
アイスクリームメーカー
ICE-PRO100J

保証書付

※ 写真はイメージです

● このたびはクイジナート アイスクリームメーカー ICE-PRO100Jをお買い上げいただき、まことにあ
りがとうございます。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
は本機のそばなど、いつもお手元においてご使用ください。

● この取扱説明書は裏表紙に保証書が付いています。必ずお買い上げ日、お客様名、販売店名などの
記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

● 本取扱説明書の記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。
● 本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
 FOR USE IN JAPAN ONLY.

取扱説明書

水平で安定した場所に設置して、２～３時間以上経ってから電源プラグを差し込
んでください。
輸送時の製品の姿勢によっては、すぐに電源を入れると故障する可能性があります。電源プラグ
を抜いて移動した場合も、コンプレッサー保護のため10分以上経ってから電源を入れてください。

お願い
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安全上のご注意 必ずお守りください

※  物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

もくじ

●  ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
●  人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明し

ています。

■  誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

軽傷を負うことや、物的損害※が発生する
おそれのある内容です。

してはいけない「禁止」内容です。

実行しなければならない「強制」内容です。

■  お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

お読みになった後は、必ずいつでも見られるところに保管してください。
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安全上のご注意 必ずお守りください

警告

修理技術者以外の方がこれらの行為を行うことは大変危険です。
発火・爆発・異常動作・感電・けがの原因になります。

絶対に分解・修理・改造を行わない。冷却回路（配管）を傷つけない。

コンセント・配線器具の定格を
超える使い方や、交流100V以
外での使用はしない。
たこ足配線などで定格を超えると、
火災・感電の原因になります。

危険

必ず水平で安定した場所に置く。
●  本体を逆さまや45度以上傾けない。
●  立てかけて使用しない。
●  通電中は移動させない。
異常動作の原因になるほか、冷媒
がもれると火災の原因になります。
もし本体を逆さまにしたり、45度以
上傾けた場合は、すぐに電源プラ
グを差し込まずに、24時間安置後
に使用してください。

電源は、AC100V(50/60Hz)
で15A以上の専用コンセントか
らとる。
二股ソケット、分岐ソケットは使用し
ないでください。
火災・感電の原因になります。

アースを確実に取り付ける。
感電の原因になります。
● ガス管・水道管・電話のアース線・

避雷針には絶対に接続しないでく
ださい。法令で禁止されています。

電源プラグの刃および刃の取り
付け面に、ほこりが付着してい
ないか定期的に確認する。
また、取付の悪い（ガタツキのあ
る）コンセントや、差込口のゆる
いコンセントは絶対に使用しない。
ほこりが付着していたり、接続が不
完全な場合は、感電・ショート・火
災の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損
するようなことはしない。
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、引っ張っ
たり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
傷んだまま使うと、感電・ショート・
火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差
し込む。
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。

差込みプラグの刃を故意に曲げ、
抜けないようにして使用しない。
発火の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷ん
だり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災の原因になり
ます。
コード・プラグの修理は修理ご相談
窓口にご相談ください。
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安全上のご注意 必ずお守りください

警告
異常・故障時にはすぐに使用を
中止し、電源プラグをコンセン
トから抜く。
発煙・火災・感電のおそれがあります。
異常の例
● 異常な音やにおいがする。
● 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる。
● 電源コードを動かすと通電しなかったりする。
● 運転中にときどき電源が切れる。
● 触るとビリビリと電気を感じる。

製造業者が推奨する形式の電
気機器以外、食品貯蔵庫内で
用いない。

濡れた手で電源プラグや電源ボ
タンなどに触れない。
火災・感電の原因になります。

屋外や、水・湿気の多い場所で
使わない。
漏電・感電の原因になります。

機器の囲いや周辺は障害物をな
くし、通気口を確保する。

可燃性スプレーの近くで使用しない。
引火・爆発の原因になります。

パドルの回転中にカバーを開け
ない。また、回転しているブレー
ドに手やスプーンなどを近づけ
ない。
けが・故障のおそれがあります。

製造業者が推薦するもの以外
の、霜取りを早めるための機械
的な器具、およびその他の手
段を用いない。

本体の廃棄は専門業者か公的機
関に依頼する。また、火炎にさ
らさない。
放置すると、第三者が製品を改造
したり、他の目的に使用したりする
可能性があり、思わぬ事故の原因
になります。また、冷媒が漏れると
発火・爆発の原因になります。

