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商品のご確認

フィリップス マルチチョッパーをお買い上げいただき、まことにありがとう
ございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、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。

商品をご確認ください

※この製品のカラーは、HR2509/95がブラック、HR2505/05がホワイトです。
※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

カバー

バスケット
（チョップドロップ用）

チョップドロップ用
ブレード

フードプロセッサー用
ブレード

カップ
取扱説明書 レシピブック

本体
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必ずお守り
ください

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要
な内容ですので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに想定される内容を
「警告」と「注意」とに区分けしています。

安 全 上 の ご 注 意

○絵表示について

○絵表示の例

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

・ 記号は、してはいけない「禁
止」を示します。図の中や近く
に具体的な禁止内容（左図の
場合は分解禁止）を示します。

記号は、「警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

・ 記号は、必ずしていただく「強制」を示
します。図の中や近くに具体的な強制
内容（左図の場合は電源プラグをコン
セントから抜くこと）を示します。

　警　告

●本製品の改造はしないでください。
また、分解したり修理をしないでくだ
さい。火災、感電、ケガの原因となり
ます。修理はフィリップスサポートセ
ンターにご相談ください。

●電源コードや電源プラグ部が傷んだ
り、コンセントの差し込みが緩いとき
は使用しないでください。感電・
ショート・発火の原因になります。

●電源コードを無理に曲げたり、引っ
張ったり、ねじったり、たばねたり、重い
物を載せたり、挟み込んだり、加工し
たりしないでください。電源コードが
破損し、火災・感電の原因となります。

●お子様など取り扱いに不慣れな方だ
けで使わせないでください。

●乳幼児の手の届くところに本製品を
置かないでください。

●電源は交流100V以外では、使用し
ないでください。延長コードは使用
しないでください。タコ足配線はし
ないでください。コンセントや配線
器具の定格を超えると発熱により火
災の原因となります。

●雷が鳴ったら、製品本体や電源プラ
グ部に触らないでください。感電の
原因となります。

●回転部を露出したままで運転しない
でください。

●異臭、異音が出たり、落下や破損した
ときはコンセントから電源プラグ部を
抜いてください。そのまま使用する
と、事故の原因になります。必ず使用
を中止し、フィリップスサポートセン
ターにご相談ください。

●電源プラグ部はコンセントに確実に差
し込んでください。差し込みが不完全
な場合、感電・発火の原因となります。

●容器の中に手、スプーン、はし等調理材
料以外のものを入れて運転しないでく
ださい。事故や故障の原因となります。

●電源プラグ部にピンやゴミを付着させ
ないでください。また定期的にほこり等
を乾いた布でふき取ってください。感
電・ショート・発火の原因になります。

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしな
いでください。感電の原因になります。

●ブレード（刃）に直接手を触れないよ
う十分注意してください。ケガの原因
になります。

●本製品の内部に金属物や燃えやす
いものを入れないでください。事故
や故障の原因となります。
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1. 本製品は、家庭用調理器です。それ以外の目的で使用しないでください。

6. 使用中は、カップを取り外さないでください。

3. 屋外で使用しないでください。

使 用 上 の ご 注 意

4. はじめてお使いになる前にカバー、カップ、ブレード、バスケットを一度洗ってからご使用ください。

2.
電源プラグ部をコンセントに接続する前に正しく部品が取り付けられているか、ブレードが
カップに正しくセットされているかご確認ください。カバーがセットされていないと製品は
作動しません。

5. 本体から手を離しブレードの回転が止まったのを確認してからカバーを外してください。

7. 野菜や果物などはバスケットやカップの大きさに合わせてカットしてください。また、芯、種など
の固いものは取り除いてからバスケット、カップに入れてください。

8. 製品の性能や寿命に影響を与えるため、3分以上連続して使用しないでください。3分以上
ご使用になる場合は15分おいてからご使用ください。

●安全スイッチを通常の使用以外の
状態で押さないでください。ケガの
原因になります。

●運転中に移動させないでください。
ケガの原因になります。

●油煙や湯気が当たる場所、直射日光
が当たるなどの高温になる場所、熱
を発生する機器のそばに保管しな
いでください。また、湿度やほこりの
多い場所に保管しないでください。
事故や故障の原因となります。

