
A2300i/A2500i i 高性能ブレンダー 
Ascent シリーズ

警告および注意

動いている部分には絶対に触れないでください。手や調理器具をコンテ
ナから離してください。

感電の危険があります。

高温の液体をブレンド中は、高温になります。

使用中でない間、またはお手入れやアクセサリー交換の前、あるいはブ
レンダー使用中に動く部品に触れる場合は、プラグを抜いてください。

蓋と蓋プラグを所定の位置に取り付けてからブレンドを始めてください。

この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。

水に浸さないでください。

長時間使用を続けると部品が熱くなります。モーターベースのドライブ
ソケットやブレードベースのドライブスプラインに触れないでください。

材料の加熱や高温の液体のブレンドに、0.6Lまたは 225mlのボウルを
使用しないでください。

破損やケガを避けるために、電子レンジでカップ（ブレードベースまたは
蓋を含む）を使用しないでください。

記号

• Bluetooth 送信周波数帯 = 2,402–2,480 MHz/最大高周波電力 = 0.001 W
• 近距離無線通信周波数 = 13.56MHz
• Vita-Mix Manufacturing Corporationは、この製品が Directive 2014/53/EUに準拠していることをここに宣言します。EU適合宣言書は次
のインターネットアドレスにてご覧いただけます。

 https://www.vitamix.com/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity
 https://www.vitamix.co.uk/Corporate-Information/Corporate-Policies/EU-Declaration-of-Conformity
 https://www.vitamix.de/Informationen-zum-Unternehmen/Unternehmensgrundsaetze/EU-Declaration-of-Conformity

I/O オン/オフ

I スタート /ストップ

パルス

プログラム記号（Vitamixレシピに対応） - 
注 : Ascent A2300iにはプログラムは含まれていません

スムージー

フローズンデザート

スープ

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

元気になりましょう
vitamix.com

 注意

コンプライアンス担当責任者によって明示的に承認されていない変更または改造を行うと、この機器を操作するユーザーの権限が無効になる可能性があります。

仕様
  国名   VM#   仕様
日本 VM0188A

VM0188C
電圧: 100V
周波数: 50 - 60 Hz

ワット数: 1000W

高さ（2Lコンテナセット時）: 43.2cm

幅: 20.3cm

奥行き: 28cm

台湾 VM0207C
VM0207D

電圧: 110V
周波数: 50 - 60 Hz

ワット数: 1200W

高さ（2Lコンテナセット時）: 43.2cm

幅: 20.3cm

奥行き: 28cm
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安全にご使用いただくための重要な指示
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。 

このブレンダーをお使いになる前に、すべての指示、安全上の注意、および警告をよくお読みください。

1. すべての指示をお読みください。
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、または初心者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。

4. 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。

5. 警告：不慮の作動を防ぐため、使用していない時、部
品を取り付ける時や取り外す際、またはお手入れの前
には本体の電源を切り、電源からプラグを抜いてくだ
さい。

6. 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の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
に電源を供給しないでください。

7. 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。

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、コンセントからプ
ラグを抜いてください。

9. コントロールパネルにアイコンと数字が点灯すると、
操作準備完了であることを示しています。不用意にタッ
チスクリーンに触れないでください。

10. 回転部分には触れないでください。
11. 電源ケーブル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。その場合、Vitamixカスタマーサー
ビスまでご連絡ください（電話 : 0800 587 0019 
/ +1 440 235 4840 メール : service@vitamix.
com）。検査、修理、交換、または調整をいたします。
米国またはカナダ外でお買い求めの場合は、Vitamix

販売代理店にお問い合わせください。
12. 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、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、ブレンダーのプラグを抜いて 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。

13. 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。

14. 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。

15. 屋外で使用しないでください。
16. 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。

17. モーターベースまたはコンテナを、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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。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。
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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取り付け
てからブレンドを始めてください。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. ブレードの回転中に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。作動中に蓋を外すとモーターベー
スが停止し、蓋と蓋プラグをコンテナの所定の場所に
取り付けるまで作動しません。

27. 蓋の連結機構を無効にしないでください。
28. 蓋とコンテナの破損によるけがの危険性を避けるた
め、2.0Lコンテナや 0.6Lカップ、または 225mlボ
ウルの最大許容量マークを超えて、内容物を入れない
でください。