子どもが本製品で遊ばないよう
注意する。
思わぬ事故の原因になります。

本体のお手入れをするときは、
電源プラグを抜く。
やけど・感電・けがの原因になります。

本体を水につけたり、水をかけ
たりしない。
ショート・感電・故障の恐れがあります。

子どもを含む補助が必要な人お
よび取り扱いに不慣れな方だけ
で使わせたり、乳幼児の手の届
くところで使わない。
やけど・感電・けがの原因になります。

可燃性高圧ガスが入ったエア
ゾール缶のような爆発性物質と
一緒に保管しない。
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注意
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く。
感電・火災の原因になります。

製品を落としたり、強い衝撃を
与えない。
火災・故障の原因になります。

本体を不安定な場所に置かない。
けがの原因になります。

本体の上に物を置かない。
本体が変形、変質したり火災の原
因になります。

製品の梱包用ポリ袋は、すぐに
廃棄する。
窒息防止・事故防止のため、お子
様の手の届くところにそのまま放置
しないでください。

電源コードや電源プラグが傷ん
だり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災の原因になります。

製品を使用しない場合は、電源
を切り、電源プラグをコンセン
トから抜く。
火災・感電・けがの原因になります。

通気口をふさがない。
本体の通気口をふさぐと内部に熱が
こもり、火災・故障の原因になります。

長期間使用しない場合は、必ず
電源プラグを抜いておく。
絶縁劣化による感電・漏電・火災
のおそれがあります。

お子様が近くにいるときは、必
ず付き添う。
運転中だけでなく、運転していない
ときでも、お子様がそばにいるとき
は大人の方が付き添ってください。
けがをするおそれがあります。

雷が鳴り始めたら、コンセント
から電源プラグを抜く。
落雷があった場合は、直撃雷、誘
導雷などによって電源線等を通じて
異常電流・異常電圧が侵入し、本
製品を壊してしまう場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください
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● この製品は、屋内専用のアイスクリームメーカーです。アイスクリームやジェラート等を
製造する目的で作られています。それ以外の用途に使用しないでください。

● この機器は、家庭用、および次のような類似の用途の場合に用いることを意図しています。
 ・  店舗、オフィスまたはその他労働環境下のスタッフ用のキッチンで使用される場合。
 ・  農家、ホテル、モーテルまたはその他居住タイプの環境下で客によって使用される用

途の場合。
 ・  朝食付き簡易宿泊施設の場合。
 ・  まかない、または類似の非小売環境の場合。

本製品は、以下の条件下に設置して使用してください。
● 水平で安定したところ
● 熱の影響を受けないところ
 直射日光の当たる場所や、近くに熱源（ガスコンロやレンジ等）のあるところでは使用し

ないでください。（熱源から50cm以上離してください。）
● 風通しのよい場所　● 本体周囲に必ず10cm以上の隙間をあけて設置できる場所
● 湿気の多いところや、水のかかりやすい場所には設置しないでください。
● 床面から30cm以上の高さの場所に設置して使用してください。

感電防止のため、必ずアース線を正しく取り付けてください。
● コンセントにアース端子がある場合
 アース線をコンセントのアース端子に接続してください。
● コンセントにアース端子がない場合
 D種接地工事（有料）が必要ですので、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談

ください。（接地工事には電気工事士の資格が必要です。）

安全上のご注意 必ずお守りください

次の場所にはアース線を取り付けないでください。（法令等で禁止されて
います。）
● 水道管（感電の危険）　● ガス管（爆発、引火の危険）
● 電話のアース線や避雷針（落雷の時に危険）