●ブレード（刃）が破損または故障した
場合は、本製品を使用しないでくだ
さい。ケガの原因になります。交換
の際には必ずフィリップス社製の同
型部品とお取り替えください。

●本体を水につけたり、水をかけたり
しないでください。故障や、ショート・
感電の原因になります。

　注　意

●電源プラグ部を抜くときは、電源
コード部を持たずに必ず先端の電
源プラグ部を持って引き抜いてくだ
さい。感電やショートして発火する
ことがあります。

●お手入れの際は必ず電源プラグを
コンセントから抜いてください。感
電やケガをすることがあります。

●使用中、部品に触らないようご注意
ください。ご使用の前に、全ての部
品が正しく取り付けられているか確
認してください。

●部品の取り付け、取り外しをすると
きは、電源プラグを抜いてから行っ
てください。

●使用時以外はコンセントから電源プ
ラグ部を抜いてください。火災、感
電の原因となります。

●不安定な場所の上に置かないでくだ
さい。ぐらつく台や傾いた所などの
不安定な場所に置くと、落ちたり、倒
れたりしてケガの原因となります。
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各部の名称

本体

カバー

バスケット
（チョップドロップ用）

カップ

チョップドロップ用
ブレード

フードプロセッサー用
ブレード

ブレード（刃）

ブレード固定用ピン

電源コード

ホルダー

安全スイッチ

ブレードホルダー
差し込み口

電源プラグ部
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本体

本体以外

流水で洗浄 食洗機で洗浄 湿らせた布でお手入れ

初めてお使い
いただく前に

3 本体を湿らせた布で拭いてください。

注意

● 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、食洗機でお手入れしな
いでください。故障や、ショート・感電の原因になります。

●本体をお手入れする際には、湿らせた布で拭いてください。
● はじめてお使いになる前にカバー、カップ、ブレード、バスケットを一度洗ってから
ご使用ください。
● ブレード（刃）に直接手を触れないでください。ケガの原因になります。ブレードを洗
う際には、ホルダーを持ってください。

※フードプロセッサー用ブレードについているカバーは外してから使用してください。

2 カバー、カップ、ブレード、バスケットをしっかり洗います。
※食洗機での洗浄も可能です。
※洗浄した部品は完全に乾かしてから組み立ててください。

本体を水につけたり、水をかけた
りしないでください。また、食洗
機でお手入れしないでください。
故障や、ショート・感電の原因に
なります。

部品ごとにお手入れ方法が違いますので、下記の表を確認して、正しくお手入れしてください。

1 製品を保護している梱包材をすべて取り除いてください。

ブレード（刃）に直接手を触れないでくだ
さい。鋭利なためケガの原因になります。

注意
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均一カットに適したモードです。 カット、ミンチ&ミックス（料理
の下準備）に適したモードです。

組み立てと
使用方法

注意

● 電源プラグ部をコンセントに接続する前に正しく部品が組み立てられているかご確認ください。
● 不安定な場所の上に置かないでください。
● ブレード（刃）に直接手を触れないでください。ケガの原因になります。組み立てる際
には、ホルダーを持ってください。
● カップの中に、80℃以上の食材や液体を入れないでください。

