や離乳食作り・自然薯や大和芋(とろろ作り)・ゆでたじゃがいもなど

乾燥させた朝鮮人参・どんこ(干しシイタケ)・乾燥大豆・ごま・コーヒー豆・
ナッツ類・パルメザンチーズなど

禁止材料(例)

ミキサーで単独での禁止材料(例)
※必ず液体と一緒にかくはんしてください

調理以外の目的で使用しない
(故障の原因)

下記の禁止材料を使用しない
(故障の原因)

3 4

空運転をしない(故障の原因）

禁止

食品以外の物 牛乳パック・炭・和紙の材料(こうぞ・みつまたなど)

非常に硬い材料 骨(牛・豚・鶏など)・かつお節(塊)・氷砂糖・黒砂糖(塊)

センターキャップ*1

材料トレー*1

セーフティー
キャップ

ミキサー
ボトル

ワンタッチコック
パッキン(小)

ワンタッチ
コック*2

ミキサー
キャップ*2

ワンタッチコック
パッキン(大) 本体

電源プラグ

電源コード

カッター刃(内蔵)
※取り外しできません

目盛り

最大量

最小量

この
範囲内で
ご使用
ください

フィルター
(粗目・細目各1枚)
お好みに応じて使用します。

吸盤(2か所)
※布の上や凹凸のあるところでは
　吸着しませんので、使用場所に
　ご注意ください。

リセットボタン
　作動中に運転が
  停止した時に
　押します。
　(→P2モーター保護
   装置について)

電源コード収納部
 (コードを巻き付けて
  収納することができます)

*1 材料トレーとセンターキャップについて

かくはんの途中で材料を追加する必要がある場
合は、あらかじめ材料トレーにのせておくと便利で
す。
その場合、左図の通りセンターキャップは筒の細
いほうを材料トレー側にしてはめてください。

材料を追加する必要がない場合は、材料トレー
をセットする必要はありません。
その場合、セーフティーキャップにセンターキャップ
の筒の太いほうをはめてください。

材料トレーを
使わない時は…

センターキャップ
の太いほうをセー
フティーキャップに
はめる

※お買い上げ時は
粗目フィルターが
あらかじめミキサ
ーボトルにセット
されています

*2ワンタッチコックとミキサー
キャップについて

お買い上げ時はミキサーキャッ
プが取り付けられています。
ワンタッチコックをご使用の場
合はミキサーキャップをはずし、
ワンタッチコックを止まるところま
で回して取り付けてください。

取り付ける際は、
コックストッパーの
カドが鋭利なた
め、手や指をケガ
されないようにご
注意ください。

コックストッパー
(コックを正しい位置で固定します)

※外したミキサーキャップは、なくさ
ないようご注意ください。

※ミキサーキャッ
プとワンタッチ
コックパッキン
は、あらかじめ
ミキサーボトル
に装着してあ
ります

ボトルロック部(3ヶ所)
　→P5 3

セーフティーキャップ用
パッキン
(お買い上げ時は装着済み)
ひだのあるほうを下にして装着します

ご使用の前に
初めてお使いになる前に、 P7 「お手入れのしかた」 を参考に各部品を台所用洗剤
などで洗い、 よくすすいだ後、 水気を切るかふきんなど柔らかい布で拭いてください。
※食器洗い乾燥機 ・ 食器乾燥機はご使用にならないでください。