29. 2.0L（大型）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。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。

30. 材料の加熱または高温の液体のブレンドに、0.6Lカッ
プまたは 225mlのボウルを使用しないでください。
加熱した材料や液体は内部の圧力を高め、カップが破
裂しけがを引き起こす可能性があります。

31. カップとブレードベースを使用してブレンドする場合
は、75秒以上続けてブレンダーを使用しないでくだ
さい。

32. 触れていて気づくほどカップが熱くなってきた場合、ま
たは蒸気が出てきた場合は、直ちにブレンドを中止し、
ブレンダーの電源を切るかプラグを抜いてください。
カップや材料の温度が室温に戻ってから、ブレードベー
スを取り外してください。

33. 電子レンジでカップ（ブレードベースまたは蓋を含む）
を使用しないでください。

34. 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。
35. 操作する前に、コンテナまたはカップとブレードベー
スが、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。

36. ブレンドする前に、必ずブレードベースの留め金を使
い、カップをブレードベースに適切に取り付けてくだ
さい。

37. ブレードベースにカップを取り付けていない状態で、
絶対にブレードベースをモーターベースに取り付けない
でください。

38. 電圧の急激な変化が起こった場合、ブレンダーはリセッ
トされ、カウンターは「0」にリセットされます。これ
は通常の使用をしている場合、ブレンダーが危険を回
避するための正常な反応です。タイマーはユーザーの
参照用のみであり、ブレンダー操作上の重要な機能で
はありません。

安全にご使用いただくための重要な指示
この製品は、ご家庭での使用のみを目的としたものであり、業務用の使
用を目的としたものではありません。
Vitamixブレンダーの作動中に誰もいない状態で放置しないでください。
修理、点検、または部品の交換は、必ず Vitamixまたは Vitamix指定
のサービス業者にご依頼ください。
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、
重大な傷害を負ったりする恐れがあります。

下記の注意事項をお守りください
 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。

 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。
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テクノロジー – ブレンダー、コンテナ、カップはワイヤレステクノロジーで通信していま
す。各コンテナは、サイズと機能に従った最適な性能で、ベース上で作動するようにプ
ログラムされています。

既存のVitamixコンテナ – 既存のVitamixコンテナをAscentブレンダーで使用す
ることはできません。既存のブレンダーとは、Vitamix C Series、G Series、および S 
Seriesです。Vitamix製品の詳細は、vitamix.comでご覧いただけます。

オン/オフ (I/O) スイッチ – オン/オフスイッチ (I/O) は、ベースの右側にあります。
オン/オフスイッチを使ってマシンの電源を制御します。

スリープモード – コントロールパネルを 30秒間使用しないと、ブレンダーはスリープ
モードになり、画面が暗くなります。お好みのスピードまたはプログラムに速度調節ダ
イヤルを回すと、スリープモードが終了します。

コンテナ検知 – ブレンダーベースに蓋の付いたコンテナが取り付けられていない場合、
コントロールパネルに 3つのダッシュマーク（- - -）が表示されます。蓋の付いたコン
テナが取り付けられると、「0:00」と表示されます。コンテナと蓋が所定の位置に取
り付けられていないと、ブレンダーは作動しません。

スタート/ストップ(   I   ) – スタート/ストップ (   I   ) を使ってブレンダーを停止します。

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 (     ) – 押すと、ダイヤルで設定されているスピードでブレードが回転します。

表示 – 速度調節を使用している際には、スタート/ストップを押すまでタイマーが作動し
ます。各コンテナには、指定の最大作動時間がプログラムされています。この最大作動
時間が経過すると、ブレンダーは自動的に停止します。

プログラム – Vitamixレシピにアイコンのリストが掲載されています。プログラムの終
了時に、ブレンダーは自動的に停止します。スタート/ストップを押して、いつでもプ
ログラムを停止することが可能です。プログラム時間はタイマー機能を使って調整する
ことはできません。プログラム作動中にスタート/ストップを押すと、マシンは停止し、
プログラム時間の表示は作動時間の開始時にリセットされます。ダイヤルをスタンバイ 
( ) に合わせると、「0:00」と表示されます。
       スムージー           フローズンデザート          スープ

エラーコード – エラーコードが表示された場合は、エラーコードの後に表示された番
号をメモし、Vitamixカスタマーサービスまたはお近くの代理店にご相談ください。