チョップドロップモード（低速回転モード）の組み立てと使用方法

組み立て方法

1 バスケットをカップの溝に合わせて取り
付けます。

2 チョップドロップ用ブレードをバスケットの上
からセットします。ブレード固定用ピンにしっ
かりと差し込みます。

【使用するもの】
・チョップドロップ用ブレード
・バスケット（チョップドロップ用）

禁止食材：固いもの（氷、コーヒー豆など）、水分が多すぎる
もの（トマト、レタスなど）、生肉、生魚

禁止食材： 固いもの（氷、コーヒー豆など）

【使用するもの】
・フードプロセッサー用ブレード

チョップドロップモード

▶ 詳しいレシピはレシピブックをご覧ください。

フードプロセッサーモード

注意 固いもの（氷、コーヒー豆など）、水分が多すぎるもの（トマト、レタスなど）、
生肉、生魚はチョップドロップモードでカットできません。

ブレード（刃）に直接手を触れないでくだ
さい。鋭利なためケガの原因になります。注意

・ゆでたまご
・たまねぎ
・アーモンド

・きゅうり
・なす
・大根

・キャベツ

【材料例】
・野菜、果物
・お肉、魚、小麦粉類、パン
・マヨネーズなどの調味料
・粘り気のある野菜（長芋）

・水分の多い野菜
・牛乳、ジュースなどの
　液体状のもの

【材料例】

※大きめの材料は、2cm程度にカットしてからチョップドロップモード、フードプロセッサーモードで調理をしてください。
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使用方法

2 食材を投入したら、カバーをカップの溝に合わせてセットします。
カバーが閉まらない場合は、食材の量を確認し、多すぎる場合
は、食材の量を減らしてください。

3 本体をカップにセットしてから、電源コードをコンセントにつなぎます。
※本体をカップの溝に正しくセットしてください。

1 バスケットに入る大きさに食材をカットしてから投入します。また、芯、
種などの固いものは取り除いてからバスケットに入れてください。

4 本体上部を図のように下方向に押すとカット（刻み）が始まります。
※まれに食材がブレード（刃）に刺さりカットできない場合があります。
その場合、本体、カバーをはずしバスケット内部を確認してください。
食材を小さめにカットして再度セットしてください。
※カバーが正しくセットされていない場合、本体は作動しません。

ブレード（刃）に直接手を触れないでください。
鋭利なためケガの原因になります。注意
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この製品は安全対策として本体の裏側に2つの安全スイッチが取り付けられており、カップに本体が
正しくセットされていないと、電源が入らないように設計されています。

7 カットした食材をボウルやお皿に取り出します。

6 カバー、チョップドロップ用ブレード、バスケットの順番
にカップから取り外します。

5 バスケットから食材が落ちてこなくなったらカット（刻み）終了の
サインです。カットが終了したら、電源コードをコンセントから抜
き本体をカップから取り外します。

ブレード（刃）が止まるまで開けないでください。警告

ブレード（刃）に直接手を触れないでください。
鋭利なためケガの原因になります。注意
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フードプロセッサーモード（高速回転モード）の組み立てと使用方法

フードプロセッサー用ブレードをカップのブレード固定
用ピンにしっかりと差し込みます。

1 食材をカップに投入します。

2 食材を投入したら、カバーをカップの溝に合わせて
セットします。

注意
●  固いもの（氷、コーヒー豆など）は禁止材料になります。
● 長芋などの粘り気が強いものも刻んだり、混ぜることは可能ですが、
食材の個体差によっては調理ができないものもあります。

組み立て方法

使用方法
※カップの目盛のMAX（500ml）が食材の最大量の目安になります。

ブレード（刃）に直接手を触れないでください。
鋭利なためケガの原因になります。注意

※フードプロセッサー用ブレードについているカバーは外し 
　てから使用してください。
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この製品は安全対策として本体の裏側に2つの安全スイッチが取り付けられており、カップに本体が
正しくセットされていないと、電源が入らないように設計されています。

3 本体をカップにセットしてから、電源コードをコンセントにつなぎ
ます。
※本体をカップの溝に正しくセットしてください。

4 本体上部を図のように下方向に押すとカット（刻み）、ミンチ＆
ミックスが始まります。
※カバーが正しくセットされていない場合、本体は作動しません。

6 カットした食材をボウルやお皿に取り出します。

5 カットが終了したら、電源コードをコンセント
から抜いて本体をカップから取り外し、カ
バー、フードプロセッサー用ブレードの順番
にカップから取り外します。

●連続プッシュ：本体上部を押し続けます。
食材を細かくカットしたい、滑らかな液体・ペースト状にし
たい時にお勧めです。
※製品の性能や寿命に影響を与えるため、3分以上連続して使用
しないでください。3分以上ご使用になる場合は15分おいてか
らご使用ください。

