
EXPLORIAN E310

警告 注意

動いているパーツに、絶対に触れないでください。手
や調理器具をコンテナ内に入れないでください。

蓋と蓋プラグを所定の位置にはめてからブレンドを
始めてください。

感電の危険があります。 本取扱説明書をよく読んでご理解の上、ブレンダー
をご使用ください。

高温の液体をブレンド中は、本体が熱くなります。 水に浸さないでください。

ブレンダーの使用中はコンテナに物を入れない
でください。

オン/オフ

使用していない時や、お手入れ前、アクセサリー交換の前、あるいはブレンダー使用中に動いている部品に近づく
場合は、プラグを抜いてください。

l / O

記号

電圧: 100V

周波数: 50 - 60 Hz

ワット数 900W

仕様  - VM0202

一部のモデルのお取り扱いをしていない地域もございます

味覚の冒険に出かけよう
vitamix.com
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警告:Vitamix®ブレンダー使用中の重大なけがを防ぐため、以下を含む
基本的な安全上の注意に従ってください。

1. すべての注意事項をお読みください。
2. 用途以外の目的でブレンダーを使用し
ないでください。

3. お子さまや、身体障がい、知的障がい、
精神障がいをお持ちの方によるご使
用もしくはその近くでのご使用はお控
えください。お子さまや障がいをお持
ちの方がブレンダーをご使用になる場
合、またはその近くでご使用になる場
合は、目を離さないようにしてくださ
い。お子さまがブレンダーで遊ぶことの
ないようご注意ください。

4. 警告: 不慮の作動を防ぐために、お手入
れの前には電源を切りプラグを抜いて
ください。

5. 注意: 「サーマルカットアウト機能（熱
を感知して回路を遮断する機能）」の不
慮のリセットによる危険を避けるため、
タイマーなどの外部スイッチ切替装置
を使用したり、電気によって定期的にス
イッチのオン/オフが切り替わる回路
に接続したりして、ブレンダーに電力を
供給しないでください。

6. 感電の危険を防止するため、ブレン
ダーベースを水やその他の液体に浸さ
ないでください。

7. 使用していない時、部品の交換時、また
はお手入れの前にはコンセントからプ
ラグを抜いてください。

8. 必ずブレンダーのスイッチがオフであ
ることを確認してから、コンセントにプ
ラグを差し込んでください。また、ブレ
ンダーの電源をオフにしてから、プラグ
を抜いてください。

9. 回転部分には触れないでください。
10. 電源コードやプラグが破損している状
態のものやブレンダーに異常が発生し
た後、またはブレンダーを落としたり破
損させたりした場合は、ブレンダーを操
作しないでください。検査、修理、交換、
または調整が必要な場合は、代理店に
ご連絡ください。米国またはカナダ以
外の国でお買い求めの場合は、お住ま
いの地域のVitamix販売代理店にお
問い合わせください。

11. お使いのお台所にブレーカー（漏電遮
断器）が備え付けられている場合があ
ります。シンクのまわりのコンセントを
お探しください。ブレンダーが作動しな
い場合、プラグを抜き、壁のコンセント
またはブレーカーをリセットしてくださ
い。それでもブレーカーが落ちてしまう
場合は、コンセントからブレンダーのプ

 警告

けがを防止するために。
取扱説明書をよく読みご理解の上、本製品をご使用ください。
以下を含む基本的な安全上の注意に従ってください。

安全にご使用いただくための重要な指示
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ラグを抜いて24時間待ってから再度
試してください。それでも問題が続く
場合は、Vitamixカスタマーサービス
へご連絡ください。

12. Vitamixの承認した純正部品以外の
部品の使用を含む、部品の交換や改
造をすると、火事、感電、またはけがの
原因となる場合があり、保証は無効と
なります。

13. 蓋付きの瓶を含む、Vitamixが明示
的に承認・販売していないアタッチメ
ントをブレンダーに使用した場合、火
事、感電またはけがの原因となる場合
があります。こういった方法で使用す
ると、保証は無効になります。

14. 屋外で使用しないでください。
15. テーブルやカウンターの端にコードを
掛けないでください。

16. 高温になるガスコンロや電気コンロの
上や近く、加熱したオーブンの中や上
に置かないでください。

17. 大けがやブレンダーの損傷の危険を
軽減するため、作動中はコンテナに手
や調理器具を近づけないでください。
ゴムベラやスパチュラはご使用いただ
けますが、ブレンダーが作動していな
い時にのみご使用ください。