注意

使用の目的

アース線の接続について

使用の場所
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各部のなまえ

電源コード

通気口

電源プラグ

本体

ボール

投入口

● アイスクリームパドル ● ジェラートパドル

カバー

操作部 ディスプレイ

タイマーボタン

Coolng/Mixingランプ
● 運転を開始すると、 

青点灯します。

スタート／ストップボタン

電源ボタン

Timer

Start

Cooling/Mixing

Power

Standby

Stop

Standbyランプ
● 通電中・運転停止中

に、赤点滅します。
● 電源を入れると、 

赤点灯します。

アース線
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ご使用前の確認と準備
本製品を業務用として使用する場合、メニューや販売形態により各自治体保健所の許可が必
要な場合があります。お近くの保健所にご相談ください。

製品を以下の条件下に設置し、使用してください。
● 水平で安定したところ
● 熱の影響を受けないところ
● 風通しのよい場所
● 本体周囲に必ず10cm以上の隙間をあけて設置できる

場所

アース線をアース端子に接続します。
電源プラグをコンセントに差し込みます。
● 本機の電源は、専用漏電遮断器付きサーキットブ

レーカー、もしくはそれと同等の設備のある専用コ
ンセントを使用してください。

● アース配線がされたコンセントをご使用ください。
 アースは法令により、電気工事士によるD種接地工

事が必要です。電気工事店に依頼してください。
 ガス管、水道管、電話のアース線、避雷針などに

は危険ですから絶対にアース線を接続しないでくだ
さい。

製品の設置と使用場所について

電源とアース工事について

水平で安定した場所に設置して、２～３時間以上経ってから電源プラグを差し
込んでください。
輸送時の製品の姿勢によっては、すぐに電源を入れると故障する可能性があります。電源プラグ
を抜いて移動した場合も、コンプレッサー保護のため10分以上経ってから電源を入れてください。

お願い

※ 使用時以外は電源プラグを
抜いておく。

禁止食材
● 水のみ　● 熱い材料（冷ましてからご使用ください）
● 乳脂肪分が全体量の20%を超える調合材料　● ジェラート、アイスクリーム等以外の材料
● フルーツ等の固形材料（あらかじめミキサー等でピューレ状にしてください）

 直射日光の当たる場所や、近くに熱源（ガスコンロやレンジ等）のあるところでは使用し
ないでください。（熱源から50cm以上離してください。）

● 湿気の多いところや、水のかかりやすい場所には設置しないでください。
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使い方

ボール・パドル・カバーは、食器用中性洗剤を使用して、やわらかなスポンジやブラシなど
で洗浄してください。
洗浄後は流水で洗剤を十分に落とし、乾燥させてください。

ご使用の前に

調合材料の準備
調合材料はあらかじめ準備して、冷蔵庫などで十分に冷やしておいてください。
● 必ず別の容器で混ぜ合わせてからボールに入れてください。よく混ぜ合わせるほど、

仕上がりがなめらかになります。
● 果実を使用する場合は、ピューレ状にするか裏ごししてください。果実の食感を残し

たい場合は、なるべく小さく刻み、酒類やシロップに漬けてお使いください。
● チョコチップや砕いたナッツなどの小さな固形物を混ぜこむ場合には、調合材料が固

まり始めてから（運転停止の5分前が目安）投入してください。
● 砂糖や酒類が多く含まれる場合は、通常よりできあがるまで時間がかかることがあり

ます。

ポイント
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使い方（続き）

③ ボールに、アイスクリームパドル 
またはジェラートパドルを取り付けます。

ボールに調合材料を入れます。2

1 本体にボール・パドルを取り付けます。

① 本体のボール取付部に、消毒用アルコールなどを
少量吹き付けます。

 ボール表面の水分が凍結してボールが取り外せな
くなることを防ぐためです。

② 本体にボールを取り付けます。
 ボールの取っ手を凹みに合わせてください。

凹み



Timer

Start

Cooling/Mixing

Power

Standby

Stop
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電源ボタンを押します。5
Standbyランプが点灯します。
ディスプレイに「00」と表示されます。

電源プラグをコンセントに差し込みます。4
Standbyランプが点滅します。

Timer

Start

Cooling/Mixing

Power

Standby

Stop

Standbyランプ

3
① カバーの矢印を本体の  に合わせます。

本体にカバーを取り付けます。

② カバーを反時計回りに回して、矢印を 
 に合わせます。

 カバーが  の位置に合わない場合
はボールの位置を確認してください

（9ページ 1  ②参照）。

カバーの取り付け具合によっては、パドルがボールの底にふれて「シュッシュッ」と音が
する場合がありますが、故障ではありません。カバーの位置を微調整すると軽減します。

