


安全上のご注意 ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。�
この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害
を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、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�

警 告�

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの�

注 意�

分解禁止�

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり物的損害の可能�
性があるもの�

　　記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に�
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。�

※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ところに必ず保管してください。�

分解禁止�
　　記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。�
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントか�
ら抜く）が描かれています。�

絵表示例と絵表示の意味�

修理技術者以外の人は、�
絶対に分解したり修理・�
改造は行わない�

発火したり、異常
動作してけがをす
ることがあります。�

水につけたり、水を�
かけたりしない�

ショート・感電の
恐れがあります。�

子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところ�
で使わない�

火傷、感電、けが
をする恐れがあり
ます。�

刃物は鋭利なので、�
刃先には直接手を�
触れない�

けがをする恐れが
あります。�

運転中、停止中にかかわ�
らず投入口、食品出口に�
手、指等を入れない�

けがをする恐れが
あります。�

刃物カバーを閉めている�
とき以外は、スイッチを�
入れない�

けがをする恐れが
あります。�

�
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ご使用前には必ず安全上のご注意、使い方について30分程度のトレーニングをして下さい。�



アース�

安全上のご注意 ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。�

注 意�

電源コードを傷つけたり、破損したり、加�
工したり、無理に曲げたり、引張ったり、�
ねじったり、たばねたりしない。また、重�
い物を載せたり、挟みこんだりしない�

電源コードが破損し、火災・感電の原因�
となります。�

不安定なところでは�
使用しない�

けがの原因と�
なります。�

運転中に移動させ�
ない�

けがの原因と�
なります。�

使用時以外は、電源プラ
グをコンセントから抜く�

けが、やけど、絶縁�
劣化による感電・漏�
電火災の原因になり�
ます。�

部品の取付け、取外し�
及びお手入れをすると�
きは、スイッチを切り、�
プラグを抜く�

けがをする恐れが
あります。�

�

カバー内に付いた調理材を�
取り出すときは、刃物を取�
り外してからにする�

けがをする恐れが�
あります。�

電源コードや電源プラグ�
が傷んだり、コンセント�
の差込みがゆるいときは�
使用しない�

感電・ショート・発
火の原因になります。�

�

電源プラグを抜くときは、�
電源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��

感電やショートして�
発火する事がありま�
す。�

スイッチ｢切｣を確かめて�
から、電源プラグを抜き�
差しする�

けがの原因となります。��
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交流100Vを使用し、�
必ずアースを取ること�

火災・感電の原因�
となります。�



各部のなまえ�

正しい使い方�

刃　物�

起動・停止スイッチ�

安全スイッチ�

ノブナット�

排出口�

投入口�

チョウボルト�

チョウナット�

①刃物を固定しているチョウナットと、

刃物カバーがキチッと締められてい

るか確認します。�

②プラグをコンセントに差し込み、ス

イッチをONにします。�

③ネギは軽く押すように入れて下さい。

短くなったら次のネギを入れて、操

作を繰り返します。�

◎ネギと一緒に小石やその他の堅いも

のが混入しますと刃物が破損します

ので、ネギはよく洗ってからご使用

下さい。�

◎ネギの薬味を切るときは、ネギを一

時間程、冷蔵庫に入れてから切ると

きれいに切れます。�

◎厚みは押し加減で調節して下さい。�

◎ネギの投入口・排出口には、決して�
　指を入れないで下さい。�
◎ネギの投入口・排出口には、決して�
　指を入れないで下さい。�
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◎ストッパーピンが抜いてある事をご確認下さい。�
　挿したままスイッチを入れるとモーターが焼付きます。�

※必ずアースを取ってください！�

本　体�
刃物カバー� 食品ガイド�

角度調整板�

三角砥石�

ストッパーピン�

付属品�

刃　物�



斜切り装置の使い方�

刃物カバーの開閉のしかた�

①刃物を固定しているチョウナットと刃物カバーがキ

チッと締められているか、確認します。�

②角度調整板を固定しているチョウボルトをゆるめ、

好みの角度に合わせ、チョウボルトを締めて下さい。�

③スイッチを入れ、角度調整板にそってネギを軽く押

すように入れて下さい。短くなったら次のネギを入

れ、操作を繰り返します。�

�

◎運転中・停止中にかかわらず、投入口・排出口に、

手・指等入れないで下さい。�

①スイッチが｢切｣になっていることを確認して下さい。�

②角度調整板を必ず平らな位置に戻して下さい。�

　（斜切りの状態での刃物カバーの開閉はできません｡）�

③刃物カバーの開閉は、指等をはさまないように、ゆ

っくりおこなって下さい。�

�

◎刃物カバーを開けた場合、安全スイッチが作動し、

スイッチが「切」の状態になります。危険ですので、

安全スイッチを細い棒などで押さないで下さい。�

◎機械を使用されない場合は、刃物カバーを閉めた状

態で保管して下さい。�
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お手入れのしかた�
◎本体には、絶対水をかけないで下さい。�
◎ご使用後は必ず刃物を取り外し、熱湯に5～10分付けた後、乾いた
布で良く水気を拭き取り再び機械に取り付けて下さい。�

