
取扱説明書

●読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

●お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に
この取扱説明書を必ずお読みください。

プレップライン

PREP'LINE
HT4101JP



安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の
人々への危害や損傷を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いを
　すると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区分しています。
　いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。
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　 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が
表記されています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグを
コンセントから抜く）が表記されています。

絵表示の例
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お取り扱い

修理技術者以外の人は絶対に分解したり
修理 ・ 改造は行わないでください。
発火、異常作動してけがをすることがあります。
●修理は弊社お客様相談センターまでご相談ください。

本体を水につけたり、浸したりしないでください。
ショート ・ 感電の恐れがあります。

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど ・ 感電 ・ けがをする恐れがあります。

運転中はアタッチメントに、指 ・ スプーン ・ はしなどで
触らないでください。けがの原因になります。

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容です。

警告

定格15A ・ 交流100Vのコンセントを使用してください。
●延長コードも定格15Aのものをお使いください。

必ずお守りください

異常時（こげ臭い、発煙など）は、直ちにプラグを抜き、
使用を停止してください。
●ショートや発火する恐れがありますので、弊社お客様相談
　センターまでご相談ください。

濡れた手で、電源プラグの抜き差しは
しないでください。
●感電の原因になります。
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電源・コード

電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、
火災の原因になります。
●プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

根元まで

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、感電 ・ 発熱による
火災の原因になります。
●傷んだプラグ ・ 緩んだコンセントは使わないで
　ください。

コード ・ 電源プラグを破損するようなことはしないでください。
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、ひっぱったり、重い物を載せたり、
束ねたりしないでください。
傷んだまま使うと、感電 ・ ショート ・ 火災の原因になります。
● コード ・ プラグの修理は、弊社お客様相談センターまでご相談

ください。

タコ足配線はしないでください。火災の原因になります。
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定格時間以上連続作動させないでください。モーターが過熱し
故障の原因になります。定格時間以上使用する場合は、
いったんスイッチを切り、モーターが冷めるまで
3分程待ってから使用してください。

製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
けがや故障の原因になります。

調理以外の目的に使用しないでください。
けがをする恐れがあります。

必ず調理に適したアタッチメントを正しくセットして
使用してください。けがをする恐れがあります。

付属のアタッチメント以外は使用しないでください。
けが、故障の原因になります。

アタッチメントの回転が止まるまでは、アタッチメントを液面
（食材）から上に持ち上げないでください。
材料が飛び散る恐れがあります。

ストーブやガスコンロ、オーブンなど熱源のそばで
使わないでください。製品のプラスチック部分が熱で
破損することがあります。

お取り扱い

誤った取り扱いをしたときに、人が損害を負う可能性及び
物的損害の発生が想定される内容です。

注意

不安定な場所や、すべりやすい物の上で製品を使用しないで
ください。製品が落下して故障したり、けがの原因になります。
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電源・コード

本製品は一般家庭用です。

注 意

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 ・ 漏電火災の原因になります。

アタッチメントの取り付け、取り外しやお手入れの際は、
必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やけがの恐れがあります。

スイッチが切れていることを確かめてから、
電源プラグを抜き差ししてください。
けがの原因になります。

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ください。
感電やショートして発火することがあります。
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※泡立てないものに
　使用

※常に「1」からスタートし、徐々にスピードを上げてください。
※turbo（ターボ）ボタンは部分的に10秒程使用し、30秒以上押し続けないでください。

各部の名称とはたらき

6段階スピード切替スイッチ

イジェクト ボタン

※回転中は押さないで
　ください。

アタッチメントの
取り外しボタン

排気口

本体
吸気口

左専用マーカー

フック

本体底面

※大きい方の穴に
　左専用のアタッチメントを
　入れてください。

大きい方の穴

左専用マーカー

アタッチメント差込口

1 2 3 4 50
（ターボ）

OFF 最高速速遅

（低速） （中速） （高速）

ビーター

左専用マーカー
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大きい方の穴

左専用マーカー

製品の使い方

※はじめてお使いになるときは、本体以外の部品を洗ってください。
※ボールとビーターまたはフックに水分や油分がついていると泡立ちにくく
　なります。ご使用の際は、よく洗って乾かしてからご使用ください。

材料とボールを用意する１

●ステンレス、ガラス、ホーロー製のボールを
　ご用意ください。樹脂やアルミ製のボールは傷つき、
　削れる場合がありますので避けてください。

●材料が飛び散ることがありますので、
　深めのボールをご用意ください。

アタッチメントをセットする2

電源プラグをコンセントに差し込み、切替スイッチを入れる3
●ビーターまたはフックをボールの中に
　入れてから、切替スイッチを入れます。
　スイッチを入れてからボールに入れると、
　材料が飛び散ります。

