
このたびは「マイグリーンスムーザー　FJS-490」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」(2～3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P12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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マイグリーンスムーザー

FJS-490取扱説明書

(家庭用）

品 名 ・ 品 番

お 買 い 上 げ 日

保 証 期 間

マイグリーンスムーザー　　FJS-490

　　　　　　　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

フカイ工業株式会社

12
19-10

保 証 書

お買い上げ日より 保証対象 本体 ※付属品・消耗部品は
対象外1年間

〒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　https://fukai-kaden.jp/

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません。



必ず実施

分解禁止

禁止

水ぬれ禁止

プラグを抜く

ぬれ手禁止

必ず実施

プラグを抜く

禁止 禁止

2

注 意

3

安全上のご注意 必ずお守りください 必ずお守りください安全上のご注意

禁止材料について

以下の材料は故障や破損の原因となるため、お使いいただけません。

以下の材料は単独ではなく、必ず多めの液体と一緒にかくはんしてください。

●ロックアイス(刃が折れる可能性があります)

●肉類(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)

●40℃以上の熱い材料(ボトルの破損や吹きこぼれによるヤケドの原因)

●パンやお菓子の生地材料や生クリーム・卵白など(生地作りや泡立てにはご使用いただけません)

●固い材料(かつお節の塊・漢方薬・乾燥ウコンなど)

●流動食や離乳食づくり(粘度が高くなるためモーターに負荷がかかります)

●粘り気の強い食品(じねんじょ・やまいも・つくねいも・やまといもなどの芋類/納豆など)
●乾物(乾燥させた朝鮮人参・どんこ(干しシイタケ)・乾燥大豆・ごま・ナッツ類・パルメザンチーズなど)

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。

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

本体を水洗いしたり、水につけたり、水を
かけたりしない
(ショートによる発火・感電・故障の原因）

子どもや取扱に不慣れな方のみで使用
したり、乳幼児の手の届くところで使用し
ない(けがや感電の原因）

カッター刃の回転が完全に止まるまでミキ
サーボトルを本体から取りはずさない
また、ミキサーボトルの中にスプーン・箸な
ど調理材料以外を入れない(けがの原因）

スイッチ付き電源タップや、タイマー機能
付きコンセントなど、外部で電源をコント
ロール(入/切)できる装置を介して使用し
ない
(予期せず安全装置が解除され、けがの原因）

カッターの刃は鋭利なため、直接手でふ
れない(けがの原因）

コード交換は危険なため、絶対におこな
わない(けがや感電の原因）

薄い布やビニールを敷いた上で使わない
(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）

子どもや乳幼児の手の届くところに保管
しない (けがの原因）

部品の取付け・取外し、お手入れの際
は必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)

40℃以上の材料は使用しない(ボトルの破
損や材料の吹きこぼれによるヤケドの原因）

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
(感電の原因）

ミキサーボトルにヒビが入った状態のまま
使用しない
(振動によりボトルが破損しけがの原因）

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

(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。

(分解禁止)

警 告

電源コードや本体を火気やストーブな
ど高熱のものに近づけない　
(変形や破損・ショート・火災の原因)

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、必ず電源プラ
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)

この製品は一般家庭用に設計されて
いるため、業務用や調理以外の目的に
は使用しない(故障・破損の原因)

カッター刃の回転が完全に止まっている
ことを確認してから電源プラグの抜き差
しを行う (けがの原因)

運転中に移動させない
(けがの原因)

部品は必ず専用のものを使用する
(部品破損による調理物への混入・けがの
原因)

定格時間を超えての連続運転や、最
大容量を超えて運転しない
(故障の原因)

空運転をしない
(破損・故障の原因)

ロックアイスや水分の少ない固形物だけ
で運転しない
(破損・故障の原因)

調理後に調理物をミキサーボトルに入
れたまま保存しない
(部品の劣化・故障の原因)

ミキサーボトルを電子レンジやオーブンに
入れない(火災・破損の原因)

材料が多い・固いなどの原因で運転が
止まった場合はそのまま使用せず、材
料を減らしてから再度運転する
(故障の原因)