　（ネギの粘液を完全に除去することが、刃物の切れ味を持続させます｡）�

◎刃物は、刃裏が見えるように取り付け、チョウナットを締めます。�

◎刃物の取り付け、取り外しの際は危険防止のため、まずプラグを�
　コンセントから抜き、必ずこのストッパーを図のように上の孔から、
下の孔に差し込んで刃物の回転を止めてからチョウナットの着脱を
行って下さい。�
◎着脱時に使用したストッパーピンは、必ず
抜いて下さい。挿したままスイッチを入れ
るとモーターが焼付きます。�
◎切れ味が鈍ったときは、次の要領で刃物を
研いでお使い下さい。�

◎机の端から研ぐ部分を少し外に出して強く
押さえる。�
◎付属の三角砥石を図のように持ち、刃物の
形状に沿って円弧状(矢印の方向)に手を動
かして研ぐ。�

※刃物を取り扱う時は、けがをしないように必ず厚手の手袋を
使うか、当て布をして下さい。�

（刃裏）� （刃表）�

刃裏�

左手�

刃表を上にして研ぎます。�

右手�

刃表�

本
体�
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食材が詰まった時や掃除等メンテナンスをする場合は、�
必ずスイッチを切り電源プラグを確実にコンセントから抜いて下さい。�



ネギーOHC－13G刃物着脱時のご注意�
着脱時に使用したストッパーピンは、必ず抜いてご使用ください。�
挿したまま機械のスイッチを入れるとモーターに負荷がかかり、焼付きの原因になります。�

3 5※　・　に詳細記載�
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ネギーOHC-13G型�

1　年　間�

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いにな
るのをやめ、差込みプラグをコンセントから
抜いてお買いあげの販売店または下記に、ご
相談ください。なお、ご相談されるときは、
ネギーOHC-13G型及びお買いあげの時期をお
忘れなくお知らせください。�

●保証期間経過後の修理については販売店にご
相談ください。修理によって性能が維持でき
る場合はお客様のご要望により有料修理いた
します。�

●このネギーOHC-13G型に使用している部品は、
性能向上などのために一部予告なしに変更す
ることがあります。�

■保証期間内でも次の場合には有料になります。�
（イ）ご使用上の誤り、および不当な修理や改

造による故障および損傷。�
（ロ）お買上げ後の落下などによる故障および

損傷。�
（ハ）火災・地震・風水害・落雷その他の天災

地変、公害や異常電圧による故障および
損傷。�

（ニ）消耗品（刃物など）�

このネギーOHC-13G型には「保証書」がついて
います。�
●保証書はお買いあげの販売店でお渡しします
から、記載内容をご確認のうえたいせつに保
管してください。�

●保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事
項の記入がないと有効とはなりません。もし
記入がないときはすぐにお買いあげの販売店
にお申し出ください。�

●万一故障した場合には、保証書記載内容により、
保証期間内はお買いあげの販売店が無料修理
いたします。�

●このネギーOHC-13G型の保証期間はお買いあ
げいただいた日から１年です。�

型　　名�

保証期間�

ご愛用者�

販 売 店�

故障かな？……とお思いのときは、アフターサービ�

スをご依頼になる前に、次の点をお調べください。�

ご住所�
ご芳名�

住　所�
店　名�

〒�

〒�

お買上げ日　　　　�　年　　　　月　　　　日�

TEL（　　　）�

TEL（　　　）�

症　　状� 処 　　　置�原 　　　因�

電源が入らない�

電源が入らない�

うまく切れない�

切ったものがベタつく�

切ったものがベタつく�

電源コードが抜けている�

刃物カバーが開いている�

刃物の取付けが逆�

刃が切れない�

ネギの押し込みがおそい�

プラグをコンセントにしっかり差し込んでください�

刃物カバーを確実に閉めてください�

説明書にそってもう一度取付けてください（5ページ参照）�

刃を研ぐか、刃を交換してください（5ページ参照）�

ネギをスムーズに押し込んでください�

お問い合わせ窓口：�

〒１１０‐００１６　東京都台東区台東二丁目９番５号　TEL.０３‐３８３３‐５０２０　FAX.０３‐３８３４‐１６３６�

「コンポーネントグループ」�
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