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安全に関する重要注意事項
使用前に取扱説明書をよくお読みください。本製品は、家庭でのご使用に限ります。

電源プラグ

 警告

感電の危険性を低減するため、本製品の電源プラグは片方
のブレードがもう一方よりも幅広い形状になっています。
安全機能として、このプラグは一定方向でしかコンセント
に差し込めません。電源プラグがコンセントに差し込めない
場合は、電源プラグの向きを逆にしてください。それでも差し
込めない場合は、直ちに使用を中止し、シャークカスタマー
サポートまでご連絡ください。電源プラグをコンセントに
無理やり押し込んだり、改造したりしないでください。
本製品への延長コードの使用はお控えください。

20 NINJAブレードが曲がっていたり、損傷したりしている
ときは本製品を使用しないでください。

21 調理済み食材を取り出すためにヘラなどを使用する
際は、本製品の回転が停止したことを確認してからに
してください。

22 使用中に本製品が誤動作した場合は、パワーポッド上の
ON／OFFボタンを再度押し、ただちに使用を中止して
ください。

23 ケガの危険性を減らすため、フタ付きカバーを所定の
位置に取り付けないまま本製品を操作しないでください。

24 パワーポッドのインターロック機構を無理に解除しない
でください。本製品を操作する前にNINJAブレードが
適切に取り付けられていることを確認してください。

25 本製品は家庭でのご使用に限ります。それ以外の用途
に本製品を使用しないでください。屋外で使用しない
でください。

26 本製品を15秒以上、連続作動させないでください。

27 本製品を空の状態で操作しないでください。

28 本製品が過熱すると、温度スイッチが作動してモーター
が停止します。リセットして再使用するには、本製品の
電源プラグを抜き、冷えるまで約15分間待ちます。

29 本製品を操作する前に、フタ付きカバーが所定の位置に
取り付けられていることを確認してください。

30 本製品は所定の用途以外に使用しないでください。

1 警告：調理を開始する前に、調理ボウルの中から
食材以外のものを取り除いてください。取り除かないと、
調理ボウルが破損したり、粉砕されたりして人身傷害
を引き起こす可能性があります。

2 警告：NINJAブレードは鋭利であるため、取り付け
たり取り外す際は、注意して取り扱ってください。
NINJAブレードを扱うときは、ケガをしないように、常
にシャフトを持って取り扱ってください。

3 警告：調理中、NINJAブレードは調理ボウル底面に
固定されています。調理した食材を取り出すときは、ケ
ガをしないように、フタ付きカバーを外してから
NINJAブレードのシャフトを持ち注意深く取り外しま
す。

4 注意：熱い液体と混ぜ合わせないでください。圧力
が高くなり過ぎて火傷を負う危険性があります。

5 お子様が本製品を操作したり、本製品で遊んだりしな
いようにしてください。お子様の近くで本製品を使用
するときは目を離さないでください。

6 水やその他の液体に本製品を浸したり、コードを接触
させたりしないでください。感電の原因になります。

7 コードをテーブルやカウンターの端から垂らしたり、
ストーブなどの熱い表面に接触させたりしないで
ください。

8 損傷したコードや電源プラグを使用したり、誤動作や
落下、または何らかの損傷を受けた本製品を操作したり
しないでください。そのような場合は弊社カスタマー
サポートまでご連絡ください。

9 本製品を使用しないとき、部品の着脱を行う前、および
洗浄する前にはコードをコンセントから抜いてください。

10 コードを持って本製品を運んだり、コードを引っ張って
コンセントから抜いたりしないでください。コンセント
から抜く際には、電源プラグを持って引き抜いてください。

11  熱い場所（ガスレンジ、電気レンジ、熱いオーブン内など）
の上、または近くで本製品を操作しないでください。

12 弊社純正のアタッチメント以外は使用しないでください。
火災、感電、またはケガの危険性があります。

13 損傷する可能性があるため本製品は電子レンジで使用
しないでください。

14 本製品は常に、乾いた平らな場所で使用してください。

15 NINJAブレードは回転が止まってから取り出してく
ださい。

16 NINJAブレードを研がないでください。

17 本製品を急激な温度変化にさらさないでください。

18 ひびが入ったり縁などが欠けた状態で調理ボウルを
使用しないでください。

19 調理したときにあふれるほどの食材を入れないでください。

この取扱説明書は保管してください。

 警告 
 火災、感電、怪我、または物的損害の危険性を減らすために、以下の指示に従ってください。
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NINJA Express Chopper™を
お買い上げいただき、
ありがとうございます。

