取扱説明書
家

乾電池式ごますり器

庭

用

●業務用として使用しないでください。
●他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

SG-161

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

●このたびは、弊社ごますり器を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。
●ご使用の前に、
この取扱説明書を必ずよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。
●お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や
財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を
明示するために、誤った取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要な内容ですので、必ず守ってください。

警告
注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが
想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が
想定される内容を示しています。

絵表示の例
○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容
（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告
分解禁止

修 理 技 術 者 以 外 の 人は、
絶 対 に 分 解したり修 理・
改造はおこなわない

●異常発熱や異常動作してけが
の原因になります。
※ 故 障と思われるときは、お 買 上げの
販売店に点検・修理をご相談ください。

水ぬれ禁止

開口部やすき間にピンや針金、
金属物などの異物を入れない
禁止

●異常動作してけがをする原因
になります。

禁止

本体や電池ふたなどを水に
つけたり、水をかけたり、
丸洗いをしない
● ショート・故 障 の
原因になります。

お子様や取り扱いに不慣れな方
だけで使用しない。乳幼児の手の
届く所で使用したり、保管しない
●けがの原因になります。

注意
禁止

40℃以上のお湯で容器や
ふたなどを洗ったり、熱い
いりごまを容器に入れない

●変形・変色・破損の原因になります。

本体に容器や上ふたなどを取り
付けていない状態で運転しない
禁止

●けが・故障の原因になります。

運転中は容器の中に指や
細い棒などを入れない
禁止

●けが・故障の原因になります。

お手入れのときに食器洗い
乾燥機は使用しない
禁止

本体や容器などを落としたり、
強い衝撃を与えない
禁止

●本製品に無理な負担がかかり、
事故・故障の原因になります。

●破損・けが・故障の原因になります。

いりごま以外のものは入れない
禁止

本製品は一般家庭用です。
絶対に業務用に使用しない
禁止

●変形・破損の原因になります。

●大豆、あずき、コーヒー豆、ごま塩
などを入れると故障の原因に
なります。

掃除用・整髪用・殺虫剤など
のスプレーを吹き付けない
禁止

● 変質・破損などにより、けが・
事故の原因になります。

お手入れのときや長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り出す
●けがや乾電池の液もれによる故障の原因になります。
指示に従う

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

禁止

●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきん
で汚れをふき取ってください。

各部の名称とはたらき
上ふた合マーク
上ふた

ふりかけ口

●する前のいりごま
をふりかけるとき
に使います。

下うす

●いりごまをすり
つぶす役目を
します。

ふりかけ口
合マーク
容器
粗さ調節
合マーク

回転軸

●下うすを回転
させるための
軸です。

上うす

● いりごまを
すりつぶす
役目をします。

本体

透明カバー
ごま出口
電池ふた

底ふた

運転スイッチ

●押している間だけ
うすが回転します。

■付属品
掃除用ブラシ

●底ふた内側に
付いています。

使 い か た
乾電池の入れかた

1 底ふたを取り外す
2 電池ふたを取り外す
3 乾電池を入れる

単3形乾電池
（4本）
ごま出口

4 電池ふたを・底ふたを取り付ける
1 ごまを容器に入れる

底ふた

−

● 単3形乾電池（４本）を本体の ＋ プラスと −
− マイナスの表示に従って正しく入れる。
※新旧・異種など乾電池を混同して使用しないでください。

ごまのすりかた

電池ふた

＋

＋

本体
上ふた

いりごま

❶上ふたを取り外し、いりごまを容器に入れる。
（最大調理
容量は約40gです。それ以上入れないでください）
❷上ふたを確実に取り付ける。

ご使用上の注意

容器

※必ずいりごまを使用してください。
※いりたての熱いごまは入れないでください。
※いり方の少ないごまや湿気を含んだごまは、
すれ
ないことがあります。もう一度いり直してください。
※一度すったごまを再度することはしないでください。

2 粗さを調節する

●すりごまの粗さは容器を回転させ、粗さ調節合
マークをお好みの粗さの位置に合わせて調節する。
※細以外の位置に合わせた場合、容器と本体の間に
少しすき間ができますが異常ではありません。

本体
容器
粗さ調節
合マーク
本体

3 ごまをする

❶底ふたを取り外す。
❷ごま出口をふりかける位置に合わせる。
❸運転スイッチを押す。
※運転スイッチを押している間だけうすが回転します。

ご使用上の注意

運転
スイッチ

※底ふたをはめたまま、運転スイッチを押さないでください。

4 すり終わったら、底ふたを取り付ける

●使用後は、本体を軽くたたいてごま出口に残った
ごまを落としてから底ふたを取り付ける。

ごま出口

底ふた

使 い か た つづき
ふりかけのしかた
上ふた
※おにぎりや赤飯など、いりごまをすらずに
ふりかけるときにご使用ください。
●上ふた合マークと容器のふりかけ口合マークの 合マーク
位置を合わせ、ふりかけ口を開ける。
●使用後は、ふりかけ口を閉じる。