部品と機能

A2500i コントロールパネル

プログラム付き 
速度調節ダイヤル

O
F

F

O
N

オン/オフスイッチ

スタート/ストップ

パルス

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み電源
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分間待ちましょう。
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学ぶ間は、Vitamixのレシピのみを使用することをおすすめいたします。
• 推奨スピードよりも低速で材料を撹拌しないでください。
• 推奨スピードよりも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。

タンパー – 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。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。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。
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A2500i コントロールパネル

コンテナ、蓋、蓋プラグ、およびタンパー

アクセサリー
アクセサリーを使うと、ユニークなレシピ開発ができます。 
vitamix.comで製品情報とレシピのヒントをご覧ください。

部品と機能

• 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。
• 既存の Vitamixコンテナ（C、G、および S Series）は、Ascentのブレンダーベー
スでは作動しません。

2Lコンテナ

2つのパーツからなる蓋

ベース

センタリングパッド

タンパー
 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。

蓋蓋プラグ

 タブ 
（コンテナの口にそろえる）

コンテナの口

  警告

けがを防止するために。動いているパーツに、絶対に触れないでください。
ブレンダー操作中は、手や調理器具をコンテナやカップに近づけないでください。
ブレードが回転している間は、指や調理器具をブレードの周りに入れないでください。 
ブレードは、ブレンドサイクルが終了して完全に停止するまで、回転し続けます。ブレードが完全に停止してから、ブ
レードベースとカップを取り扱ってください。
ブレンドする前に、ブレードベースをカップまたはボウルにしっかり取り付けてください。
操作中にカップがブレードベースから外れた場合は、マシンをオフにし、モーターとブレードが完全に停止するまで
待ってから、カップとブレードベースをモーターベースから取り外してください。

  警告

やけど防止のため、大型コンテナで高温の液体を扱う際には「 1 」を超えるスピードで撹拌を開始しないでください。
漏れてくる蒸気や水滴、内容物によってやけどを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。
材料の加熱または高温の液体のブレンドに、0.6Lカップまたは 225mlのボウルを使用しないでください。加熱した材料や液体は内部の圧力
を高め、カップが破裂しけがを引き起こす可能性があります。
0.6Lカップまたは 225mlボウルをご使用の場合は、75秒以上続けてブレンダーを使用しないでください。
触れていて気づくほどカップが熱くなってきた場合、または蒸気が出てきた場合は、直ちにブレンドを中止し、ブレンダーの電源を切るかプラグ
を抜いてください。カップや材料の温度が室温に戻ってから、ブレードベースを取り外してください。
長時間使用を続けると部品が熱くなります。
ブレンダーベースのドライブソケットやブレードベースのドライブスプラインには触れないでください。
破損やケガを避けるために、電子レンジでカップ（ブレードベースまたは蓋を含む）を使用しないでください。
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ブレンドする

重要！ブレンダーを使用する際には、常に大型コンテナの蓋と蓋プラグを使用してく
ださい。蓋と蓋プラグが所定の位置にしっかりと固定されていることを必ず確認して
からブレンダーを操作してください。ブレンドした後は、ブレードが完全に停止しる
まで待ってから、蓋やコンテナ/カップをブレンダーベースから取り外してください。
1. オン/オフスイッチはベースの右側にあります。オン/オフスイッチを押して、