●パルスプッシュ：1回約1秒を目安に、作動・休止を
繰り返します。

固い食材をカット（刻む）したり、食材を粗めに刻みたい時
にお勧めです。

ブレード（刃）が止まるまで開け
ないでください。警告

ブレード（刃）に直接手を触れな
いでください。鋭利なためケガ
の原因になります。

注意
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お手入れ方法

注意

● 研磨パッド、研磨剤、アルコール、石油やアセトンなどの刺激性の強い液体は使用し
ないでください。
● 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、食洗機でお手入れしな
いでください。故障やショート・感電の原因になります。

● ブレード（刃）に直接手を触れないでください。ケガの原因になります。ブレードを洗
う際には、ホルダーを持ってください。

製品はご使用ごとにお手入れをしてください。

製品をご使用後すぐにお手入れすると、汚れを簡単に落とすことができます。
本体は湿らせた布で拭いてください。ブレードホルダー差し込み口もきれいに拭いてください。
使用したカバー、カップ、ブレード、バスケットはスポンジで洗ってください。
部品ごとにお手入れ方法が違いますので、下記の表を確認して、正しくお手入れしてください。
※本体以外は食洗機での洗浄も可能です。
※洗浄した部品は完全に乾かしてから組み立ててください。

× ×
本体

本体以外

流水で洗浄 食洗機で洗浄 湿らせた布でお手入れ
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保管の仕方

注意

 ● 使用後は必ずお手入れをしてから保管してください。
 ●保管する際は、完全に乾かしてください。
●持ち運ぶときは、必ず両手で持ってください。
●乳幼児の手の届かない所に保管してください。
●ブレード（刃）に直接手を触れないでください。鋭利なためケガの原因になります。

● カップにバスケット、チョップドロップ用ブレード、カバー、本体をセットして保管してください。

※フードプロセッサー用ブレードを保管される場合には、ブレード（刃）がむき出しの状態にならないように気を付けて
保管してください。また、保管の際ブレード（刃）に直接手を触れないでください。鋭利なためケガの原因になります。
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故障かな？
と思ったら

故障かな？と思ったら、お調べください。

製品が作動しない

▶電源プラグ部はきちんと差し込まれていますか？
電源プラグ部がコンセントにきちんと差し込まれているか、コンセントが通電しているかを確認してください。
ブレーカーが動作しているか確認してください。
▶カップに本体、カバーとチョップドロップ用ブレード、バスケットまたは、フードプロセッサー用ブ
レードが正しくセットされていますか？
正しくセットされていないと作動しません。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせ願います。

カップにチョップドロップ用バスケット、カバー、本体が取り付けられない

▶カップの溝に合わせてバスケット、カバー、本体をセットしていますか？
カップには波形の溝がついています。バスケット、カバー、本体の溝とカップの溝を合わせるようにセットされている
か確認してください。

チョップドロップモードでカットできない

▶チョップドロップ用ブレードに食材が刺さっていませんか？
食材が大きすぎたり、チョップドロップモードに向いていない場合、食材がブレードに刺さった状態になることがあり
ます（生姜など）。食材をブレードから取り外し、小さくカットして投入しなおすか、フードプロセッサーモードでもう一
度カットしてください。
固いもの（氷、コーヒー豆など）、水分が多すぎるもの（トマト、レタスなど）、生肉、生魚はチョップドロップモードで
カットできません。
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 Introduction
  Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefi t 
from the support that Philips offers, register your product at  www.philips.
com/welcome . 

  General description
    1 Plug
    2 Motor unit
    3 Lid
    4 Chop Drop blade unit
    5 Basket
    6 Bowl
    7 Food processor blade unit

    Important safety information
  Read this important information carefully before you use the appliance and 
save it for future reference.