本取扱説明書の対象型式： 
NJ100JBK

仕様 
電圧: AC 100V、50/60Hz 
電力: 200W 
ボウル容量:  500ml
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a ON/OFFボタン  

b パワーポッド 

c フタ付きカバー  

d NINJAブレード 

e 調理ボウル
f スピンドルピン

a

d

b

c

e

f

NINJA Express Chopper™は、お気に入りのレシピを調理する際に、

食材をみじん切り、ミンチまたはピューレにしたりする操作に適した便利な調理器具です。

食材を上手に調理するには、本書に記載するすべての注意事項をよくお読みになってから

本製品を使用してください。

 警告：パワーポッドを水やその他の液体に浸さないでください。

 警告：調理ボウルの中で氷を砕かないでください。本製品が損傷する恐れがあります。

 注意：部品の着脱前に、パワーポッドの電源プラグがコンセントから抜いてあり、
　　　　　NINJAブレードの回転が止まっていることを確認してください。

 注意：操作するときはフタ付きカバーを所定の位置に必ず取り付けてください。

特徴：
・軽く押して一瞬だけ回転させることも
可能なON/OFFボタン
・500mlの調理ボウル （BPA不使用）
・思いどおりのみじん切りが可能な

NINJAブレードテクノロジー

・安全性に配慮した滑り止め付きベース

・フタ付きカバー

・食器洗浄機での洗浄が可能

はじめに 各部の名称
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NINJA Express Chopper™の使用方法

シャフト

図1 図2 図4

センターキャップ

図3

操作を開始する前に、1～2ページに記載されている
警告および注意事項をご確認ください。
1 清潔で乾いた平らな場所に調理ボウルを置きます。
2 NINJAブレードのシャフトを持ち、調理ボウルの
底面にあるスピンドルピンの上にのせます。（図1）

3 NINJAブレードを左方向に回して、適切にセット
されていることを確認してください。（図2）

4 食材を調理ボウルの中に入れます。
 警告：パワーポッドを逆さにした状態でNINJAブ
レードを取り付けないでください。（図3）

 重要：NINJAブレードは、常に調理ボウルの底面
に取り付けてください。

 注意：食材があふれないよう、調理ボウルに入れる
食材は2カップまで、液体は1カップまでにして
ください。

 重要：最初にNINJAブレードを調理ボウルに
セットしてから、食材を入れてください。

図5 図6 図7

11 食材が調理ボウルの側面に張り付いたときは、本製
品を停止してパワーポッドとフタ付きカバーを取り
外し、ヘラで食材を均一にならします。ならしたら
フタ付きカバーとパワーポッドを元の位置に戻して
操作を続けます。

12 操作が終わったら、シャフトを持ってNINJAブレード
を取り外し調理ボウルから食材を取り出します。

13 調理ボウルに食材を入れたまま保存する場合は、
NINJAブレードを取り出して再びフタ付きカバー
を取り付け、センターキャップをしっかり閉じます。
（図7）

5 フタ付きカバーを調理ボウルの上にはめ込んで
からセンターキャップを開きます。（図4）

6 パワーポッドをフタ付きカバーの上にセットします。
（図5）

7 本製品の操作を開始するには、電源プラグをコン
セントに差し込み、パワーポッドの上にあるON／
OFFボタンを押します。（図6）操作中は、調理
ボウルをしっかり手で押さえてください。

8 食材が大きい場合は、小さく切ってから調理ボウル
に入れます。固い食材はあらかじめ2cm角以下に
切ってから入れてください。

9 本製品を停止するにはON／OFFボタンから指
を離します。

10 パワーポッドを取り外す前に、NINJAブレードが
完全に止まっていることを確認します。

役立つヒント
・ みじん切りや粗切りをするには、短い間隔でボタン
を押したり離したりを繰り返して好みの大きさに
なるまで様子をみながら調整します。

・ ミンチやピューレにするには、好みの大きさやなめら
かさになるまで、長めにボタンを押す/離す操作を
様子を見ながら繰り返します。

注記：
 本製品は一度に15秒以上連続動作させないで
ください。過剰な調理は食材の良さを損なう可能性
があります。粗切りにしたい場合は、好みの大きさ
になるまで短い間隔でボタンを押したり離したり
する動作を繰り返して調整してください。
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洗浄およびお手入れ