オン（I）の位置にします。ブレンダーのスイッチを入れたときに、コンテナが
ブレンダーベースに取り付けられていない場合、「–」と表示されます。

2. レシピや下記の順番に従って、コンテナに材料を投入します。

大型コンテナ

液体

乾燥食品

葉物野菜

果物・野菜
氷・冷凍食材

0.6Lカップ

液体

乾燥食品

葉物野菜

果物・野菜

氷・冷凍食材

注: ここに記載されているカップは、Ascentブレンダーのオプションアクセサリーです。詳細はwww.vitamix.comでご覧いただけます。

  警告
やけど防止のため、大型コンテナで高温の液体を扱う際には「 1 」を超えるスピードで撹拌を開始しないでください。
漏れてくる蒸気や水滴、内容物によってやけどを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。
材料の加熱または高温の液体のブレンドに、0.6Lカップまたは 225mlのボウルを使用しないでください。加熱した材料や液体は内部の圧力
を高め、カップが破裂しけがを引き起こす可能性があります。
カップとブレードベースを使用してブレンドする場合は、75秒以上続けてブレンダーを使用しないでください。
触れていて気づくほどカップが熱くなってきた場合、または蒸気が出てきた場合は、直ちにブレンドを中止し、ブレンダーの電源を切るかプラグ
を抜いてください。カップや材料の温度が室温に戻ってから、ブレードベースを取り外してください。
長時間使用を続けると部品が熱くなります。
モーターベースのドライブソケットやブレードベースのドライブスプラインに触れないでください。
破損やケガを避けるために、電子レンジでカップ（ブレードベースまたは蓋を含む）を使用しないでください。

3. 次のいずれかを行います :
• 大型コンテナ – コンテナに蓋をします。蓋のタブの 1つをコンテナの注ぎ口
に合わせ、蓋が適切にはまって密閉されていることを確認します。2つのタ
ブがコンテナのふちにぴったりと収まるまで蓋を押し込みます。蓋プラグを
差し込みます。蓋プラグを時計回りにまわして固定します。

• カップ–ブレードベースの底の溝にゴムパッキンを取り付けます。ゴムパッ
キンが溝にしっかりと平らにはまるように取り付けてください。ブレード
ベースをカップに時計回りに取り付けます。ブレンドする前に、ブレード
ベースをカップまたはボウルにしっかり取り付けてください。

4. コンテナ（またはカップとブレードベース）をブレンダーベースに取り付けます。
コンテナ/カップを検知するとスピード 1と表示され、ブレンダーの準備完了
です。

モーターベースがカップまたはボウルを認識しない場合は、ブレードベースを
カップまたはボウルにさらに締め付け、モーターベースに戻します。問題が解決し
ない場合は、販売代理店にご連絡ください。
5. 次のいずれかを行います :

• 速度調節を使用する :
a. コントロールパネルに速度 1 と表示されるまで、速度調節ダイヤルを反時
計回りにまわします。

b. スタート /ストップを押します。ブレードが回転を始め、タイマーがブレ
ンド時間をカウントします。

c. 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。 

d. 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、スタンバイ( )
に戻します。スタート /ストップを押します。

• プログラムを使用する : 
注 : スーププログラムはカップで使用することはできません。カップまたは
ボウルで高温の液体をブレンドしないでください。
a. お好きなプログラムのアイコンを押します（既定のプログラム時間と速度
設定がコントロールパネルに表示されます）。

b. スタート /ストップを押してプログラムを開始します（プログラム終了時
には、ブレンダーは自動的に停止します）。スタート /ストップを押してい
つでもプログラムを停止することができます。

6. 混合物の回転が止まってしまった場合 :
• 大型コンテナ – 蓋プラグからタンパーを差し込み、空気が抜けるまで混ぜます。
それでも動かない場合は、オン /オフスイッチを押してモーターを止めます。
コンテナをブレンダーベースから取り外し、ゴムベラを使ってブレードの周
りから気泡を抜きます。必要に応じて液体を追加します。蓋と蓋プラグを取
り付け直します。コンテナをブレンダーベースに取り付け直し、ブレンドを
続けます。

• カップ /ボウル – スタート /ストップを押してモーターを止めます。ブレード
の回転が停止するまで待ちます。カップとブレードベースをブレンダーベース
から取り外します。カップをひっくり返します。カップからブレードベースを取
り外します。材料を混ぜます。必要に応じて液体を追加します。ブレードベー
スを取り付け直し、ブレンダーベースに戻して、ブレンドを続けます。

注 : カップを使用する場合は、大型コンテナを使
用する場合の逆の順序で材料を入れてください。
0.6Lカップまたは 225mlボウルで高温の液
体を混ぜないでください！



17

 警告
けがや破損を防止するために。
不慮の作動を防ぐため、お手入れの前にはブレンダーの電源を切り、プラグを
抜いてください。

 警告
感電の危険があります。
ブレンダーベースのお手入れの前、または使用していない時は、必ずプラグを抜
いてください。
ブレンダ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。

