
品番　EB-RM16A

この度は「アイスマジックⅢ」をお買上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上
で事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。
本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので業務用として
は絶対に使用しないでください。また、一度お読みになった後も必要時にいつでもご確認で
きるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。
製品改良のため、予告なしにデザイン・ 仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。
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■安全にご使用いただくために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に
関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



氷排出口の中に指を入れたり、異物を入れない

電源プラグのプラグに付いたゴミやほこりは、定期的に乾いた布で
で取り除く
●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●感電の原因になります。

使用中に電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、使用を
中止する
●ショートによる発火の恐れがあります。
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氷以外の物は入れない

1分以上の連続運転はしない

刃には直接手を触れない

氷ケースに本体をセットするまで、電源プラグをコンセントに差し
込まない

◎冷蔵庫専用もしくは製氷皿で作るバラ氷専用です。
◎スーパー、コンビニ等で売っているロックアイスは使用できません。
◎凍らせたフルーツ、牛乳等は使用できません。
◎アルコールを含んだ氷を削らないでください。

●けがの原因になります。

●けがの原因になります。

使用が終わったら、お手入れをして充分に乾燥させる
●刃の金属部分に水分が残っていると、サビの原因になります。

●モーター加熱による故障の原因になります。

●氷がなくなっても自動停止はしません。

連続して氷を削る回数は、6回までとし、それ以上削る場合は1時間
以上あける

連続して氷を削る場合は、1回につき必ず30秒以上あける

氷ケースの氷がなくなったり、氷が削れなくなったらスイッチを離し
て運転を停止する

◎構造上、氷ケース内に氷が残っても故障ではありません。

や故障、発火・火災の原因になります。

たり、
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各部のなまえ

スイッチ

スイッチ

スタンド

スタンド

スタンド

氷ケース

電源プラグ

刃

電源コード

電源コードは束ねたまま使用しない
→ コードが熱くなり、故障の原因になります。

スクリュー

インナー
ケース

氷ケース

刃ユニット

インナー
リング
※6ページ参照

スイッチ

本 体
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ご使用前に

初めてお使いになる時には、本体以外の部品を、洗剤を使い水やぬるま湯で洗ってください。 
その際、刃ユニットの刃に触れてケガをしないように十分注意してください。

→変形や変色の原因になります。

→感電や故障の原因になります。本体は水をかけたり水洗いをしない
水洗いできるものは、水かぬるま湯で洗い
煮沸消毒はしない

1. 本体部分を持って時計回りに回し氷ケースから抜き出す

2. 刃ユニット部を押さえて、氷ケースを
時計回りに回し分解する

3. 氷ケースからインナーケースを抜き
出し、本体以外の部品を台所洗剤を
使って水又はぬるま湯で洗い、水分
を拭き取る

抜き出す

抜き出す

本体

氷ケース

氷ケース

氷ケース

刃ユニット

刃ユニット

時計回り
に回す

時計回りに回す

※ロック解除の丸印　を氷ケース
の合い印の丸印　に合わせると
ロックが解除され、氷ケースから
本体が取り出せます。

【注】インナーリングを無くさない ※6ページ参照

ロック解除

合い印

本体

氷ケース

合い印

注意

インナーケース
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使いかた

2. 氷ケースをスタンドに立て、製氷皿で作ったバラ氷を入れる

1. 削る氷の食感に合わせて、カッター刃を調整します。

※氷の分量は氷ケース内のインナーケースの上ラインまでにしてください。

氷の分量

インナーケース

スタンド

◎冷蔵庫専用もしくは製氷皿で作るバラ氷専用
◎スーパー、コンビニ等で売っているロックア
イスは使用できません。
◎アルコールを含んだ氷を削らないでください。
◎凍らせたフルーツ、牛乳等は使用できません。

