
ご使用上のご注意

  ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有
しています。
  この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お
客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ
利用することができます。

１.お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
 
２.お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件
   を一緒に付す必要があります。
 
３.お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、
   上映等に利用することはできません。

  当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン
ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ
イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容
についてもいかなる保証をするものでもありません。
  またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権

表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも
  製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替
  えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点
  のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感 動 を デ ザ イ ン し ま す

■このたびは、お買い上げいただきま
して、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよく読んでから使
用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。

■この取扱説明書は必ず保管してくだ
さい。
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各部の名称とはたらき安全上のご注意 必ずお守りください。

警 告

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用
の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

禁　止

感電やけがの
原因になりま
す。

交流100V以外では使用しない
でください。

火災・感電の原因になります。

分解禁止 接触禁止

回転中のビーターに、手、へ
ら、スプーン、はしなどを絶
対に近づけないでください。

けがをする恐
れがあります。

注 意

禁　止

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
るいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になり
ます。

禁　止

使用時以外は、電源プラグを
コンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因に
なります。

プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、コー
ドを持たず必ず先端の電源プラ
グを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することが
あります。

けがの原因になります。
禁　止

運転中にビーターの取り外し
は行わないでください。

禁　止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げた
り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、
重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが
破損し、火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児
の手の届くところでは使わな
いでください。

修理技術者以外の人は、絶対
に分解したり修理・改造を行
わないでください。

発火したり、
異常動作して
けがをするこ
とがあります。

水ぬれ禁止

ショート・感電
の恐れがあり
ます。

本体を水につけたり、水をか
けたりしないでください。

電源コード排気口

吸気口

ビーター差し込み部

かくはん部

電源プラグ

スイッチ　速度調節3段階

ビーター取りはずしボタン

調理内容やお好みにより
スピードを調節します。

ビーターを取りはずす際
に押します。

本体を取りはずす
際、収納ケースの
凸部を下に押し下
げながら本体を持
ち上げます。

●向きを合わせて「カ
チッ」と音がする
まで差し込みます。

●必ず2本取付けて
ください。

 ビーター、電源コードを収納します。

本　体

ビーター

収納ケース

収納
ケース凸部

押し下げる

凹部

強　制

部品の取付け・取りはずし、及び
お手入れするときは、スイッチを
切り電源プラグを抜いてください。
けがをする恐れがあります。

強　制

使用上の注意とお願い
ガス台、電熱器、レンジ、オー
ブンなどの近くで使わないで
ください。禁　止モーター故障の原因になります。

調理以外の用途に使わないで
ください。

禁　止

モーター故障の原因になります。

固い材料や粘りの強い材料を使わないでください。
（パン生地、クッキー生地、かたいバターなど）

禁　止

収納図
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1.材料、ボールを準備します。
材料が飛び散ることがありますので、深
めのボールを準備してください。

用途により、スイッチを切りかえて回転速度を調節してください。

本体を時々動かしながら、むらなくかくはんします。材料が
少量の場合は、ボールを傾けると、上手にかくはんできます。

お手入れをしたあと、収納ケースに入れて保管してください。

ビーター差し込み部の溝にビーター凸部
を合わせて「カチッ」と音がするまで差
し込みます。

電源コードを電源コード押さえにひっか
けます。

※使いやすい側にひっかけてください。
　そのままでも支障ありません。

ご購入後、はじめてお使いになる場合、「お手入れ」（5ページ）の項にそってビーターを中性洗剤を使って洗ってください。
洗ったビーターを乾いたふきんでふき取り、本体に取付けます。

2.ビーターをセットします。

3.電源コードを左右どちらかに出します。

5.かくはんします。

7.電源プラグを抜きます。
8.使用後は…

6.スイッチを切ってから、本体を持ち上
    げてください。

4.電源プラグをコンセントに差し込み、
　 ビーターを材料の中に入れた後、スイッ
　 チを入れます。

アルミ製、プラスチック製のボー
ルはビーターにより傷がつきます
ので避けてください。

注意

ビーターの回転が完全に止まった
ことを確認してから、ボールから
出します。回転したままですと、
材料が飛び散ります。

注意

●10分以上連続運転しないでください。
●途中で回転が遅くなったり、止まったりした 
ときは、ただちにスイッチを切り、ビーター
にからんだ材料を取り除いてください。