お願い

タイマーボタンを押して、お好みの時間に 
設定します。6
● タイマーは10分～ 60分の範囲で設定でき

ます。
● 最初は60分で設定されています。
 ボタンを押すごとに1分単位で設定変更で

きます。
 長押しすると5分単位で設定変更できます。
● タイマーの設定時間は、実際の稼働時間と1 ～ 2分の誤差が出る場合があります。

目安としてご使用ください。



Timer

Start

Cooling/Mixing

Power

Standby

Stop
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使い方（続き）

8 ビープ音が鳴って運転が停止したら、 
カバーを外し、ボールを本体から取り外します。
設定した時間になると、ビープ音が3回鳴り、運転が
停止します。
Cooling/Mixingランプが消灯して、ディスプレイが

「00」表示になり、Standbyランプが点滅します。
● パドルが完全に停止したことを確認してから、カ

バーを取り外してください。
● 調合した材料が固くなると、設定した時間より早く

パドルが停止することがあります。（下記注意参照）
● 調合材料によりふくらみ具合が異なります。実際

に製造して適量を確認してください。

● ボールを本体から取り外す際は、ミトンなどを使ってボールに
直接触れないようにしてください。

 けがをするおそれがあります。
● アイスクリーム・ジェラートが固まって完成すると、過負荷によ

り、設定時間が経過していなくてもパドルが止まります。この
場合、電源ボタンを押して電源を切ってからボールを取り出し
てください。

 けがをするおそれがあります。

注意

● 運転停止後、電源を入れた状態のまま10分経つと、保冷モードに入ります。（12
ページ参照）

7 スタート／ストップボタンを押して、 
運転を開始します。

運転中は必ず投入口を閉めておいてください。（投入口を開けたまま運転すると、
十分に固まりません。）

お願い

● 運転中に電源ボタンを押すと、電源を切ることができます。

Coolng/Mixingランプが点灯します。
● タイマーは、設定した時間からカウントダウ

ンされます。
● 運転中にスタート／ストップボタンを押す

と、運転を一時停止することができます。
 一時停止中は、Standbyランプが点滅します。
 再度ボタンを押すと運転を再開します。

Coolng/Mixingランプ
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タイマーの設定時間を変更したいとき
① スタート／ストップボタンを押して、本体の運転を一時停止します。
② タイマーボタンを押して、設定時間を5分単位で追加できます。
 長押しすると速く変更できます。60分を超えると10分に戻ります。
連続使用する場合
使用後にいったん電源プラグを抜き、10分以上休ませてから再度ご使用ください。
● 本体のボール取付部に結露が発生する場合がありますので、必ず拭き取ってください。

その後、本体のボール取付部に消毒用アルコールなどを少量吹き付けてください。
保冷機能
タイマー設定時間の経過後も電源を入れた状態のまま10分経つと、保冷モードに入ります。
Cooling/Mixingランプは点灯し、ディスプレイに「COOL」と表示され、Standbyラン
プが点滅します。
● 保冷中は、いつでも電源を切ることができます。電源を切る場合は、電源ボタンを押

してください。
● 保冷は10分間です。10分経過するとビープ音が5回鳴り、自動的に電源が切れます。
※ タイマー設定時間が経過して保冷モードに入っても、さらに冷却ミキシングをしたい場

合は、いったん電源を切り、再度タイマーを設定してください。

ポイント

使用後はカバー、パドル、ボールおよび本体のお手入れをしてください。（13ページ参照）
食器洗浄機には対応していませんのでご注意ください。

● ボールから固まった材料を取り出すときは、プラスチックや木製のスプーン等
を使用してください。金属製のものを使用するとボールに傷がつきます。

● 使用後に連続して使用する場合は、電源プラグを抜いて本製品を10分以上休
ませてからご使用ください。

お願い
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お手入れ

かたくしぼったタオルなどで表面を拭き取り清掃して
ください。
● 水や洗剤を直接かけないでください。

食器用中性洗剤を使用して、やわらかなスポンジやブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は流水で洗剤を十分に落とし、乾燥させてください。
● 食器洗浄機は使用しないでください。
● 漂白剤は使用しないでください。

