
PR-SK034

充電式ポータブルマルチブレンダー
楽しく使えるレシピブック付

Rechargeable
portable multi blender

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。警告

リチウムイオン電池内蔵
●絶対に分解して電池を取り出さないでください。
●廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」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、大切に保管してください。
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●持ち運べるマルチブレンダー
充電式で持ち運び可能なので様々なシーンで大活躍。スムージーからプロ
テインまでその場ですぐに新鮮なジュースが作れます。
●付属のフィルターで広がるレシピ
「こす」作業が可能なステンレスフィルター付属。紅茶や手作り豆乳を作るこ
とも可能。果物は皮ごと入れて栄養素そのまま滑らかジュースに。
●ワンボタンの簡単操作
操作はワンボタンでのON/OFFのみ。簡単操作で感覚的にご使用可能。ボタ
ンはダブルクリック方式で安全設計。
●レシピブック付
合計30種類のレシピが載った専用レシピブックが付属。ご購入後すぐにお楽
しみ頂けます。

カップ

電源スイッチ
ダブルクリックで
電源ON

電源LED

本体 ブレード

本体

フィルター

付属品

マイクロUSB
端子差込口
（C-type）

ＵＳＢコード

USBプラグ

マイクロUSBプラグ
（Ｃ-ｔｙｐｅ）
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本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお
読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理
を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあ
ります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

感電してケガをするおそれがあります。

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損
して、火災・感電の原因となります。

運転中にフタを開けたり、容器の中へ指やスプーン、
箸などの調理材料以外のものを入れないでください。

故障やケガの原因となります。

お子様だけで使用させないでください。また、乳幼児
の手の届くところでのご使用はおやめください。

指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、
部品を誤飲するおそれがあります。

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行なってくだ
さい。

感電やケガをするおそれがあります。

定期的にUSBコードのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火
災の原因となります。

USBコードは、ホコリや汚れが付着していないか確
認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完
全な場合は異常に発熱し、USBコードが溶けたり
変形して感電や火災の原因となります。強制

ブレードは鋭利ですので、直接手を触れないでくだ
さい。

ケガの原因となります。 感電や故障の原因となります。

小さなお子様だけで使用しないでください。

思わぬ事故やケガの原因となります。

マイクロUSBポートやUSBコードを濡らさないでく
ださい。

故障やケガの原因となります。

感電やショートの原因となります。

USBコードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の
プラグを持って抜いてください。

不安定な場所に設置しないでください。

転倒すると故障やケガの原因となります。かならず
安定した平らな面でご使用ください。

USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使
用すると火災・感電の原因となります。

USBコードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用
しないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・
ショート・発火の原因となります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げ
たり、引っ張ったりしないでください。

容器やふたが変形したり、やけどの原因となります。

40℃以上の熱いお湯や、材料は容器に入れないで
ください。

連続でご使用されると故障や破損の原因となります。

続けてご使用される場合は、本体が冷めるまでしばら
く置いてからお使いください。

やけどをするおそれがあります。

使用直後の刃に触れないでください。

故障やにおいの原因となります。

ご使用後は速やかにお手入れをしてください。

発熱や故障・破損の原因となります。

定格時間（30秒）以上の連続使用はしないでください。

設置禁止

やけどをするおそれがあります。

ストーブやコンロなどの火気に近づけないけないで
ください。

倒したり落としたりぶつけるなどの強い衝撃を与えな
いでください。

感電・故障・破損によるケガの原因となります。

運転中に移動させないでください。

強制

強制

落下して、ケガ・故障の原因となります。

テーブルの端などで使用しないでください。

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。
高温になる場所に放置しないでください。

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないで
ください。

強制

充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されると
ACアダプターの故障の原因となります。

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。
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初めてのご使用前に

■必ず柔らかいものから入れてください。
■空運転しないでください。
■ご使用の際は安定した平らな面でご使用ください。
■乾物のみでの使用はしないでください。
■固いものに使用しないでください。
■定格時間（30秒）を超えて使用しないでください。
■野菜は茹でてから2cm角程度に切ってから入れてください。
■液体は最低1/2カップ以上、MAX線以下まで入れてください。
■ロックアイスや凍った果物、生の根菜など固いものは入れないでください。
　破損のおそれがあります。
■製氷機の氷は2cm角以下の物を5個まで、また氷のみでの使用はしないでください。

ミキサーは最小目盛り（100ml）から最大目盛り
（300ml）の範囲でご使用ください。

異常音や振動が大きい時は材料を減らしてくだ
さい。

モーターに負荷がかかり故障の原因となります。中身があふれ出るおそれがあります。

以下の材料を入れるとブレードや本体の破損・モーターの故障などの
原因となりますので使用しないでください。

●粘り気の強いもの（とろろいも・イカ・肉類など）
●水分が少ないもの（ドライフルーツ・乾燥した朝鮮人参など）
●固いもの（大きい氷・生野菜・アーモンド・コーヒー豆・米など）

入れてはいけないもの

基本的なご使用方法

付属のUSBコードを使いパソコンやスマート
フォン用アダプターなどから充電してくださ
い。充電中は電源LEDが赤に点滅します。（充
電完了後、電源LEDは緑色に点灯します。）

充電方法

1.お好みの材料をカップまたはフィルターに入れて、本体とカップをしっかり締めると電
源LEDが緑色に５回点滅します。

※材料は最小目盛り（100ml）から最大目盛り（300ml）の範囲でご使用ください。
※フィルターは紅茶や果物を皮ごと調理するなどのこす工程にご使用ください。
※詳細レシピは付属のレシピブックをご覧ください。