18. 付属のタンパーは蓋の主要部分が取
り付けられている状態でのみ使用して
ください。

19. ブレードは鋭利です。コンテナのブ
レードアセンブリをお手入れする際に
は、けがをしないよう特にご注意くだ
さい。

20. けがの危険を軽減するため、Vitamix
コンテナに取り付けていない状態の
ブレードアセンブリをモーターベース
に置かないでください。

21. コンテナから中身を取り出す際、お手

入れをする際、鋭いブレードを扱う際
は十分にご注意ください。

22. スプーンやフォーク、ナイフ、または蓋
プラグといった異物をコンテナの中に
入れたままにしないでください。ブレン
ドを開始した時、ブレードやその他の
部品を傷つける原因となり、けがを引
き起こす可能性があります。

23. 絶対に破損したブレードを使って作動
させないでください。

24. センタリングパッドを取り外した状態
で作動させないでください。

25. 必ず蓋と蓋プラグを所定の位置に
しっかりとはめてからブレンドを始め
てください。ブレードの回転中に2つ
のパーツからなる蓋を取り外さないで
ください。材料を追加してタンパーを
使用する場合は、蓋プラグのみ外して
ください。

26. 1.4Lまたは2.0Lコンテナを使用して
高温の液体や材料をブレンドする場
合はご注意ください。水滴や蒸気が漏
れ、やけどの原因となる可能性があり
ます。最大容量を上回る量の内容物を
コンテナに入れないでくだい。常に最
も遅いスピード「1」から始めてくださ
い。やけど防止のため、手や露出した
肌を蓋の開口部に近づけないでくだ
さい。

27. ナッツバターやオイルベースの食品を
作る際は、混合物がコンテナの中でス
ムーズにまわり始めてから1分以上混
ぜないでください。長時間混ぜすぎる
と、過熱を引き起こす可能性がありま
す。

28. 操作する前に、コンテナがセンタリン
グパッドとぴったりと合っていることを
確認し、ドライブスプラインがドライ
ブソケットとかみ合っていることを確
かめます。
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 警告
感電の危険があります。
アース付きコンセントのみを使用し
てください。
アース端子を取り外さないでください。
アダプターを使用しないでください。
延長コードを使用しないでください。
モーターベースのお手入れの前や、
使用していない時は、必ずプラグを
抜いてください。
モーターベースを水またはその他
の液体に浸さないでください。
指示に従わない場合、死亡や感電
の原因となる可能性があります。

 警告
感電の危険、火災やけがの恐れ
があります。
モーターベースまたはコンテナ
の部品を改造または変更しない
でください。
Vitamixが明示的に許可また
は販売していない部品は使用し
ないでください。
指示に従わない場合、感電、火
災またはけがの原因となる可能
性があります。

下記の注意事項をお守りください
注意: 重要な安全上の注意や安全にご使用いただくための重要な
指示に従わない場合、Vitamixブレンダーの誤用となり、保証
が無効になったり、大けがをする恐れがあります。
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部品と機能  - EXPLORIANブレンダー

EXPLORIAN E310

1.4Ｌコンテナ

2つのパーツからなる蓋

ブレード

ブレンダーベース

センタリングパッド

既存のVitamixコンテナについて -  
Explorianブレンダーベースでは、既存の（C SeriesおよびG Series）のコンテナをご利用いただけます。Vitamix自動検知コンテナは、
Explorianブレンダーでは作動しません。詳細は、vitamix.comをご覧ください。

蓋、蓋プラグ、およびタンパー
• ブレンダーを使用する際には、必ず蓋と蓋プラグを使用してください。
• 必ず蓋が所定の位置に固定されていることを確認してから、ブレンダーを操作してください。
• 蓋プラグは計量カップとして使用できるように目盛がついています。
• 蓋プラグ開口部に蓋プラグを差し込みます。プラグを時計回りにまわして、所定の位置に固定します。取り外す場合は、反時計回りに
まわして引き上げます。

