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この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に大切に保管してください。

www.domo-elektro.jp
DOMO ELEKTRO® JAPAN

「DOMO ELEKTRO」は登録商標です

●DOMO  ELEKTRO代理店

〒111-0051
東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F
◆製品サポートセンター
電　話 : 050ー3188ー8768
メール : support@success-asia.co.jp
（受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時）
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安全上のご注意

人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容

人が傷害または物的損害の発生が想定される内容

してはいけない「禁止」の内容

必ず実行していただく「強制」の内容

禁 止

必ず実施

注意

警告

必ず実施

本体を水没させたりしない
ショート・感電・火災の原因になります。

充電時以外はＵＳＢコードを抜く
感電・漏電・火災の原因になります。

ぬれた手でＵＳＢコードを接続しない
ショート・感電・発火の原因になります。

禁 止

ＵＳＢコードは必ず伸ばして使う
束ねたままで使用すると発熱による火災の原因になります。

ＵＳＢコードを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、ねじったり、束ねたり、
重たいものを乗せたりしない
コードが破損して感電・火災の原因になります。

本体の電源接点の端子間を金属などで接触させない
ショート・感電・発火の原因になります。

異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、ＵＳＢコードを外す
異常のまま使用を続けると感電や火災の原因になります。使用を停止してお買い上げの
販売店または当社にご相談ください。

絶対に分解したり、修理をしたり改造をしない
けが・感電・火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談く
ださい。

警　告

注　意

禁 止

必ず実施

ＵＳＢコードは必ず根元部分を持って充電器から引き抜く
ＵＳＢコードが破損し、ショート・感電・発火の原因になります。

火気や暖房機に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。

落としたり強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。

刃に触らない、手で回さない
けがや故障の原因になります。

高温、湿気の多いところに保管しない
絶縁劣化による感電や故障の原因になります。

容器のMAXを超えて物を入れない
けがや故障の原因になります。

食物以外の物や、熱い物を入れない
けがや故障の原因になります。

電子レンジに入れない
けがや故障の原因になります。

子供の手の届かない場所で使用・保管する
思わぬ事故や火災の原因になります。

適切な環境で保管をする
本機は直射日光の当たる場所に置かず、室内温度0℃～40℃の範囲で保管してください。
故障・発火の原因になります。

★充電池や製品廃棄の際はリサイクルにご協力ください★
リチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。
不要になった製品は充電池内蔵の小型家電として、お住いの自治体の
取り決めに従って処理してください。

本製品は身体的、感覚的、または知的能力が低下している、または経験と知識が不足している人が、
機器の安全な使用に関する監督または指導を受け、関係する危険性を理解している場合に使用できます。
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各部の名称

本製品にＵＳＢアダプターは付属しておりません。本製品にはＤＣ５Ｖ
２Ａ以上の仕様のＵＳＢ標準アダプターもしくはＵＳＢ電源をご使用
いただくことが可能ですので別途ご用意ください。

【付属のＵＳＢコード】

本体へ接続
USB MicroーB端子
電源へ接続
USB端子◀本体上部

◀専用ブレード
　　【DM0015RA】

▲カバー

◀専用ガラス容器【DM0015RB】

←スタート
　　　部分

←ＵＳＢ
　ジャック

↑
ＬＥＤランプ

←ブレード軸

◀本体上部

◀専用ブレード
　　【DM0015RA】

▲カバー

◀専用ガラス容器【DM0015RB】

←スタート
　　　部分

←ＵＳＢ
　ジャック

←パッキン←パッキン

↑
ＬＥＤランプ

←ブレード軸

←MAXの目盛り←MAXの目盛り

←振動吸収用シリコンパッド←振動吸収用シリコンパッド

ＬＥＤランプの説明
充 電 中：赤が点灯
充電完了：白が点灯
使 用 中：白が点灯

＊赤が点灯して停止する場合
　→異物等の影響で刃が回らない状態です。
　　容器を開けて、回らない原因のものを
　　取り除いてください。
＊赤が５回点滅して消灯する場合
　→充電が減少しています。
　　付属のコードで充電してください。

初めてのご使用
１. 箱から製品を取り出したら、使用前に必ず一度、ガラス容器とカバー、
ブレードを洗浄してください。

２. お手持ちのＵＳＢ標準アダプターに付属のＵＳＢコードを接続して
ください。その後、ＵＳＢコードの反対側を本体のＵＳＢジャックへ
接続すると充電が開始します。
本体のＵＳＢジャックは、右側面にＵＳＢのマークが付いたラバーの
キャップを指でつまんで開くとあります。ラバーのキャップは本体と
内部でつながっているので引きちぎらないでください。充電が完了を
したらキャップは必ず閉じてから使用してください。

◀本体上部の右側面

←ラバーのキャップ
ＵＳＢジャック→

←ラバーのキャップ
ＵＳＢジャック→
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使用上の注意
＊食物以外の物を入れて使用するのは大変危険ですので、絶対にしないで
　ください。

＊ブレードは安全のため、本体上部をカバーを閉じたガラス容器に乗せた
　状態でスタート部分を押し込んでいる間だけ動く構造になっています。
　そのためカバーを取り付け忘れていたり、カバーと本体上部との隙間に
　異物が入っていたりすると動きませんので注意してください。