お手入れ方法
設置した状態での洗浄方法（0.6Lカップまたは 225mlボウル）:
1. コンテナ容器の半分まで水を入れ、食器用洗剤を数滴入れます。高温のお湯は

使用しないでください。
2. ブレードベースの溝にゴムパッキンを取り付けます。ゴムパッキンが溝にしっかり

と平らにはまるように取り付けてください。ブレードベースをカップに時計回りに
しっかりと取り付けます。

3. カップとブレードベースをベースに取り付けます。
4. スタート /ストップを押します。速度をゆっくりと 10まで上げます。
5. マシンを 30～ 60秒作動させます。
6. 速度調節ダイヤルを回して「 1 」に戻し、スタート /ストップボタンを押します。
7. すべての部品をすすいで水を切ります。
漂白剤を使った殺菌消毒方法（0.6Lカップまたは 225mlボウル）:
1. 上記の洗浄方法に従います。
2. コンテナ容量の半分まで水を入れ、液体漂白剤を小さじ 1/2 投入します。 

高温のお湯は使用しないでください。
3. ブレードベースの溝にゴムパッキンを取り付けます。ゴムパッキンが溝にしっかり

と平らにはまるように取り付けてください。ブレードベースをカップに時計回りに
しっかりと取り付けます。

4. カップとブレードベースをベースに取り付けます。
5. スタート /ストップスイッチを押します。
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、スタート /ストップボタンを押します。
9. その後 1分半ほどコンテナをそのまま置いておきます。
10. 漂白剤の入ったお湯を捨てます。コンテナを自然乾燥させます。殺菌消毒後はす

すがないでください。
お酢を使った殺菌消毒方法（0.6Lカップおよび 225mlボウル /最低酸度 5%）:
注 : お酢の酸度が高い場合、水を増やして最低 2.5%の溶液にすることができます。
たとえば、酸度 10%のお酢を使用する場合は、お酢 1杯に対し水 3杯を使用します。
1. 上記の洗浄方法に従います。
2. コンテナに 150mlの水と 150mlのホワイトビネガー（60mlの水と 60mlのホ

ワイトビネガー）を入れます。高温のお湯を使用しないでください。
3. ブレードベースの溝にゴムパッキンを取り付けます。ゴムパッキンが溝にしっかり

と平らにはまるように取り付けてください。ブレードベースをカップに時計回りに
しっかりと取り付けます。カップとブレードベースをベースに取り付けます。

4. 速度調節を使用 :
a. スタート /ストップを押します。
b.  速度をゆっくりと 10まで上げます。
c.  マシンを 60秒間作動させます。
d.  速度調節ダイヤルを回して 1に戻し、スタート /ストップを押します。

5. その後 4分間コンテナをそのまま置いておきます（お酢の溶液がコンテナに入っ
ている時間を合計 5分間にします）。

6. お酢の溶液を捨てます。コンテナを自然乾燥させます。殺菌消毒後はすすがない
でください。

初めてご使用になる前に :
1. お湯で濡らした布でベースを拭き、乾いた柔らかい布でから拭きします。コ

ンテナ、カップ、蓋、蓋プラグ、およびタンパーを、洗剤を含んだお湯で洗
います。すべての部品をよくすすぎ、乾いた柔らかい布で拭きます。

2. ブレンダーを水平で濡れていない清潔なカウンターに置きます。アース付きコ
ンセントにブレンダーのプラグを差し込みます。

注 :Vitamixコンテナは、ねじやブレードアセンブリーを外さずに完全にお手入れ
が可能な設計になっています。ねじやブレードアセンブリーをコンテナから取り外
そうとしないでください。通常の洗浄方法および殺菌消毒方法、または食洗機の使
用により、コンテナと部品を清潔に保つことができます。コンテナが破損した場合
は、使用をお控えください。そして直ちに Vitamixカスタマーサービスまでご連絡
ください。

大型コンテナのお手入れ
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. スタート /ストップスイッチを押します。
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。

漂白剤を使った殺菌消毒方法（大型コンテナ）:
1.  上記の洗浄方法に従います。
2. コンテナ容量の半分まで水を入れ、液体漂白剤を小さじ 1½投入します。
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. スタート /ストップスイッチを押します。
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、スタート /ストップボタンを押します。
9. その後 1分半ほどコンテナをそのまま置いておきます。
10.  漂白剤の入ったお湯を捨てます。コンテナを自然乾燥させます。殺菌消毒後