不安定な場所で使用しない
(転倒によるけがや故障の原因）

屋外で使用しない
(ほこりや虫等、異物混入の原因）



必ず実施

必ず実施

必ず実施

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

モーター保護装置について

本体モーターには、安全のためモーター保護装置が付いています。
製品の連続使用や、使用禁止食材の使用・過負荷などによりモーターが
過熱すると保護装置が働き、モーターが止まります。

●本体モーターが止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いた後、
風通しの良い場所に30分ほど置き、モーターを冷ましてください。
(本体モーターの温度が下がれば自動的に保護装置は解除されます)

各部の名称ご使用上のお願い

4 5

空運転をしないでください。

調理以外の目的で使用しないでください。(故障の原因)

使用中に回転が止まったときは、モーターの保護装置が働いています(下記参照)。
そのまま繰り返し使用しないでください。(発煙・故障の原因)

離乳食・介護食など粘り気の強い流動食づくりには使用しないでください。
(故障の原因)

最低でも液体を200ml以上入れてください。
水分がないと空回りしてうまくかくはんできないだけでなく、ミキサーボトル破損の
原因となります。

異常音がしたり、振動が大きい時は一旦スイッチを「OFF」にし、材料を減らして
ください。

40℃以上の熱いお湯や材料を入れて使用しないでください。
ミキサーボトル内部の空気が急激に膨張し、部品の破損・内容物の吹きこぼ
れ等によりケガやヤケドの原因となります。

最少量(約200ml)から最大目盛(500ｍｌ）以下でご使用ください。
約200mlより少ない量ではうまくかくはんできない場合があります。
また、最大目盛(500ml)より多く入れるとかくはん中に吹きこぼれるおそれがあ
ります。

途中で材料を追加するときに便利です
(かくはん時は閉めた状態で使用してください)

回して取り付けることで
ロックできます

押している間だけ作動します

取外しできません



200
ml

以上

時計回りに回す

使いかた

はじめてお使いになるときは、P8「お手入れのしかた」を参考に本体以外の部品を台所用中性
洗剤を含ませたスポンジやブラシ等でよく洗ってからご使用ください。
※40℃以上のお湯・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。(変形・破損の原因)

1

調理例

76

<材料>
●小松菜 ……………………… 1株
●パイナップル …… 約100g(生または缶詰)

●プレーンヨーグルト ………… 大さじ2杯

●レモン汁 …………… 約1/2個分
●水 ……………………… 200ml
●ハチミツ………………適量(お好みで)
●氷(2～3cm角) ………………… 2個

<つくりかた>
①小松菜はよく洗って幅1～2cm程度に切る(なるべく細かく切ると繊維が残りにくい)

②パイナップルは1～2cmの角切り
③パイナップル⇒小松菜⇒プレーンヨーグルト⇒レモン汁⇒ハチミツ⇒水⇒氷の順にミ

キサーボトルに入れ、ロック式ボトルフタを閉める
④ミキサーボトルを本体にセットし、様子を見ながら約30秒ほどかくはんする。

小松菜とパイナップルのジュース

<材料>
●ブロッコリースプラウト …… 1パック(約20g)

●プレーンヨーグルト……… 大さじ3～4杯
●キウイ ……………………… 1/2個
●チアシード……………… 大さじ1杯

●水 ……………………… 200ｍｌ
●ハチミツ………………適量(お好みで)

●氷(2～3cm角) ………………… 3個

<つくりかた>
①ブロッコリースプラウトは根元から1cmくらい上で切って水洗いする。
②キウイは皮をむき、2～3cm角に切る。
③キウイ⇒プレーンヨーグルト⇒ブロッコリースプラウト⇒チアシード⇒ハチミツ⇒氷⇒

水の順にミキサーボトルに入れ、ロック式ボトルフタを閉める。
④ミキサーボトルを本体にセットし、様子を見ながら約30秒ほどかくはんする。

ブロッコリースプラウトスムージー

<材料>
●にんじん ………………… 小1/2本
●りんご ……………………… 1/4個
●レモン汁 ……………… 約1/2個分

●水 ……………………… 200ml
●ハチミツ………………適量(お好みで)

●氷(2～3cm角) ………………… 2個

<つくりかた>
①にんじんはよく洗い、皮付きのまま薄切り
②りんごは皮をむいて芯を取り、縦半分に切って薄切り
③りんご⇒にんじん⇒ハチミツ⇒レモン汁⇒水⇒氷の順にミキサーボトルに入れ、ロック