＊動作中、赤色のＬＥＤランプが点灯して停止する場合は、ガラス容器の
　内部において異物等の影響で刃が回らない状態です。この場合は容器を
　開けて回らない原因のものを取り除いてから再度使用してください。

＊１回で連続４０秒間までの動作が可能です。４０秒間を連続で動作させた
　場合は、３分以上休ませてから再度使用してください。

＊５回程度、４０秒間を連続で動作させた場合は、３０分以上休ませて
　から再度使用してください。

＊製品の使用を続けると次第にブレードが摩耗します。ブレードが摩耗を
　すると食物の刻みが悪くなりますので、そのような場合は専用ブレード
　DM0015RAをお買い求めください。

ご使用方法
１. 本体上部を取り外して、ガラス容器からカバーを取り外してください。
カバーを外したらガラス容器に食物を入れてください。
食物を入れる際は絶対にガラス容器の外側にある「ＭＡＸ」の目盛りを
超えないようにしてください。

２. 食物を容器に入れたら、カバーを元に戻してください。カバーを戻す
際は奥までしっかりと閉じるようにしてください。
カバーを閉じた容器は平らで安定した場所に置くようにしてください。
不安定な場所に設置すると、製品が動作が不安定になり危険です。

３. カバーを元に戻したら、本体上部をカバーの上にセットしてください。
カバー上部と本体上部の底面には波型の凹凸がありますが、乗せると
自重で自然にはまります。これで準備は完了です。

４. 本体上部のスタート部分を手で下に押し込むと、ガラス容器の内部で
ブレードが回転して中身の物を刻みます。
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お手入れ
■ ブレード
柔らかいスポンジに食器用の洗剤を付けて水洗いしてください。
洗った後は水気を拭き取り、良く乾燥させてから使用してください。
浸け洗いすることも食器洗浄機に入れて洗うことも可能です。
ブレードを洗う際には刃の部分に触れないように注意してください。
洗浄後はガラス容器底面のブレード軸に戻して挿し込んでください。

洗剤や漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。禁 止

■ 消耗部品
ガラス容器とブレードは部品単位で販売をしております。
購入をご希望の方はサポートセンターまでご連絡ください。

品　　名型　　番 税抜価格

専用ガラス容器 1,500円DM0015RB
専用ブレード 1,000円DM0015RA

※上記の価格とは別に配送料が発生いたします。

お手入れ

洗剤や漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。禁 止

■ 本体上部
乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい
場合は湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。
本体上部が水に浸かると故障の原因になるので注意してください。

■ カバー
シリコンパッキンを外した後、柔らかいスポンジに食器用の洗剤を
付けて水洗いしてください。
洗った後は水気を拭き取り、良く乾燥させてから使用してください。
浸け洗いすることも食器洗浄機に入れて洗うことも可能です。
洗浄して乾いたら、シリコンパッキンを元のように付けてください。
シリコンパッキンには上下があります。下図を参照してお取り付け
ください。

■ ガラス容器
カバーとブレードを取り外した後、柔らかいスポンジに食器用の
洗剤を付けて水洗いしてください。
洗った後は水気を拭き取り、良く乾燥させてから使用してください。
浸け洗いすることも食器洗浄機に入れて洗うことも可能です。

【カバー側面】

パッキン→
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保　証　書
１. お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料
　 修理をいたします。（消耗品は除きます）
２. 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。

４．本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
５．本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
＊この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するも
　のです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以
　外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。

＊お客様にご記入いただきました情報は、保証期間内のサービス活動及びその後
　の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、
　ご了承ください。

３. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承
　 ください。
（１）接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
（２）使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
（３）取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
（４）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障
　　 または損傷。
（５）本書のご提示がない場合。

＊保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

ご住所

お名前

保証期間

お買上日

販売店名

品　名 型　番コードレス チョッパー DM0015

年　　　　月　　　　日

お買い上げ日より１年間

仕　様

アフターサービス
本機に何か不明な点があったり、故障や不具合が発生した際は下記の製品
サポートセンターまでご連絡ください。

　　　　　●お電話の場合：050ー3188ー8768
　　　　　●メールの場合：support@successー asia.co.jp

お電話の際は事前に、お買い上げの店舗と日時をご用意ください。

直径約１００×高さ２０５（mm）外 形 寸 法

DM0015WH【ホワイト】型　　　番

約９２０g本 体 重 量
約３００mlボトル容量
ＤＣ７.４Ｖ ２Ａ（消費電力５０Ｗ）定 格 電 圧
リチウムイオン電池３.７V ２０００mAh×２内蔵充電池

満充電まで約３時間（当社試験条件による）充 電 時 間
２４００～３６００回転 /分回　転　数

１回の満充電で約１０分間（当社試験条件による）使 用 時 間

１回あたり４０秒間運 転 時 間

中国原　産　国

ＡＢＳ樹脂（本体）、ＡＳ樹脂（本体）、ガラス（容器）、
シリコン（底面）、ステンレス（刃）

製 品 材 質

※本機は改善のため、予告なく上記の仕様を変更する場合がありますので
　予めご了承ください。