容器

ご使用上の注意

※ふりかけで使用するときは、運転スイッチを
押さないように注意してください。

お手入れと保管
■ごますり器は、食品に触れる調理器具です。お使いになった後は必ず
お手入れをして、いつも清潔な状態で使用する。
お手入れや保管をするときは、乾電池を本体から取り出す。

※使ったままの状態で長時間放置すると、内部に残っているごまが変質し腐食すること
があります。

容器の取り外しかた
❶容器の粗さ調節合マークを本体の
「OPEN」の位置に合わせる。
❷容器を持ち上げて本体から取り外す。

粗さ調節
合マークを
「OPEN」
に
合わせる

❷
❶

● 取り付けるときは、容器の粗さ調節合マークを
「OPEN」の位置に合わせて差し込み、時計回り
に回す。

下うすの取り外しかた

軸
下うす

下うすの軸部分をつまみ、持ち上げて
本体から取り外す

●取り付けるときは、下うす裏側の穴を本体回転軸
の切り欠き部に合わせて確実に取り付ける。

回転軸
の切り
欠き部
本体

お手入れと保管 つづき
上うすの取り外しかた
容器をひっくり返して上うすをつまみ、
容器から取り外す

上うす
（表面）

●取り付けるときは容器をひっくり返し、上うすの
外周にある切り込み溝を容器の突起部に合わせ、
しっかりと押し込む。

切り込み溝
突起部
容器

■容器・上うす・上ふた・底ふた（丸洗いできます）
●残っているごまを付属の掃除用ブラシで清掃する。
●台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて
丸洗いする。
● 洗剤分が残らないように水で洗い流し、乾いた
柔らかいふきんで水分をふき取ってしっかり乾燥
させる。

■本体・電池ふた・下うす（丸洗いできません）
●残っているごまを付属の掃除用ブラシで清掃する。
●水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取る。
●落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼって
ふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が残らないようにしっかりふき取る。
警告
水ぬれ禁止

本体や電池ふたなどを水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない
●ショート・故障の原因になります。

注意
禁止

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない
●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきん
で汚れをふき取ってください。

禁止

掃除用・整髪用・殺虫剤などの
スプレーを吹き付けない
● 変質・破損などにより、けが・
事故の原因になります。

■保管

●保管の前は、必ずお手入れをおこなう。
●お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気
を避けて保管する。
（湿ったまま保管するとカビや異臭の発生・故障の原因になります）

ご使用上の注意

※保管する場合は、
液もれによる故障防止のため乾電池は本体から取り出してください。

仕
電

源

様
直流６V（単３形乾電池・４本）

製

品

寸

法（約）

直径：56×高さ：160mm

製

品

質

量（約）

180g

最 大 調 理 容 量（約）

40g

●上記の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合があります。

故障かな？と思ったら
症

状

運転しない

原

次の点検をおこなってください。

因

処

置

●乾電池の入れかたが間違っていませんか？

●＋ と− の方向を正しく入れてください。

●乾電池が消耗していませんか？

●新しい乾電池に入れかえてください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、
日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか？

★異常があれば

！
ご使用中止！

●運転中に本体が異常に熱くなる。

故障や事故防止のため、本体から
乾電池を取り出して、必ず販売店
に点検・修理をご相談ください。

●運転中に異常な音や振動がする。
●その他の異常や故障がある。

アフターサービスについて
①この製品は保証書がついております。
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の
「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入を
お受けください。
②保証期間はお買上げ日より1年です。
保証期間中の修理はお買上げの販売店に
ご依頼ください。保証書の記載内容により
修理いたします。その他詳細は保証書を
ご覧ください。
③保証期間経過後の修理（有料）については
お買上げの販売店にご相談ください。
この製品についてのお取扱い・お手入れ方法
などのご相 談、ご転 居されたりご贈 答 品
などで、販売店に修理のご相談ができない
場合は、「山善 家電お客様サービス係」に
ご相談ください。
●FAXまたはEメールでのご相談も受け
付けております。その際は、商品名・品番・
ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入
の上、ご相談ください。

④この製品の補修用性能部品の保有期間は
製造打ち切り後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持
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な場合は、
本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」
へお問い合わせください。

「山善 家電お客様サービス係」
0570−077−078
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間：10：00〜17：00（土・日・祝日を除く）
●ＦＡＸでの
ご相談は

0120−680−287

● Eメールでの
ご相談は

info̲̲m@yamazen.co.jp

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、
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、修理業務などを
委 託 する場 合や 正 当 な 理 由 が
ある場合を除き、第三者には提供
しません。
J-131024

