
白髪ネギスライサー　白雪姫
DX-88P ･ SP共通

取扱説明書

保証書は本取扱説明書の裏表紙に記載しております。
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

●	このたびは、DREMAX白雪姫DX-88(P ･ SP)をお
買い上げいただきまして、まことにありがとうござい
ます。

●	本製品を安全に正しくご使用していただくために、お使
いになる前に本取扱説明書をよくお読みになり十分に
ご理解ください。

●	本取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元に
おいてご使用ください。
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安全上のご注意
●ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

警告 誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※	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。

　警告

分解禁止
修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。 火災・感電・けがの原因になります。

接触禁止

刃物は鋭利ですので直接手で触れないでください。
特にお手入れの際は十分注意してください。 けがの原因になります。

禁　止
本体に水をかけたりしないでください。 ショート･感電のおそれがあります。

接触禁止
投入口に手や指を入れないでください。 けがの原因になります。

子どもに使用させないでください。
また、作業中に本体に近づけないでください。 火災・感電・けがのおそれがあります。

　注意

プラグを持つ

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

プラグを抜く

強　制

差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず
先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。

ショートや感電して発火することが
あります。

不安定な場所では使用しないでください。 けがの原因になります。

交流 100V( 定格 ) 以外では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因になります。

電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理
に曲げたり、引き抜いたり、ねじったりしないでください。
また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしない
でください。

電源コードが破損し、火災・感電の
原因になります。

運転中に本体を移動させないでください。 けがの原因になります。

使用時以外は差込みプラグを電源コンセントから抜いて
ください。

けがややけど、絶縁劣化による感電・
漏電・火災の原因になります。

電源スイッチを切り、回転が停止しするのを確認してから
差込みプラグを電源コンセントから抜き差ししてください。

けがの原因になります。

強　制

部品の交換およびお手入れをする際は、電源スイッチを
切り、回転が停止するのを確認してから差込みプラグを
電源コンセントから抜いてください。

けがの原因になります。

強　制

電源コードがキズついたり、差込みプラグの電源コンセ
ントへの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。

ショートや感電して発火する原因に
なります。



�

本体ジョイント金具

ガイド

ゴム足

刃物回転軸

電源スイッチ

把手

ホルダー

差込みプラグ

電源コード

菊型ツマミ

刃物ブロック

本体

投入口

回り留めピン

各部のなまえ

把手
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1 本体に刃物ブロックを取り付ける

本体のホルダーと刃物ブロックの本体ジョ
イント金具を合わせます。

◎刃物ブロックの把手を持ち、刃物ブロッ
クをななめに傾けながら刃物ブロックの
本体ジョイント金具凸部と本体のホル
ダー凹部を合わせます。

◎	モーター回転軸（本体側）の溝に刃物回
転軸（刃物ブロック側）の回り留めピン
を合わせます。

※	モーター回転軸と刃物回転軸が噛み合わ
ない場合は、電源スイッチを運転または
刃物ブロックの菊型ツマミを回し、回転
軸を接続してください。

2 差込みプラグを電源コンセントに差し込む

必ず、電源スイッチが「OFF」になっている
ことを確認してから差し込んでください。

刃物回転軸

電源スイッチ

把手

刃物ブロック

モーター回転軸

本体

本体のホルダー凹部

刃物ブロックの
本体ジョイント金具凸部

差込みプラグ

本体側

回り留めピン 溝

　警告

接触禁止

危険ですので刃物部（刃物ブロック
内部）には手を触れないでください。

けがの原因になります。

正しい使い方
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3 長ネギと容器を準備する

電源スイッチを「ON」にし、長ネギを刃物
ブロックの投入口に入れます。

◎	芯を取り除いた長ネギを縦方向に刃物ブ
ロックのガイドにそわせて投入口へ入れ
ると、長ネギが引き込まれ、白髪ネギがで
きますので、下部出口より手をそえて取
り出し、容器にそろえて並べてください。

◎	刃物部に水を流しながら作業すると、丸刃
への負担が少なく、きれいにスライスでき
ます。また、長ネギのつまりを防止します。

◎	スライスした長ネギをまとめてお好みの
長さに切ると作業効率が上がります。

白髪ネギを作る

白髪ネギにするための下準備をします。

◎	長ネギは、長いままで縦方向に包丁を入
れ、芯の部分を取り除いてください。

※	長ネギの外側部分を白髪ネギにします。
※	長ネギは、長いまま投入すると効率的です。
短く切って投入すると、斜めに入ってし
まい、刃物に負担が掛かり、ネギのつまり
や破損の原因になります。

◎	スライスした長ネギを受ける容器を刃物
ブロックの下に置いてください。

芯を取る

外側の部分を
白髪ネギに使う

縦方向に
包丁を入れる

投入口

電源スイッチ

容器

水を流しながら
作業してください。

4

　注意

禁　止

一度に大量の長ネギを無理やり投入
しないでください。また、食材のか
たい物や異物を入れないでください。

故障の原因になります。

　警告

接触禁止

危険ですので投入口には絶対に手や
指を入れないでください。

けがの原因になります。

正しい使い方
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5 作業を終えたら、電源スイッチを
「OFF」にし、差込みプラグを電源
コンセントから抜く