↓隙間がない

↓隙間がある

取り付け位置
ここ
まで
合わ
せる

取り付け位置 ここま
で合
わせ
る

5

①ミキサーボトルの注ぎ口とセーフティーキャップ
の凸部をはめ

②セーフティーキャップのロックを反時計まわりに
回してロックし

③センターキャップをはめます

材料を準備し、ミキサーボトルに入れます。

●やわらかい材料は2～3cm角に切ります。
●かたい材料は皮や芯を取り、1～2cm角に切ります。
●必ず液体(最低でも250ml以上)や水分の多い材料

を入れてください。
水分がないと空回りしてうまくかくはんできません。

●材料トレーを使用する場合は、②のロック後に材料トレーを
のせ、さらにセンターキャップ(筒の細いほう)をはめます。

●やわらかい材料から順にボトルに入れてください。
●40℃以上のお湯や材料は使用できません。
　 吹きこぼれや、部品変形の原因となります。

※氷は家庭用冷蔵庫で作った約2.5cm角程度の
ものを使用してください。

※市販のロックアイス等かたい氷を使用する場合は
すぐに使用せず、必ずしばらく常温に置き表面
が溶けはじめてからご使用ください。(冷凍庫から
出してすぐの氷は冷凍庫内と同じ温度になって
おり大変かたく、ミキサーボトルやカッター刃破損
の原因となります。)

使いかた

本体にセットします。
①ミキサーボトル下部の▼を取り付け位置に合わせてのせ
②「ここまで合わせる」の▲まで反時計回りにしっかり回してください。

(使い始めは固い場合がありますので少し力を入れて回してください)

電源プラグをコンセントに差し込みます。

6

使いかた

1

2

3

4

5

※正しくセットできていないと、安全装置が働き作動しません。
右図のように、本体のボトルロック部と▼の隙間がなくなるまで回してください。

AUTOまたはHIGHのスイッチを押します

必要に応じて
材料を入れ
る前にフィルタ
ーを取り付け
ます

OFF(オフ)

HIGHまたはAUTO
運転時に押すと運
転を停止します。
また、運転完了音を
止めることができま
す。

AUTO(ｵｰﾄ)
約4秒かくはん、2秒
停止を5回繰り返し
た後、約30秒連続
運転し自動停止し
ます。(運転完了音
が鳴ります)

HIGH(ﾊｲ)
高速で運転し、
1分後に自動停止
します。

FLASH(ﾌﾗｯｼｭ)
押している間だけ
運転します。

●氷を入れる場合は、「FLASH」を断続的に押して様子を見ながらかくはんしてください。
「AUTO」でかくはんすると、氷が浮いてうまくかくはんできない場合があります。

●かくはんの途中で材料を追加したい場合は投入時のみセンターキャップをはずし、投入後はす
ぐセンターキャップをはめてください。

●「FLASH」は、押し続けている間だけ運転します。その際は、1分を超えて連続運転をしない
でください。

●「AUTO」「HIGH」「FLASH」いずれの場合も、繰り返し使用する場合は3分以上休止させてく
ださい。モーターを休ませずに連続使用するとモーターが過熱し、安全装置が作動し運転が
止まります。さらに無理に使用すると温度ヒューズが溶断し、リセットボタンを押しても復帰不
可能となり、保証期間内であっても有償修理の対象となる場合があります。

運転終了音「ピー　ピー(約15秒間)」が鳴ったら運転完了です。
コックレバーを倒して調理物を注いでください。
●運転終了音を早く止めたい場合は「OFF」スイッチを押してください。

●コックから調理物が出にくい場合は、「FLASH」スイッチを押してかくはんしながら
コックレバーを倒すと出やすくなります。

6

使用後は電源プラグをコンセントから抜き、速やかにお手入れ(→P7)をしてください。7

運転が途中で止まってしまった場合
…モーターに負荷がかかり、モーター保護装置がはたらき運転が止まった可能性が

あります。P2の「モーター保護装置について」をご参照の上、電源プラグをコンセ
ントから抜き、リセットスイッチを押した後本体を休ませてください。

食材や水分量によってはコックから出ない場合があります。
その場合はセーフティーキャップを外し、ボトルから注いでください。



コックレバー

シリコンキャップ

コック本体

←スプリング部

お手入れの仕方

※お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ベンジン・シンナー・漂白剤や台所用洗剤以外は使用しないでください。
※金属・ナイロン製のたわしやみがき粉(クレンザー)などは使用しないでください。
※40℃以上のお湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使用しないでください。
 (部品の変形・破損の原因)