• タンパーを使用するとき、または材料を加えるときは、蓋プラグを取り外します。

モーター - モーターはオーバーヒートを自己防止するよう設計されています。ブレンダーがすぐに作動しない場合は、プラグを電源に差
し込まれていることと、電源がオンになっていることを確認します。モーターがオーバーヒートしている場合は、モーターの熱が冷めるま
で20～45分間待ちます。
ブレンダーの「オーバーロード」を回避するためのヒント:
• ブレンダーの使用方法を習得段階では、Vitamixレシピのみを使用してください。
• 推奨スピードよりも低速または高速で材料を撹拌しないでください。
• 推奨時間よりも長時間、材料を撹拌しないでください。
• 水分の少ない混合物を撹拌するにはタンパーを使用し、材料がブレードの周りをまわるようにします。
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注意

回転しているブレードは、深刻な傷害の原因となる可能性があります。
コンテナのスタイル、タイプ、サイズが異なる場合、蓋やタンパーを交換して使用するこ
とはできません。ブレンダーに付属のタンパーをご使用ください。

重要！VITAMIXコンテナ、蓋、タンパーについて知っておくべきこと

コンテナのスタイル、タイプ、サイズが異なる場合、蓋やタンパーを交換して使用することはできません。ブレンダーに付属のタンパー
と蓋をご使用ください。
ブレンドにタンパーを使用する前に、正しいタンパーであることを確認しましょう。必ず蓋をしっかりと固定し、蓋プラグを取り外した
状態で、タンパーを使用してください。購入時にタンパーが付属している場合は、それがご使用に最適のタンパーです。
1. 空のコンテナに蓋をします。
2. 蓋プラグを外し、蓋プラグの開口部からタンパーを差し込みます。適切なタンパーであれば、開口部に容易にはまります。コンテ

ナの中でタンパーをどんなに動かしてもブレードに接触することはありません。
3. しっかりと目視します。どんな角度であれタンパーがブレードに接触する場合は、そのタンパーは使用しないでください。
4. お手持ちのコンテナに合ったタンパーをお持ちでない場合は、Hunan Covinda Robotic Technology Co., Ltd.までお電

話で（400-660-8885）お問い合わせください。

64 

コントロールパネル

オン/オフ（I/O）スイッチ - オン/オフスイッチでマシンの電源を
コントロールします。 

速度調節ダイヤル - 速度調節ダイヤルを使って1（最も遅い）から
10（最も速い）まで手動でスピードを変えることができます。

パルス (    ) - パルススイッチを押し下げると、押し下げられている
間は速度調節ダイヤルで設定されている速度でブレンドされます。 速度調節

ダイヤル

パルス オンオフ
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 警告
回転しているブレードは、深刻なけがの原因となる可能性があります。
• マシンの作動中、または、コンテナがまだベースに取り付けられている状態で、手やスパチュラ等を
コンテナに入れないでください。

• コンテナのスタイル、タイプ、サイズが異なる場合、蓋やタンパーを交換して使用することはできませ
ん。マシンに付属のタンパーをご使用ください。お手持ちのコンテナに合ったタンパーをお持ちでな
い場合は、代理店にお問い合わせください。

重要:

• スプラッシュディスク（タンパー上部の近く）および蓋は、蓋がしっかりと適切に
固定されている状態で、タンパーとブレードとの接触を防止するものです。

• ブレンド中にタンパーを使用する場合、コンテナ容量の2/3以上、内容物を入れ
ないでください。

• ブレンド中の過熱を避けるため、30秒以上続けてタンパーを使用しないでくだ
さい。

• 食品が回転しない場合、蓋がしっかりと所定の位置にはまっていることを確認し
ながら、蓋プラグを慎重に外してください。蓋プラグの開口部からタンパーを差
し込んで、内容物を取り除きます。

• タンパーを真っ直ぐ下に向けて持っているだけでは、内容物の回転を手助けしな
い場合があります。必要に応じて、コンテナの側面や角に向けてタンパーを動か
します。タンパーを無理にコンテナの奥へ入れようとしないでください。

タンパーの使い方

タンパースプラッシュディスク

タンパー

ブレードアセンブリ

蓋

1. コンテナをモータベースに置く前に、コンテナに食材を入れてください。液体と柔らかい食品を最初にコンテナに入れ、固体の材料と氷
は最後に入れてください。ブレンドには影響しませんが、材料を小さく切ったり分けたりすると、食材をより正確に測ることができます。 
高温の食材を処理・撹拌し、熱いスープやソースを作る場合は、十分に注意してください。