トラブルシューティング

 注意：NINJAブレードの着脱または洗浄の前には、パワーポッドの電源プラグがコンセントにささっていないことを
必ず確認してください。

 パワーポッドを水やその他の液体に浸さないようにしてください。湿らせたスポンジか布で拭いた後、乾かします。
 1 パワーポッド、フタ付きカバーやNINJAブレードを調理ボウルから外します。
2 手洗い：調理ボウル、フタ付きカバー、NINJAブレードを中性洗剤を使ってぬるま湯で洗います。NINJAブレードを洗うと
きは柄のついた食器洗い器具を使用して直接NINJAブレードに手が触れないようにします。NINJAブレードは鋭利なも
のに触れないよう、注意深く取り扱います。十分に水洗いして自然乾燥させます。

 食器洗浄機：調理ボウル、フタ付きカバー、NINJAブレードはすべて食器洗浄機で洗うことができます。食器洗浄機の中
に入れる前に、NINJAブレードを調理ボウルから取り外してください。

 警告：NINJAブレードは鋭利なため、洗浄の際は取り扱いにご注意ください。NINJAブレードに触れるとケガをする 

恐れがあります。

問題 考えられる理由および解決法

モーターが起動しない、
またはブレードが回転しない

・調理ボウルとフタ付きカバーの間に物が詰まっていないか、フタ付きカバーがしっかり
調理ボウルに取り付けられているか確認します。
・調理ボウルに食材を入れすぎています。
・本製品が異常に熱くなっています。電源プラグを抜いて冷まし、約15分待ってから
使用を再開します。
・パワーポッドがフタ付きカバーの上にしっかり置いてあることを確認します。
・プラグがコンセントにきちんと差し込まれていることを点検します。

食材が均一に刻めない ・調理ボウルに食材を入れすぎているか、または大き過ぎます。食材を小さく切り分け
てください。

食材が細かく切れすぎる、
または水っぽい。

・調理時間が長すぎます。ボタンを押す時間を短くし、押したり離したりして様子
を見ながら調整してください。

１年間保証は、シャークニンジャ株式会社（以下「当社」）の正規販売店からご購入いただいた製品に適用されます。保証の適用対象は、
ご購入いただいた原所有者及び本製品のみであり、他に譲渡することはできません。

当社はお客様が購入された上記製品（以下「本製品」）について通常の家庭での使用条件の下で使用され、取扱説明書に記載された条
件に従いお手入れが行われていることを前提としてご購入日から１年間、材質上または製造上の不具合に対する保証を提供します。ただ
し、下記の条件及び例外に従うものとします。

本保証書は、保証期間中本保証書に記載の条件に従って無償で修理または交換が行われることをお約束するものです。そのため、この
保証は保証者（本保証書を発行した者）及びその他の関係事業者に対する、お客様の消費者としての法律上の権利に影響を及ぼすもので
はありません。 
 
保証登録
この保証を受けるためにはご購入日から30日以内にお客様のご連絡先及び本製品のシリアル番号をご登録いただく必要があります。
また、当社によるサービスの提供が迅速かつ効率的に行えるよう、お客様の領収書、購入日の記録及び納品書を安全な場所に保管してく
ださい。
 
登録には、以下の2つの方法があります。
• オンラインによる登録はshark.co.jp
• 郵送による登録は同封の保証登録カードをご記入の上同封の封筒でご郵送ください。
　登録したご連絡先の変更が必要となった場合にはカスタマーサポート（0120-522-552）までご連絡ください。
• 保証登録カードは取扱説明書の末尾にあります。カードをご記入の上、切り取り線から離して、製品に同封されている封筒に入れて
　当社までご郵送ください。
 
何が保証の対象ですか？
 1.　 当社の判断により不具合があると認めた本製品または非消耗品について、最初のご購入日から１年間修理または交換を行います。
2. 万が一、本製品が交換となった場合、この保証は、交換品の受領日から6ヶ月後か元の保証期間の満了日のうちいずれか遅い方の

日に終了します。当社は本製品が交換となる場合には本製品と同額か同額以上の他の製品との交換を行う権利を有します。
3. 修理または交換のために不具合のある本製品、または部品を当社にお送りいただく際の送料と当社からお客様に製品または部品

を返送する際の送料は、当社が負担します。

何が保証の対象外ですか？
１年間保証の期間内であっても以下の場合の修理または交換は有償です。
1. 本製品の正常な機能を維持するために日常的なお手入れ、または交換を必要とする消耗品が通常の使用に伴って損耗または摩