はすすがないでください。

お酢を使った殺菌消毒方法（大型コンテナ）:
1. 上記の洗浄方法に従います。
2. お酢を入れた溶液を用意します。2Lコンテナの場合、475mlのお酢を同量

の水で薄めます。
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. スタート /ストップボタンを押します。
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、スタート /ストップボタンを押します。
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. コンテナと蓋を自然乾燥させます。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、センタリングパッド、およびタンパー
部品は食洗機に対応しています。お湯を使って洗剤で洗っていただいても結構です。
清潔な流水ですすぎ、乾燥させてください。

カップとボウル
カップ、蓋、ブレンドアダプター、ゴムパッキンは食洗機に対応しています。また、
以下の手順で洗浄・殺菌消毒が可能です。食材が沈着しないよう、定期的にゴムパッ
キンを取り外して洗浄してください。
連続使用の前に、お湯と洗剤で洗い、すすいで乾燥させても結構です。

ブレンダーベース
1. ブレンダーの電源を切り、プラグを抜きます。
2. 液体食器用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。ブレンダーベースを水に浸さないでください。センタリングパッド
は取り外して洗うことができます。

3. すぐにすべての表面を拭き、柔らかい布で磨きます。
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カップ、蓋、ブレードベース、ゴムパッキン

  警告

けがを防止するため、動いているパーツには絶対に触れないでください。
ブレンダー操作中は、手や調理器具をコンテナやカップに近づけないでください。
ブレードが回転している間は、指や調理器具をブレードの周りに入れないでください。 
ブレードは、ブレンドサイクルが終了して完全に停止するまで、回転し続けます。ブレードが完全に停止し
てから、ブレードベースとカップを取り扱ってください。
ブレンドする前に、ブレードベースをカップまたはボウルにしっかり取り付けてください。
操作中にカップがブレードベースから外れた場合は、マシンをオフにし、モーターとブレードが完全に停
止するまで待ってから、カップとブレードベースをモーターベースから取り外してください。

  警告

やけど防止のため、大型コンテナで高温の液体を扱う際には「1」を超えるスピードで撹拌を開始しないでください。
漏れてくる蒸気や水滴、内容物によってやけどを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。
材料の加熱または高温の液体のブレンドに、0.6Lカップまたは 225mlのボウルを使用しないでください。加熱した材料や液体
は内部の圧力を高め、カップが破裂しけがを引き起こす可能性があります。
0.6Lカップまたは 225mlボウルをご使用の場合は、75秒以上続けてブレンダーを使用しないでください。
触れていて気づくほどカップが熱くなってきた場合、または蒸気が出てきた場合は、直ちにブレンドを中止し、ブレンダーの電源
を切るかプラグを抜いてください。カップや材料の温度が室温に戻ってから、ブレードベースを取り外してください。
長時間使用を続けると部品が熱くなります。
ブレンダーベースのドライブソケットやブレードベースのドライブスプラインには触れないでください。
破損やケガを避けるために、電子レンジでカップ（ブレードベースまたは蓋を含む）を使用しないでください。

ご利用
「ブレンドする」を参照してください。
お手入れ
「お手入れ方法」を参照してください。

SCALE  1.000

ゴムパッキン
携帯用の蓋

ゴムパッキン

ブレンドアダプター

0.6Lカップと携帯用の蓋
保管用の蓋

240mlボウル
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保証
マシンの 10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（電話でのお問い合わせ）にて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 10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
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 10年以内に、部品または製造上
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料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）無料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を頂かない限り、（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。砂
の残った、きめの粗い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。このような場合、コンテナやカップおよびブレードは Vitamixの保証外
となります。
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。米国およびカナダ外では、異なる保証
が適用されます。

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、異常または極端な環境への露出が行われた場合や、本取扱説明書の操作説明指示に従わなかっ
た場合、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、代理店にお問い合わせください。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。特殊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。
米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到着後 48時間以内に Vitamixに通知しない限り、返送された製品を「現状のまま」受け入れたものとみなされます。 
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米国外のお問い合わせ先
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

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
Bangchak, 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

©2019 Vita-Mix Corporation. 本取扱説明書のいかなる部分も、Vita-Mix Corporationの書面による許可なく、いかなる形式または手段を用いて複製または送信
したり、データベースまたは検索システムに保存したりすることもできません。
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