2. 2つのパーツからなる蓋をしっかり固定します。ブレンドの際は、（蓋プラグ開口部からタンパーを差し込んでいる場合を除き）常に2つ
のパーツが揃った状態で蓋を使用してください。特に、高温の材料をブレンドする際は、蓋がしっかり固定されていることを確認してくだ
さい。

3. モーターが停止している状態で、センタリングパッドの位置に合わせてウェットブレードコンテナをモーターベースにセットします。作動
しているモーターベースにコンテナを置いたり、コンテナが所定の位置に正しく置かれていない状態でモーターベースを作動させたり
しないでください。

4. 速度調節ダイヤルが、スピード「1」を指していることを確認します。オン/オフスイッチを押してマシンをスタートします。ブレードが回転
を始めます。

5. ブレンド中に速度調節ダイヤルを「1」から「10」まで回し、ブレードの回転速度を調節します。
6. ブレンドの最後に速度調節ダイヤルを反時計回りに回し、スピード「1」に戻します。オン/オフスイッチを押します。
7. マシンを止めた後は、ブレードが完全に停止するまで待ってから、蓋やコンテナをモーターベースから取り外してください。

 注意
やけどの防止のため、熱い液体の場合はスピード「1」以上で始動しないでください。
漏れてくる蒸気や水滴、内容物によってやけどする可能性があります。必ずスピード「1」から開
始し、徐々に「10」まで上げてください。

内容物が飛び出さないよう、マシンを操作する前に蓋と蓋プラグをしっかりと固定してください。

操作説明
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注：Vitamixコンテナは、リテーナナットとブレードアセンブリを取り外すことなく、完全にクリーニングできるように設計されています。容器
から保持ナットまたはブレードアセンブリを取り外そうとしないでください。通常のクリーニングと消毒手順または食器洗い機のクリーニン
グサイクルにより、コンテナとそのコンポーネントの完全かつ徹底的なクリーニングが保証されます。コンテナが破損している場合は、使用し
ないでください。 Vitamixカスタマーサービスにお問い合わせください。
容器、ふた、ふたプラグを洗わず、食器洗い機をいじるのを好まない場合は、これらの指示に従ってください。
コンテナ：
洗浄方法:
1. コンテナ容量の半分までお湯を入れ、食器用洗剤を数滴入れます。
2. 2つのパーツからなる蓋をしっかりと固定位置に押し込みます。
3. コンテナをベースに取り付けます。
4. オン/オフを押す 。
5. 速度をゆっくりと「10」まで上げます。
6. マシンを30～60秒作動させます。
7. 速度調節ダイヤルを回して「1」に戻し、スタート/ストップスイッチを押します。
8. すべての部品をすすいで水を切ります。
殺菌消毒方法：（酢） 
1. 上記の洗浄方法に従ってください。
2. お酢を入れた溶液を用意します。お酢を同量の水で薄めます。コンテナをいっぱいにしないでください。
3. 2つのパーツからなる蓋をしっかりと固定位置に押し込みます。
4. コンテナをベースに取り付けます。
5. オン/オフを押す。
6. 速度をゆっくりと「10」まで上げます。
7. マシンを30～60秒作動させます。
8. 速度調節ダイヤルを回して「1」に戻し、オン/オフを押す。
9. その後3分間コンテナをそのまま置いておきます。コンテナにお酢の溶液を入れている時間が、合計5分になるようにしてください。
10. 2つのパーツからなる蓋の内側にお酢の溶液を注ぎます。殺菌消毒手順をもう一度繰り返します。
11. コンテナと蓋を空気乾燥させます。殺菌消毒後はすすがないでください。必要に応じて、次回使用する直前にすすいでください。
蓋、蓋プラグ、およびタンパー
蓋と蓋プラグに分解し、それぞれ、洗剤を含んだお湯で洗います。清潔な流水ですすぎ、乾かします。使用する前に蓋プラグを蓋にはめ直しま
す。
モーターベース

 警告
感電の危険があります。
電源プラグを抜いてからマシンを洗浄してください。
指示に従わない場合、死亡や感電の原因となる能性があります。

1. 電源コードを抜きます。
2. 液体中性洗剤とお湯ですすいで濡らした柔らかい布またはスポンジで外側を洗います。モーターベースを水に入れないでください。
3. センタリングパッドは取り外して洗うことができます。
4. スイッチの汚れを十分に取ると動きがスムーズになります。使い続けることによりスイッチにベトベトした汚れが付くことがあります。湿