お手入れの際には電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。注意

本体

ボール、パドル、カバー

本体のボール取付部は、使用直後は冷結していますが、コンプレッサーが止
まった後しばらくすると結露が発生しますので必ず拭き取ってください。

（9ページ 1  ①参考）

お願い
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レシピ

ミルクアイスクリーム
材料

作り方
① 牛乳とグラニュー糖を泡だて器でよく混ぜ合わせる。グラニュー糖が溶けるまで混ぜる。
② ①に生クリームとバニラエッセンスを加え、よく混ぜ合わせる。
③ 本体にボールとアイスクリームパドルを取り付け、調合した材料を入れる。
④ 約45分運転する。

● 牛乳 …………………………200ml
● グラニュー糖 ………………… 90g
● 生クリーム ……………………400ml
● バニラエッセンス ……………… 少々

チョコレートアイスクリーム
材料

作り方
① ココア、グラニュー糖、ブラウンシュガーを泡だて器で軽く混ぜ合わせる。 

牛乳を加え、ココアと砂糖が溶けるまでよくかき混ぜる。 
さらに生クリームとバニラエッセンスを加える。

② 本体にボールとアイスクリームパドルを取り付け、調合した材料を入れる。
③ 約45分運転する。

● 無糖ココア …………………… 50g
● グラニュー糖 ………………… 45g
● ブラウンシュガー ……………… 40g
● 牛乳 …………………………200ml
● 生クリーム ……………………400ml

準備の前に
● 材料は新鮮なものを選び、冷蔵庫で十分に冷やしてお使いください。
 材料の温度が高いと、うまく固まらないことがあります。
● 砂糖や酒類が多いと固まりにくくなります。
● 固い仕上がりにしたい場合は、できあがったものをボールから密閉容器に移し、冷凍

庫に2時間ほど入れてください。
 お召し上がりの15分ほど前に冷凍庫から出してください。
● 場所、気温、湿度等により、仕上がりが異なる場合があります。

ポイント

手近な材料で手軽に作れる

カカオ感しっかり！濃厚テイストの
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フランボワーズソルベ
材料

作り方
① 計量した水、グラニュー糖、水あめを鍋に入れ、糖分が溶けるまで加熱する。
② ①を氷水にあてて冷まし、フランボワーズピューレとレモン汁を合わせる。
③ 本体にボールとジェラートパドルを取り付け、調合した材料を入れる。
④ 約45分運転する。

● フランボワーズピューレ …… 500g
● 水 …………………………… 200g
● グラニュー糖 ……………… 125g
● 水あめ ………………………… 30g
● レモン汁 ……………………… 50g

レモンソルベ
材料

作り方
① 板ゼラチンを氷水で戻しておく。
 計量したレモン汁、水、グラニュー糖、コーンスターチを鍋に入れ、ヘラで全体を溶かしながら加

熱する。
② 沸騰してとろみがついてきたら、①で戻したゼラチンの水気を切り、鍋に入れる。
③ 全体がなじんだら氷水にあてて冷まし、熱をしっかりととる。
④ 本体にボールとジェラートパドルを取り付け、調合した材料を入れる。
⑤ 約45分運転する。

● レモン汁 …………………… 300g
● 水 …………………………… 250g
● グラニュー糖 ………………… 80g
● コーンスターチ ……………… 12g
● 板ゼラチン …………………… 3.5g

とある街角に佇むビストロの

本格フレンチを楽しんだあとに…

※ レモンの酸味がしっかりと効いている本格レシピです。

レシピ（続き）
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故障かなと思ったら
次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、
お買い上げの販売店、または当社修理センター（18ページ参照）にご相談ください。
お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは絶対にしないでください。