●常に「１」からスタートし、徐々にスピードを
　上げてください。

●スピード切替スイッチが「0」になっていることを
　必ず確認してください。

●本体底面の差し込み口に、ビーターまたは
　フックをカチっと音がするまで
　差し込んでください。

●アタッチメントは必ず２本同じものを
　一緒に使ってください。

※アタッチメントの左右を確認してから差し込んでください。

●パン生地、ピザ生地作りなどには使用できません。

●アタッチメントは冷蔵庫、オーブン、レンジなどに入れないでください。

●使用時、ボールは手でおさえてください。ボールが動いて、
　落下などの危険があります。

注 意
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4

6

5

本体を回すように動かして、材料をかくはんする

●切替スイッチで調理の内容にあった
　速度にしてください。（9ページ参照）

切替スイッチを切る

●材料の飛び散り防止のため、
　ビーターまたはフックをボールに入れたまま
　切替スイッチを「０」にします。

電源プラグをコンセントから抜き、
イジェクト ボタンを押してアタッチメントを外す

●ビーターまたはフックは
　落としたり衝撃を加えないでください。
　変形の原因になります。
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スピード別用途

泡立てる ・ 混ぜる 混ぜ合わせる

卵をほぐす クレープ生地、
マドレーヌ、プリン、
茶碗蒸しなど

泡立てずにつくる
デザートや料理の材料を
混ぜ合わせます。

ターボボタンを押すと、
最高速で運転します。部分的に10秒程使用し、
30秒以上押し続けないでください。

生クリームや卵を
泡立てる

スピード
フック

最高速

速

遅

ビーター

（ターボ）

（低速）

（中速）

（高速）

１

2

3

4

5

※泡立ては、室温、卵や生クリームの温度、生クリームの種類などの
　違いにより、でき上がりに差が生じます。
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お手入れ方法

※お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用後はすぐ、スポンジやブラシなどに食器用洗剤をつけ、
洗ってください。

アタッチメント

※食器洗い機をご使用になれます。ただし、使用状況によっては
　壊れやすくなるため、上かごなどに入れ、エコモードなどを
　お選びください。（詳細は食器洗い機の取扱説明書を参照してください。）

※シンナー ・ ベンジン ・ ステンレスたわしなどは使用しないでください。
　アタッチメントが傷つく場合があります。

固く絞ったふきん等で拭いてください。

※本体を水で濡らさないでください。故障の原因になります。

本体
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故障かなと思ったら

ハンドミキサーの
スイッチが入らない

コンセントに電源プラグが
差し込まれているか確認してください。

思ったように
仕上がらない

適切なアタッチメントを使用しているか
確認してください。

本体が熱い

定格時間を超えて長時間使用すると、モーターが
加熱し、本体が熱くなることがあります。
本体が熱くなった場合には、スイッチを切り、
モーターが冷めるまで3分程待ってから
再度使用してください。
定格時間を超えて使用しないでください。

こんなとき 対処のしかた

●長年ご使用のハンドミキサーの点検を！

●電源プラグ ・ コードが異常に熱くなる。
●コードに傷がついたり、通電したり
　しなかったりする。
●使用中に異常な音がする。
●その他の異常 ・ 故障がある。

こんな症状は
ありませんか

事故防止のため、使用を中止し、コンセント
から電源プラグを抜き、お買い上げの販売
店へ点検 ・ 修理をご相談ください。

ご使用中止

愛情点検
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製品仕様

定格電圧

製品番号

定格消費電力

定格周波数

回転数

連続使用時間（定格時間）

本体重量（本体＋アタッチメント）

コードの長さ

製品サイズ（アタッチメント除く） 190×75×135mm

100V

350W

HT4101JP

50／60Hz

8分

1.1kg

約1.8m

スピード1：約 650（±50）回 ／分

2：約 740（±50）回 ／分

3：約 850（±50）回 ／分

4：約 950（±50）回 ／分

5：約1,080（±50）回 ／分

ターボ：約1,150（±50）回 ／分

※耐熱温度 ビーター：85℃

※耐熱温度は各アタッチメントの耐熱温度です。
　食材が熱い状態でのご使用にはご注意ください。
　食材が冷めるまで待って、身体や衣服に熱い食品が飛び散ることの
　ないようご注意ください。