らせた綿棒で、防水スイッチ周辺の溝の汚れを取り除きます。汚れが取れたらすぐに余分な水分を乾かしてください。
5. 柔らかい布で磨きます。

お手入れ方法

Vitamixのモーターは、使用中の過熱から保護されるように設計されています。この機能により、モーターが停止します。その際、モーターが
わずかな臭気を発する可能性があります。
以下の手順に従ってモーターをリセットしてください。これらの手順を実行しても問題が解決しない場合は、直ちにお近くの代理店に連絡して
ください。
過熱保護のリセット手順
ブレンド中にオーバーヒートしてモーターが停止した場合は、再度ブレンドを開始する前に20～45分間冷却してください。
Vitamixマシンの「オーバーロード」を回避するためのヒント:
・ マシンの使用方法を習得段階では、Vitamixレシピのみを使用してください。
・ 推奨スピードよりも低速または高速で材料を撹拌しないでください。
・ 推奨時間よりも長い時間、材料を撹拌しないでください。
・ 水分の少ない混合物を撹拌するにはタンパーを使用し、材料がブレードの周りを回るようにします。

トラブルシューティング
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保証
マシンの5年間完全保証
1.  製品登録

ご登録は、オンライン（vitamix.com/warranty）または代理店で受け付け
ております。ご購入いただいた製品をご登録いただかなくても、保証を受ける
権利が失効することはありません。しかし、ご登録いただきますと、お客様の
ニーズにより適したカスタマーサービスをVitamixより受けることができま
す。

2. 保証対象となる方 
本保証は、このブレンダーをご家庭での個人的な目的のみに使用する所有者
様を対象として、Vitamixが提供するものです。本保証は、商用、レンタル、ま
たは再販目的に使用された製品には適用されません。保証期間の5年間のう
ちにブレンダーの所有者が代わる場合は、vitamix.comで所有者情報を更
新してください。

3. 保証対象となる製品
このブレンダー（「ブレンダー」は同時に購入したベース、コンテナ、蓋、タン
パーで構成される）が購入日から5年以内に、素材または製造上の欠陥によ
り、あるいはご家庭での通常の使用による摩耗および破損により故障した場
合、Vitamixはご返送いただいたブレンダーを受領して30日以内に、故障し
たブレンダーまたは部品を無償で修理することを保証します。
万一、故障したブレンダーまたは部品の修理が不可能であるとVitamixが判
断した場合、Vitamixより（A）無償でブレンダーを交換、または（B）所有者
に購入額全額を返金させていただきます。所有者から事前に書面でのご希望
のお申し出がない場合は、（A）または（B）はVitamixが決定させていただき
ます。

4. 保証対象外
本保証は、ご家庭外での用途や商用に使用されたブレンダーには適用されま
せん。本保証は、変色、研磨剤やクレンザーの使用による影響、食品の沈着と
いった、性能に影響のない見た目の変化は対象としていません。本保証は、こ
の取扱説明書に記載されている指示、警告、および安全上の注意に従って使
用・管理されていた場合のみ有効です。 
コンテナ: 特定のハーブやスパイスをコンテナ/カップで挽くと、コンテナや
カップに傷がつき、ブレードが早く摩耗する可能性があります。きめの粗いも
のはもちろん、砂の残った砂利のようなハーブもまた、ブレードが早く摩耗す
る原因となります。ハーブには揮発性の油分が含まれていることがあり、コン
テナ/カップに油分が残り、変色の原因となる場合があります。
Vitamixは、承認した保証対象以外の修理の費用に対するいかなる責任も
負いません。
 
 

修理、交換、購入額の返金は、購入者の唯一の法的救済措置であり、本保証
におけるVitamixの唯一の責任です。Vitamixの従業員または代理人は、
Vitamixが拘束力を持つ権利のある保証に対し、いかなる追加保証や変更
を行う権限も持っていません。従って購入者は、Vitamixの従業員または代
理人が行ったいかなる追加の声明も信頼しないでください。いかなる場合
も、契約、損害賠償、 保証、不法行為（過失を含む）、厳格責任に基づく場合
であろうとなかろうと、Vitamixは、利益または収益の制限の無い損失を含
む、特別な、間接的、偶発的または必然的な損害について、責任を負うもので
はありません。
一部の州では保証の制限を認めていません。該当する州では、上記の制限が
適用されない場合があります。アメリカ合衆国およびカナダ以外の地域では、
異なる保証が適用される場合があります。