差込みプラグ

電源スイッチを「OFF」にしてから、差し
込みプラグを抜いてください。

6 本体から刃物ブロックを取り外す

本体から刃物ブロックを外し、必ず丁寧に
掃除してください。

◎	刃物ブロックの把手を持ち、刃物ブロッ
クをななめに傾けながら刃物ブロックの
本体ジョイント金具凸部を本体のホル
ダー凹部から外します。

把手

本体のホルダー凹部

刃物ブロックの
本体ジョイント金具凸部

本体側

刃物ブロックの掃除については、
次頁「お手入れ方法」をよくお読みください。

食材の切り幅は 1.�mm用と �.�mm用があります

●	現在お使いの切り幅の刃物ブロックの他に、もう一方の切り幅の刃物ブロックもご使用に
なりたい場合は、オプションにて販売しております。

※	工場仕様 (88SP) のみ、1.0mm用をお選びいただけます。金額など、くわしくは、お買い
上げの販売店にご相談ください。

刃物ブロックについて

　注意

強　制

刃物ブロックは煮沸し、丁寧に掃除
した後、次回作業するまで水につけ
置きしてください。
作業前に煮沸してください。

衛生的にご使用になれます。

正しい使い方

刃物ブロック

本体
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●	ご使用後は、付着した食材が乾く前に必ず掃除してください。
●	刃物ブロックは掃除終了後乾燥を防ぐために、使用直前まで水に浸けておいてください。
●	食材の洗い残しが故障の原因や保険衛生上の問題になります。

1 刃物ブロックの内部を掃除する

作業終了後は、すぐに本体から刃物ブロックを外し、付着した食材（特に丸刃と丸刃の間に
からまっているネギの繊維）を取り除いてください。

◎	刃物ブロックごと �0 〜 �0 分間煮沸し、付属のピンセット、ブラシなどで付着した食材
をすべて取り除いてください。

　注意

強　制

内部に付着したネギが乾燥してしま
うと、丸刃が回転しなくなる恐れが
あります。刃物ブロックは丁寧に掃
除した後、水につけ置きし、乾燥さ
せないようにしてください。

掃除をしないで放置すると、衛生上
の問題や故障の原因になります。

次回ご使用になる時は、作業の前に
煮沸してからお使いください。

衛生的にご使用になれます。強　制

2 本体を掃除する

◎	水で濡らした布巾をよく絞って、本体を
きれいに拭いてください。

　注意

禁　止

本体に水をかけたり、丸洗いしないで
ください。

故障の原因になります。

ブラシなど

菊型ツマミ

付属のピンセット

内部の異物を
ピンセットで
取り除く

お手入れ方法



仕　様
機 械 寸 法

重 量
定格消費電力
処 理 能 力
使 用 時 間

P: 巾430×奥行155×高さ270 (mm)
SP: 巾430×奥行155×高さ315(mm)
約 10.5kg（工場仕様は約 11.5kg）
180W(P)/220W(SP)　50/60Hz
長ネギ：5分間で約2kg（8〜10本）
20分（工場仕様は連続）

アフターサービス
1. 保証書
保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の
記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って
いただき、内容をよくお読みの後大切に保管し
てください。
保証期間はお買い上げから 1年間です。

�. 修理を依頼されるとき
「おかしいな？」と思ったら、ご使用になるの
を中止し、必ず差込みプラグを抜き、お買い上
げの販売店にご相談ください。

保証期間中は･････
保証その規定に従ってお買い上げの販売店が修
理をさせていただきますので、恐れ入りますが
製品に保証書 ( 本取扱説明書 ) を添えてご持参
ください。

保証期間が過ぎているときは･････
お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すればご使用になれる製品については、
ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年のご使用のため白髪ネギスライサー白雪
姫の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？
・	ご使用中に電源コード・
差込みプラグが異常に熱
くなる。

・	電源コードを曲げると通
電したり、しなっかたり
する。

・	いつもより異常に音、振
動が大きくなる。

・	その他異常、故障がある。

故障や事故防止のため
スイッチを切り、電源
コンセントから差込み
プラグを外し、必ず販
売店にご相談ください。
点検・修理に要する費
用などは販売店にご相
談ください。

ご使用
中　止

安全に関するご注意

●	ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、
安全に正しくお使いください。

●	取り扱いを誤りますと火災や事故の原因とな
ります。

※	保証期間中であっても、次の場合は有料
になりますので、ご注意ください。

（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）	お買い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）	消耗品および消耗による故障。

株式会社ドリマックス
〒���-00��　埼玉県川口市中青木 �-9-1�　TEL：0�8-���-1��1　FAX：0�8-���-1��1
URL		http://www.dremax.com
注）製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

形式　白髪ネギスライサー　白雪姫　DX-88P ･ SP
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