4. 分解した手順の逆に、氷ケースにインナー
ケース、刃ユニットをセットする

※氷ケースとインナーケースは下方が広く
なっていますので、両方の形状にあわせて
挿入してください。

氷ケース インナーケース 刃ユニット

インナーリング

インナーケースからインナーリングが
外れた場合は、必ず忘れず取り付ける

インナーリング

注意

●刃ユニット内のダイヤルを「フワフワ氷」
　の方向に指で止まるまで回します。
カッター刃が内側に入り、削る氷が
フワフワ(細かい)になります。

●刃ユニット内のダイヤルを「シャリシャリ氷」
の方向に指で止まるまで回します。
カッター刃が外側に出て、削る氷が
シャリシャリ（粗い）になります。

カッター刃
ダイヤル

注意
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使いかた

3. 本体を氷ケースに差し込み、上から強く押さえつけながら反時計回りに回ら
なくなるまで回して、確実に氷ケースに取り付ける

4.電源プラグをコンセントに差し込み
本器を器の上で持ちスイッチを押す

上から強く押さえつける

差し込む

スイッチを押す

※スクリューが回転して、器に削られた
氷がふんわり盛られていきます。

反時計回り
に回す

注意

氷ケースに本体をセットするまで、電源プラグをコンセントに差し込ま
ないでください。

※自動停止はしません。

◎連続して氷を削る回数は、6回までとし、
それ以上削る場合は1時間以上あける。

◎1回の運転は1分以内。連続して氷を削る
場合は、必ず30秒以上間をあける。

氷ケースの氷がなくなったり、氷が削れなく
なったらスイッチを離して運転を停止する

◎氷ケースの氷がなくなったり、氷が削れなく
なったらスイッチを離して運転を停止する。
◎構造上氷ケース内に氷が残っても故障では
ありません。

※ロックの丸印　を氷ケースの
合い印の丸印　に合わせると
本体が氷ケースにロックされます。

注意

※スクリュー部にはバネが付いていて強く押さえつけないとしっかり閉まらないので
注意してください。

ロック

合い印

本体

氷ケース

合い印
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トマトソースの
真鯛のカルパッチョ

鮭フレークの
冷や汁茶漬け

氷 トマトジュースにレモン汁と塩をお好み
で加え、よくかき混ぜ、塩がとけたら
製氷皿で完全に氷らせておきます。

氷 だし汁に味噌をお好みで加え、よく
かき混ぜ、製氷皿で完全に氷らせて
おきます。（味噌汁くらいの味付け）

◎薄切りした真鯛をお皿に盛り付け、ベビーリーフ、ミニトマトなど好みの
野菜をかざる。
◎オリーブオイルを全体に回しかけ、黒こしょうをふる。
◎氷った「トマト氷」を氷ケースに入れ本体をセットし、電源プラグをコンセ
ントに差し込む。
◎真鯛を盛ったお皿の上から「トマト氷」を削って、カルパッチョの完成！

※真鯛や野菜が冷えていなくても、「トマト氷」のソースで食材がヒンヤリし
おいしく頂けます。

◎一人分のご飯をざるに入れ、流水でかるく洗う。
◎絹豆腐は水抜きして大きく切っておく。
◎みょうがは薄い輪切りにし、きゅうりは薄く輪切りにして塩少々で軽くもん
でおく。
◎ご飯を器に盛り、白ごま、豆腐、みょうが、きゅうり(水気をしぼる)、鮭フ
レークを上にのせる。
◎氷った「だし汁氷」を氷ケースに入れ本体をセットし、電源プラグをコンセ
ントに差し込む。
◎ご飯を盛った器の上から「だし汁氷」を削って、冷や汁茶漬けの完成！
※ご飯にのせる食材は、お好みで量の調整をしてください。

※におい移りを避けるために、別の製氷皿
を使われることをお勧めします。

使いかた（メニューアレンジ）
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お手入れのしかた

→変形や変色の原因になります。

●必ずコンセントから電源プラグを抜いておこなう

注
意

本　体
●使用後は乾いた柔らかい布で軽く拭きます。

※スクリュー部分に汚れが付いた時は、
本体に水がかからないようにして
スクリュー部分のみ、流水で洗って
ください。

汚れのはげしい場合は、柔らかい布に中性洗剤を薄めた水を付けて
汚れを拭き取ってください。
その後、洗剤や水分が残らないようにきれいに拭いてください。

水洗いはできません

電源プラグ 水洗いはできません

本体以外の部品
●刃ユニットを洗う時は、刃に直接手を触れないように洗い、完全に乾かす
※長期間使用しない場合は、完全に乾かした後、刃に食用油を塗って保管してください。
刃の金属部分に水分が残っていると、サビが発生する恐れがあります。

水洗い、ぬるま湯洗いができます

●ゴミやほこりは定期的に乾いた布で拭き取ります。

→感電や故障の原因になります。
●本体は水をかけたり水洗いをしない

●みがき粉・ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤
化学ぞうきん・金属たわし・硬いたわしなどは使わない
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製品仕様

定 格 電 圧
定格周波数
定格消費電力
定 格 時 間
本 体 サ イズ
製 品 重 量
電源コード長さ
材 質
生 産 国

：　AC100V   
：　50/60Hz
：　23W
：　1分（連続使用可能時間）
：　約11.0( 幅 )x13.0( 奥行 )x31.5( 高さ )cm（スタンド含む）
：　約845g（スタンド含む）
：　約120cm
：　ABS、ポリアセタール、ステンレス鋼、アルミニウム
：　中国

廃棄のしかた

保管のしかた

●水気や汚れをしっかり拭き取り、袋などに入れて保管してください。
●振動のある場所や冷暖房機のそばは避けてください。
●直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
●子供や幼児の手の届かない所で保管してください。

●自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。