5. 本保証が無効になる場合
ブレンダーの濫用、誤用、不注意な使用、改造、bure異常または過酷な状況
にさらしたり、本取扱説明書の操作説明指示に従わない場合、本保証は無効
となります。
また、VitamixまたはVitamix指定のサービスプロバイダー以外の業者がブ
レンダーまたは部品の修理を行った場合、あるいは、本保証の対象であるブレ
ンダーの部品を、Vitamixが明示的に承認していないモーターベースまたは
コンテナと組み合わせて使用した場合、本保証は無効となります。

6. 本保証の下で返送承認を取得する方法
点検または修理を必要とする場合は、Vitamixカスタマーサービス
（1.800.848.2649または1.440.235.4840）までお電話でご連絡くださ
い。Vitamixにご登録いただいていない場合は、ブレンダーのご購入日と購入
の証明を求められます。本保証の対象となるブレンダーである場合、返送承認
番号、最新の配送方法の指示、および前払いの返送用集荷送付状を提供いた
します。Vitamixは、保証サービスおよび修理のためにブレンダーを返送する
際、および保証修理または交換後のブレンダーをお客様の元へお届けする際
にかかる、標準的な配送料をお支払いいたします。特別な配送リクエストがあ
る場合、その費用は購入者の負担となります。
アメリカ合衆国およびカナダでは、本保証は直接Vita-Mix Corporationを
通じて行われます。
輸送上の損傷を含む問題を配送後48時間以内にVitamixに通知しない限
り、返品を「現状のまま」受け入れたものとみなされます。 

中国
Hunan Covinda Robotic
Technology Co., Ltd
348W Tongzipo Road,
Changsha Higzh-tech
Development Zone,
Hunan, China
Tel: 400-660-8885
vitamix-FAQ@covinda.com
www.blender-cn.com

香港
Total Nutrition Center Ltd.
Room 901-902 9/F
Kingdom Power
Commercial Building
32-36 Des Voeux Road 
West
Hong Kong
Tel: (+852) 2881.8270
www.tnc.com.hk

インドネシア
PT Pacifica Mega Prima
Lindeteves Trade Ctr
Blok Ra 60 Jl.Hayam 
Wuruk
No: 127 Jakarta 11180
Indonesia
Tel: (+62) 21-62316978

日本
株式会社アントレックス
160-0022
東京都新宿区
新宿2-19-1 7F
日本
Tel: (+81) 3.5368.1811
www.vita-mix.jp

マレーシア
Green Wave Marketing
Sdn Bhd.
15-3, Block A, Jaya One
No 72A Jalan University
Petaling Jaya
Selangor Darul Eshan 
46200
Malaysia
Tel: (+603) 79.56.4589
info@greenwave.online

フィリピン
Vitanutrition Inc.
20 Lansbergh Place, 4/F
170 Tomas Morato Ave
Quezon City 1103
Philippines
Tel: (+632) 373.3038

シンガポール
Energise For Life PTE.LTD.
101A Upper Cross Street
#13-14 People’s Park 
Centre
Singapore 058358
Tel: (+65) 6538.9808
admin@energiseforlife.sg
Balanced Living PTE LTD
779 Bukit Timah Road
269758 Singapore
Tel: (+65) 6762-8029
www.balancedlivingasia.
com

韓国
IPC Limited
6F., Youngwon Bldg., 23
Nonhyeon-ro 85-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 
135-924,
South Korea
Tel: (+82) 2.566.2611
www.vitamixblender.co.kr
ipc@ipcltd.co.kr

台湾
Diet-U Trading Co. Ltd.
6F No. 197 Zhong-Xiao
East Rd.Sec. 3
Taipei 106
Taiwan R.O.C.
Tel: (+866) 2.27751780
www.diet-u.com.tw

タイ
A.N.S. Overseas
No 2180-2182
Sukhumvit Road
Bangkok, Prakangong
Thailand 10260
Tel: (+662) 741.6388
www.juicerthailand.com

その他の地域
Vitamix International Sales
Tel: +1 (440) 782.2502
Vitamix Corporation
8615 Usher Rd
Cleveland, Ohio
44138-2103 USA
www.vitamix.com

米国外でのサポート
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