2.電源スイッチをダブルクリックするとブレンダーが作動し、電源LEDが緑に点灯しま
す。もう一度電源スイッチを押すと止まります。本体を軽く振ることでかくはん力がア
ップします。

※1回の定格時間は30秒です。さらに動かしたいときはしばらく置いてから、動かしてください。

使用方法

マイクロUSB
端子差込口（C-type）

パソコンや
スマートフォン用
アダプターなどに

電源LED
緑：5回点滅

電源LED
緑：点灯

●ブレードは刃物です。拭く時は十分に気を付けてケガの無いようお取り扱いください。
●マイクロUSB端子差込口は水に濡れると故障の原因となりますので、濡らさないように
　ご注意ください。

● カップとフィルターを洗剤とお湯で洗って乾かしてください。
● 本体とブレードを固く絞った清潔な布で拭いてください。
● お手入れ中に電源スイッチを押さないでください。
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基本的なご使用方法

お手入れ方法

3.飲料が出来上がりましたら、スイッチ面を上に戻し、本体を取り外します。フィルターを
使用している場合はフィルターも取り外し、カップからそのままお飲みいただけます。

●カップに水と少量の洗剤を入れ、本体にセットし運転させてください。
●カップとフィルターは洗剤と水で洗って乾かしてください。
●本体とブレードは固く絞った清潔な布で拭いてください。

固く絞ったふきんでき
れいに拭き掃除してく
ださい。汚れがひどいと
きは洗剤をやわらかい
布などにしみこませ、か
たく絞って拭いた後に
乾いた布で水分を十分
に拭き取ってください。

本体のお手入れ

本体の丸洗いは絶対にしないでください。

水洗い可能な部品

注意

●ブレードは刃物です。拭く時は十分に気を付けてケガのないようお取り扱いください。
●マイクロUSB端子差込口は水に濡れると故障の原因となりますので、濡らさないよ  
　うにご注意ください。
●本体を水に浸けないでください。

故障かな？

保管方法

動かない。

こんなときは 考えられる理由 対処方法

・充電がきれていませんか？

・スイッチをダブルクリックして
 いますか？

・本体がしっかりと締まって
 いますか？

・充電してください。

・本品はスイッチを素早く2回押さないと
 作動しません。

・本体とカップをしっかりと締めてください。
 しっかりと締めると、電源LEDが緑に5回
 点滅します。

振動が大きい。

内容物が漏れてくる。 パッキンの異常。 パッキンがずれたり、外れたりしていない
か確認してください。

数秒でとまる。
・材料が大きすぎませんか？
・材料が多すぎませんか？

・材料を小さくしてください。
・材料を減らしてください。

上記のことをお調べになって、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社にご
連絡ください。

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場
所を避けて保管してください。お子様の手の届くところには保管しないでください。



アフター販売

品  番

① C S - H 5 8 5 USBコード（C-Type／610mm） 300 円

② C S - H 5 8 8 パッキン 500 円

品  名 価格（税別）

弊社カスタマーサポートセンター（10ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っ
ております。お電話・Ｅメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。送料は弊
社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格はすべて税別表記となりま
すので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社カスタマーサポートセンターまでお問い
合わせください。

580円
ACアダプター USB接続式
PR-F054 A-580-12-4

サイズ
J A N

32×21×67mm
4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB
機器で動作保証するものではありません。
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アフターサービス

カスタマーサポートセンター

●保証書
必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内
容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領
　収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

●アフターサービスについてのご不明の場合

[保証期間中]
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載され
ている保証修理規定に基づき、修理いたします。
[保証期間を経過しているとき]
お客様のご要望により有料で修理いたします。 ※送料はお客様負担となります。

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後の6年です。

WEB MAIL
弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポー
ト情報をご確認いただけます。

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付
けております。

阪和　カスタマーサポート

www.b-grow.com/support/ ss@b-grow.com
検　索 ※ご返信は受付時間内での対応となります。予め

　ご了承ください。

TEL

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び
部品のご注文を承っております。

消耗品・部品のご注文

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の
項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番　■品名　■お買い上げ日
■お買い上げ店名
■お問い合わせ内容

www.dig-mania.jp

暮らし育てるアイデア

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
　予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないように
　おかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

お電話でのお問い合わせはこちら

0570-080856
受付時間 10:00～17:00 （土日祝、弊社休業日を除く）

お問い合わせの前に・・・
8ページの「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015  大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

TEL：0570-080856
（10：00～17：00/土日祝弊社休業日を除く）

www . b - g r o w . c o m

①CS-H585
USBコード（610mm）
JAN:4944370037487

②CS-H588
パッキン
JAN:4944370037494
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MEMOMEMO
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https://www.b-grow.com/brand/prismate/

Follow Me!

@lifeonproducts
公式インスタグラム

www.b-grow.com/pr ismate_recipe/

レシレシピ公開公開中！

仕様

品番

品名

寸法（約）

重量（約）

充電電池

電源コード（約）

定格容量（約）

定格時間（約）

充電時間（約）

最大回転数（約）

材質

セット内容

PR-SK034

充電式ポータブルマルチブレンダー 楽しく使えるレシピブック付
84×84×193mm

409g

リチウムイオン電池 7.4V、1400mAh

USBコード：610mm

300ml

30秒
2時間
20000回/分

本体：ABS・ステンレス・シリコン、カップ：PCTG、

フィルター：PP・ステンレス

本体、カップ、フィルター、USBコード、レシピブック、

説明書（保証書付）

※重量・製品サイズは本体のみのものです。
※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。