注意

材料が飛び散りますの
で、ビーターを入れて
からスイッチを入れて
ください。

注意

ビーターは必ず2本取付けてください。
1本だけですとうまく調理ができません。

注意

使いかた…

ステンレス製

ビーター

ビーター差し込み部

電源コード押さえ 電源コード

深
め

かくはんの目安

用　　　　　　途速　度スイッチ

1

2

3

低

中

高

卵をほぐす。バター（※1）をクリーム状にする。

材料を混ぜ合わせる。バター、砂糖などを混ぜ合わせる。

卵白や生クリームなどを泡立てる。

※1 バターは、ご使用1時間前に冷蔵庫から出し、2～3cm角に切ってからご使用ください。

収納のしかた
1.ビーター2本と束ねた電源コードを収納ケースに入れます。

2.本体を収納ケースにセットします。
①本体後ろの凹部を収納ケース後ろ
　の凸部に合わせます。

②本体前の凹部を収納ケース前の凸
　部に合わせてセットします。①

②

収納ケース
後ろの凸部

確実にセットしてください。
破損や変形の原因になります。

電源コードを
はさまない
ように！

本体後ろの凹部
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スイッチを入れて
も動かない

電源プラグがコンセント
から抜けていませんか？

電源プラグをコンセントに
しっかり差し込みます。

ビーターをよく洗い、水分
をふき取ってください。

うまく泡立たない。
ビーターに水や油、前の
材料がついていませんか？

仕　様

アフターサービス

調理例… こんなときは

お手入れ……

電 源

定格 消 費 電 力

定 格 時 間

製 品 寸 法（約）

電源コード（約）

ビーターについている水分や油はよくふき取ってください。
うまく泡立たない原因になります。

湿ったふきんできれいに

ふき取ります。

水洗いはしないでください。

故障の原因になります。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

1.保証書
●裏表紙に添付しています。
●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入を
お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間
お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、直
らないときは電源プラグを抜いてからお買
い上げの販売店または当社「お客様サービ
ス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売
店か当社「お客様サービス係」までお申
し出ください。

●保証期間がすぎている修理

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。
お買い上げの販売店か当社「お客様サー
ビス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間
●このハンドミキサーの補修用性能部品の
保有期間は製造打切り後6年です。  　

●性能部品とはその商品の機能を維持する
ために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合
当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係
　　（フリーダイヤル）0120－33－7455
FAX　　　　　　（0256）93－1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前９時～午後５時
〒９５９-０２９２　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田２０８４-２

こんなときは　　　  調 べ る と こ ろ 　　　　処　　　　　置

本体のお手入れをするときは、スイッチを切り
電源プラグを抜いて行ってください。

本　　体 ビーター・収納ケース

金属製・ナイロン製の

たわしやみがき粉、ア

ルコール、ベンジン、

シンナー、台所用以外

の洗剤、漂白剤などは

使わないでください。

スポンジケーキ

作り方

● 硫酸紙または、クッキングシートをケーキ型に合わせて切り、敷いておきます。

①ボールに卵と砂糖を入れ、スイッチ「1」約15秒、「2」約15秒、「3」で約4～5分泡立てます。

 （スイッチを切り、すくったときに生地がリボン状になるまで、しっかりと泡立てます。）

②ふるった薄力粉を加え、ヘラで粉っぽさがなくなるまで、さっくりと混ぜ合わせます。

③バターと牛乳を人肌よりやや熱めに温め、温かいうちに生地全体に加え、手早く混ぜます。

④ケーキ型に生地を流し込み、10cmくらいの高さから落とし、大きな泡を消し、生地を整えます。

⑤150～170℃に予熱したオーブンで35～40分焼きます。スポンジケーキの中央に竹串を刺し

て、何もついてこなければ、出来上がりです。焼き上がったスポンジは、ケーキ型から取り

出し、焼き網の上にのせて、冷ましてから硫酸紙をはずしてください。

①ボールに生クリームと砂糖を入れ、スイッチ「1」約15秒、「2」

約15秒、「3」に切り替え、角がたつまで泡立てます。

②冷めたスポンジに①の1/2量のクリームを均一に塗ります。

③残りのクリームは、絞り出し袋に入れ、デコレーションします。

④お好みでフルーツなどをのせ、出来上がりです。

 材　料（直径18cm型）

卵（室温に戻す）・・・・・・3個
砂　糖・・・・・・・・・・・・・・90g
薄力粉（ふるう）・・・・90g
バニラエッセンス・・・少々
バ　ター・・・・・・・・・・・・15g
牛　乳・・・・・・・・・・大さじ1

90×185×260mm

95×205×195mm

AC100V　50－60Hz

80W

10分

1.4m

使 用 時

収 納 時

台所用洗剤をふくませ

たスポンジなどで洗い、

水洗いした後、ふきんで

水気をふきとってください。

�スポンジ

生クリーム・・・・・・・・・・・200ml
砂　糖・・・・・・・・・・・・・大さじ2
お好みのくだもの・・・適　宜
（いちご、ブルーベリー、キュウイなど）

�デコレーション

�デコレーション

POINT

卵…

生クリーム…

オーブン…

よく冷えたものをご使用ください。
泡立ちにくい場合は、ボールを氷
水で冷しながら泡立ててください。

オーブンによって設定が異なります。
お手持ちのオーブンの取扱説明書に
従ってください。

冷たい卵は、泡立ちにくいので、湯
せんにかけながら、泡立ててください。
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