耗したことにより修理または交換が必要となった場合
2. 本製品またはその部品が改造された、または商業的に利用された場合
3. 本製品の誤使用、乱用若しくは不注意な取扱い、または運搬中の不適切な取扱いにより本製品に不具合または損傷が生じた場合 
4. 本製品の配送に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合、または本製品若しくはその部品に対する修理、サービス若し

くは改造（当社が承認した業者による場合を除きます）に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合
5. 本製品が日本国外で購入され、使用され、または稼働された場合
6. 火災、洪水、地震、落雷、暴風、ガス事故、異常電圧、停電その他の不可抗力により本製品に不具合または損傷が生じた場合
7. 当社の求めにもかかわらず本保証書をご提示いただけない場合
8. 本保証書に従って保証登録が行われていない場合
9. お客様の製品のシリアル番号と本保証書に基づいてご登録いただいたシリアル番号が同一であることが確認できない場合
10. お客様の保証の請求が本保証書及びカスタマーサポートからのご案内に従って行われていない場合

保証請求の方法
保証の請求を行うには、カスタマーサポートまでお電話にてご連絡ください。カスタマーサポートの専門スタッフが対応いたします。 
またその際、 製品等の返送及び梱包の方法についてもご案内いたします。

保証書（１年間保証）

保管
 NINJA Express Chopper™は、NINJAブレードを調理ボウルの中に入れ、フタ付きカバーをした状態でまっすぐ
立てて保管します。上には何ものせないでください。パワーポッドは、損傷を受けない、危害が及ばない安全な場所に保管
します。電源コードはパワーポッドに巻き付けます。
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カスタマーサポートの情報
電話番号：0120-522-552
カスタマーサポートの営業時間についてはshark.co.jp/support をご覧ください。
また、ご自身での製品のお手入れ・メンテナンスに関する情報については、shark.co.jp をご覧ください。

お客様のプライバシーについて
当社は、この保証に関して提供されたお客様の情報を、以下の目的にのみ使用いたします。
• 購入製品に関連するアフターサービスの提供
• お客様のお問い合わせまたはご要望への回答などのカスタマーサポートの提供
• ダイレクトメール、電話、電子メールによる新製品、イベント及びサービスに関する情報の提供
• 製品の品質及びサービスの向上のためのアンケート及びモニタリングなどの調査の実施
• ウェブサイトへのアクセス、操作性等のウェブサイトの改善
• 個人が特定されない統計データの作成、開示及び公表

お客様のプライバシーの保護については、当社のプライバシーポリシー（shark.co.jp/privacy）もご参照ください。

シャークニンジャ株式会社

〒105-0004　東京都港区新橋3-3-13 TSAO Hibiya 11階
電話番号：0120-522-552（カスタマーサポート）

保証書（1年間保証）

保証登録カード
郵送登録の際には、このページを切り取って、同梱の封筒でご郵送ください。

型式 NINJA Express Chopper™ NJ100JBK

シリアル番号 S/N:

お買い上げ日　*必須 西暦　　　　　　   年 　 　    月       日 　 　

お買い上げ店舗　*必須 □店舗     店舗名
□オンラインストア

お名前　*必須
フリガナ
漢字 

姓                                          名

電話番号

E-mail　*必須                                                  ＠

ご住所　*必須

性別　*必須 □男性     □女性

生年月日　*必須 西暦　　　　　　   年 　 　    月       日 　 　

ご家族構成 世帯同居人数（ご本人を含む              人）

今後、新製品情報やイベント、お得なキャンペーンに関するご案内や、製品
の品質やサービス向上の目的で、弊社または契約会社よりご連絡させて
頂いてもよろしいですか。

はい  □

キ
リ
ト
リ
線

シャークカスタマーサポート 
 0120-522-552

受付時間 9：00～17：30 （年末年始、その他大型連休等除く）
shark.co.jp/inquiry

-
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取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
本取扱説明書は、お客様のNINJA Express Chopper™ が十分に
性能を発揮し、末永くお使いいただけるようにするためのものです。

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお電話ください。

シャークニンジャ株式会社
シャークカスタマーサポート  0120-522-552 
受付時間 9：00～17：30 （年末年始、その他大型連休等除く）
shark.co.jp 

製品情報を以下にご記入ください

型式：NJ100JBK

日付コード： ��������������������������������

購入日： �����������������������������������

製品登録

 shark.co.jp

 0120-522-552