■ミキサーボトル
…浸けおき洗いはしないでください。カッター刃に汚れ

があるときは、手を切らないようご注意のうえ、お手
持ちのブラシなどで洗ってください。水分が残ってい
るとサビの原因となりますので、よく乾燥させてくだ
さい。

■ワンタッチコック
…ミキサーボトルより取り外し、レバー部を反時計回り

に回すと分解できます。清潔にお使いいただくため
にも、ご使用のたびに分解してお手入れすることを
おすすめします。

◆組み立てる際は、シリコンキャップをしっかりスプリング部にはめ込
んでください。しっかりはまっていないと、取り付けた後コックレバー
を倒しても調理物が出てこない場合があります。

■ワンタッチコックパッキン(大・小)
…外して洗うことができますが、紛失にご注意ください。

紛失してしまうと、コック部より調理物が漏れる場合
があります。取り付けの際は、右図を参考に大・小
それぞれ正しい位置に取り付けてください。

■本体
…汚れが付着している場合はかたく絞ったふきんで拭いた後、乾拭きしてください。

この部分に水が入らないよう
ご注意ください。

…台所用洗剤を含ませたやわらかいスポンジな どで洗
い、よくすすいだ後水気を切るかふきんなどで水分を
拭き取ってください。

コックパッキン大

コックパッキン小

故障かな?と思ったら
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」 ま
でご連絡ください。

7 8

■センターキャップ・材料トレー・セーフティーキャップ・ミキサーキャップ・
セーフティーキャップ用パッキン・フィルター

・カッター刃がぐらついていませ
んか?

・ミキサーボトルの部品が摩耗
しています。消耗品ですの
で、新しいミキサーボトルをお
求めください(→P10)
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保証とアフターサービス

●お買い上げメモ
 (お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です)

 お買い上げ日(または商品到着日)  年 月 日
 販売店名(またはカタログギフト社名) 　  

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相
談ください。

◆保証書は、この取扱説明書のP11についています。
 お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入を

お確かめの上、大切に保管してください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

◆修理を依頼されるときは…
 「故障かな?と思ったら(P8)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてか

らお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご依頼ください。

※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、保証期間内であっ
ても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

●保証期間中は
 保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは
 修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記

修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談く
ださい。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…
 下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。

技術料

部品代

運送費

故障した商品を正常に修復するための料金です

修理に使用した部品代金です

修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります（有料修理の場合）

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために

利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三

者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※補修用性能部品の保有期間　6年
 このミキサーの補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造

打ち切り後6年です

お客様ご相談窓口

0120-818-114 土日祝祭日を除く
AM9:00～12:00　PM1:00～5:00

お電話の際は「FJP-588(えふじぇいぴー ごはちはち)について」とお伝えいただくとスムーズです。

消耗部品について

仕　様

長年ご使用のミキサーの点検を！愛情点検

ご使用の際にこんな症状はありませんか

● 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
● コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
● 使用中に異常な回転音がする。
● 容器にひび割れなどができた。

ご使用中止

事故防止のため、コンセ
ントから電源プラグを抜
いて、必ず販売店にご
相談ください。

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。
<2015年4月現在>

部品名 部品番号 右図
番号

希望小売価格
(税別)

セーフティーキャップ 1,500円③P748

センターキャップ P750 ① 800円

ミキサーボトル P751 ⑤ 5,000円

⑦ワンタッチコックパッキン(大) P754 400円

⑩粗目フィルター P745 1,500円

細目フィルター P746 ⑪ 1,500円

⑧ワンタッチコックパッキン(小) P829 400円

※別途消費税・送料がかかります。

800円レシピブック P744 ⑫

材料トレー ②P749 1,200円

④セーフティーキャップ用パッキン P846 600円

ミキサーキャップ P753 ⑥ 500円

⑨ワンタッチコック P747 2,000円