式ボトルフタを閉める
④ミキサーボトルを本体にセットし、様子を見ながら約30秒ほどかくはんする。

にんじんとりんごのジュース

ロック式ボトルフタにセンターキャップを
はめる

ミキサーボトルを本体にセットする

2

フタを押さえて電源スイッチを数回短押し
し、材料がなじんだら様子を見ながら長
押しする(1分以内)

ミキサーボトルに柔らかいものから順に
材料を入れる

電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントからはずす

ロック式ボトルフタを時計回りに回して
ミキサーボトルにしっかりはめる

3

4

5

6

7

●やわらかい材料は2～3cm角に切る。
●固い材料は皮や芯を取り、1～2cm角に切る。
●必ず液体(最低でも200ml以上)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。

時計回りに回す

少し左斜めに
はめてから、
時計回りに
回す

セットが固いと感じる場合は、10回程度セット↔セット解除を
繰り返すと、なじんで回しやすくなります

※ミキサーボトル内側の凸部が安全スイッ
チの奥までしっかり届いていないと安全
装置が解除されず、作動しません

スキマが
あいている

ミキサーボトルを上からつかみ、ボトルの　　印と本体
の▲印が合うようにしっかり回す

初めは短押し なじんだら長押し



故障かな?と思ったらお手入れのしかた

9

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。

こんなときは…?

スイッチを入れても
運転しない

考えられる主な原因

使用中に運転が止まる

空回りする
(うまく混ざらない)

調理物が漏れる

・液体の量が少なすぎではあ
りませんか?

・液体の量を増やしてください
(最低でも200ml必要です)

対処方法

・電源プラグがコンセントから
抜けていませんか?

・電源プラグをしっかり差し込
んでください

・ミキサーボトルは本体にしっ
かりセットできていますか?

・ミキサーボトルの「　」が本体
の「▲」の位置にくるまでしっ
かり回してください(→P6)

・材料が大きすぎたり入れす
ぎていませんか?

・いったん運転を停止し、材
料を取り出し小さく切りなお
してください

・氷を入れすぎていませんか? ・氷の量を減らしてください

・材料の大きすぎ、入れすぎ、
禁止材料の使用で安全装
置が働いた(→P3・4)

・材料を細かく切ってください
・禁止材料は使わないでくだ
さい

・連続して調理をしていません
か?

・休止時間を守ってください

・材料を入れすぎていません
か?

・固形物を含め500mlまでの
容量で使用してください

・市販の氷を使用していませ
んか?

・市販の氷はカッター刃損傷
の原因となりますので使用し
ないでください

・禁止材料(→P3)を入れてい
ませんか?

・禁止材料は使わないでくだ
さい

・ロック式ボトルフタ・センター
キャップをしっかり閉めていま
すか?

・ロック式ボトルフタ・センター
キャップをしっかり閉めてくださ
い(→P6)

異常音がする
振動が大きい
モーターの焼けるような
においがする

・カッター刃がぐらついていませ
んか?

・カッター刃の軸周囲が摩耗
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(→P11)
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※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)

■ロック式ボトルフタ・センターキャップ

■ミキサーボトル

…使用後は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。

…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
ようにご注意の上、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。

※お手入れはご使用のたびにおこなってください。食
材のカスなどが残っていると、カビや異臭の原因と
なります。

★お手入れの前に…
ミキサーボトルに水を200ml以上
入れ数秒間かくはんすると、あとの
お手入れがしやすくなります。
<注意!>
洗剤は絶対に入れない！
(泡が大量に発生し故障の原因)

■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。

水
だ
け
！

安全スイッチも
食材などが詰
まっていないか
チェック！

ミキサーボトル内に
手を入れない



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P12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(P9)」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。

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
 この製品の補修性能部品(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「FJS-490について」とお伝えいただくとスムーズです。
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消耗部品について

仕　様

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
　また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。
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ロック式ボトルフタ 300円P853 ① 330円

センターキャップ 200円P854 ② 220円

ミキサーボトル 1,000円 1,100円P855 ③

部品名 右図
番号

① ②

③

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。

部品
番号

希望
小売価格

(税別)
税込価格

<2019年10月以降>

※別途送料がかかります。