冷却しない。
コンプレッサーが 
作動しない。

うまく固まらない。
固まるのに時間がかかる。

コンプレッサー保護機能が働
いている

材料の温度が高すぎる

3分以上経ってから再度確認してください。

材料は冷蔵庫で十分に冷やしてから入れて
ください。

考えられる原因こんなとき 対処方法

安全装置が働いている 電源プラグを抜いて、数時間置いてくだ
さい。

材料が多すぎる 材料の量を減らしてください。

パドルが回らない。

設置環境／温度 周囲を10cm以上あけ、風通しをよくして
ください（32度以下）。

ボールの水分が凍結している ボール洗浄後は完全に乾かしてからお使い
ください。

調合した材料が固すぎる 電源を切り、材料が柔らかくなるまでお待
ちください。

混ぜこむ材料が多い、または
混ぜ込むのが早い

● 混ぜ込む材料を減らしてください。
● 固まり始めてから混ぜ込んでください。

過負荷により安全装置が作動
した

すでにアイスクリーム・ジェラートが完成し
ています。

タイマー設定時間が経過
する前に停止してしまう。

ボールが本体から 
外れにくい。

ボール表面の水分が凍結して
いる

2分程度待ってからボールを外してください。
ボールは完全に乾いた状態で消毒用アル
コールなどを少量吹き付けて使用してくだ
さい。
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IB-21/268

別売部品

品番： ICE-PRO100JBL

ボール

※ 部品のお取り寄せは、お買い求めの販売店また
は当社カスタマーサービス係へお問い合わせく
ださい。（18ページ参照）

ジェラートパドル
品番：ICE-PRO100JGPD

アイスクリームパドル
品番： ICE-PRO100JIPD

カバー
品番： ICE-PRO100JLD
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保証とアフターサービス 

使い方・部品・保証などのご相談窓口修理ご相談窓口
コンエアージャパン カスタマーサービス係コンエアージャパン 修理センター

受付時間：9:00～17:30受付時間：9:30～18:00
（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）（土・日・祝祭日・年末年始などの長期連休をのぞく）

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

0120-137-240フリーダイヤル 0120-191-270

コンエアージャパン合同会社　お客様ご相談窓口のご案内
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

本体1年間

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い
上げの販売店からお受取りください。 よくお読みのあと
保存してください。

保証書（裏表紙をご覧ください）

※部品の保証はございません。
アイスクリームメーカー
ICE-PRO100J

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させ
ていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて
ご持参ください。なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサー
ビス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。 修
理内容を確認のため、事前に修理相談窓口までご連絡くださ
ることをお勧めいたします。

ご要望により有料修理させていただきます。

コンエアージャパン カスタマーサービスへ
転居や贈答品などでお困りの場合は…

当社はこのアイスクリームメーカーの補修用性能部品を製
造打ち切り後、最低5年間保有しています。補修用性能部品
とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

補修用性能部品の保有期間

無 償 修 理 規 定

製品

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書「保証と
アフターサービス」のページをご参照ください。

製品

車両や船舶への搭載に使用した場合の故障及び損傷。

製品

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書「保証と
アフターサービス」のページをご参照ください。

製品

車両や船舶への搭載に使用した場合の故障及び損傷。

必ずお読みください



仕様
品名：アイスクリームメーカー
品番：ICE-PRO100J

● 仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

IB-ICEPRO100J-01-2201

AC100V　50/60Hz
150W
1.4L（最大仕込容量 700ml ： 食材により異なります）
R600a
W 300×D 425×H 255mm
約 11kg

電源
消費電力
ボール容量

重量

冷媒
外形寸法

付属品／材質

長年ご使用のアイスクリームメーカーの点検を！

アイスクリームメーカー　保証書

本書は、お買い上げ日から左記保証期
間中に故障が発生した場合に、本書裏
面「無償修理規定」記載内容で無償修理
を行うことをお約束するものです。ご記
入いただきました個人情報の目的は本
書裏面に記載しております。詳細は本書
裏面「無償修理規定」をご参照ください。

枠内に記入のない場合は無効となりま
す。 必ず記入の有無をご確認ください。

お買い上げ日がわかる明細書等を、保
証書と一緒に保管してください。

ご
住
所

お
名
前

お買上げ日

品番：ICE-PRO100J

● アイスクリームパドル：POM 樹脂
● ジェラートパドル：POM 樹脂
● ボール：アルマイト処理アルミ合金
● カバー：SAN 樹脂