   Danger
 -     Never immerse the motor unit in water or any other liquid and do not 

rinse it under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.

      Warning
 -      Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local 

mains voltage before you connect the appliance.
 -     Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts are 

damaged.
 -     If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a 

service centre authorised by Philips or similarly qualifi ed persons in 
order to avoid a hazard. 

 -     This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and if they understand the hazards involved.

 -     This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its 
cord out of the reach of children.

 -     Children shall not play with the appliance. 

ENGLISH
 -     Be very careful when you handle a blade unit. Be especially careful when 

you remove it from the bowl, when you empty the bowl and when you 
clean it. Its cutting edges are very sharp

 -      If one of the blade units gets stuck, switch off the appliance before you 
remove the ingredients that block the blade unit.

     Caution
 -     Never use any accessories or parts from other manufacturers or that 

Philips does not specifi cally recommend. If you use such accessories or 
parts, your guarantee becomes invalid.

 -     Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user 
manual.

 -     This appliance is intended for household use only.
 -     Do not exceed the quantities and processing times indicated in the 

table.
 -     Cut large ingredients into pieces of approximately 2cm before you 

process them.
 -     Never fi ll the bowl with ingredients that are hotter than 80°C/175°F.
 -     If ingredients stick to the wall of the bowl, remove the motor unit and 

the lid. Then loosen the ingredients with a spatula or add some liquid.
 -     Do not let the appliance operate with any of the accessories longer 

than 3 minutes without interruption. Let the appliance cool down for 15 
minutes before you continue processing.

 -     Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids 
such as petrol or acetone to clean the appliance.

      Electromagnetic fi elds (EMF)
  This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic fi elds.

           Recycling
 -     This symbol on a product means that the product is covered by 

European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local 
separate collection system for electrical and electronic products. Follow 
local rules and never dispose of the product with normal household 
waste. Correct disposal of old products helps prevent negative 
consequences for the environment and human health  (Fig. 1) .

ENGLISH
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    Guarantee and support
  If you need information or support, please visit  www.philips.com/
support  or read the separate worldwide guarantee leafl et. 

ENGLISH
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〈保証書・最終ページに付属〉
● 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 
よくお読みのあと大切に保管してください。

【補修用性能部品の最低保有期間】
● 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
● 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】
● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、 
フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】
● 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。 
尚、異常のあるときはご使用を中止し、 
フィリップスサポートセンター（0120-944-859）へご依頼ください。

【保証期間中は】
● 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。 

 保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】
● 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、 
ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】
● この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。 

 また、アフターサービスもお受けできません。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
● お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ 

http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」
に基づき適切に管理いたします。

保証書と修理サービスについて
（必ずお読みください）

保証
期間 お買い上げ日から2年間

対象
部分

本体（カバー、カップ、チョップドロップ
用ブレード、バスケット、フードプロ
セッサー用ブレードを除く）

保証と
アフターサービス
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お買い上げ
店名お買い上げ日 年　   月　   日

TEL.　  　（　　 　）

便 利 メ モ

仕　　　　様

ご使用の時、このような症状はありませんか？

●本体にさわると時々電気を感じる。
●こげくさい臭いがする。
●電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを
コンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

品 番 HR2505/05, HR2509/95

消 費 電 力 500W

定 格 電 圧 AC100V（50/60Hz）

本 体 質 量 約1.2kg

サ イ ズ 135（W）×265（H）×135（D）mm

定 格 時 間 連続使用3分以内 
※3分以上ご使用になる場合は15分おいてからご使用ください。

コ ー ド の 長 さ 約1m

回転数（無負荷時） チョップドロップモード（低速回転モード）　約1,500回/分 
フードプロセッサーモード（高速回転モード）　約5,000回/分

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

● フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
● 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター
〒283-0013 千葉県東金市士農田17-9 0120-944-859

受付時間：平日9：00～18：00　（土・日・祝日・年末年始を除く）

support-da@philips.com
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〈無料修理規定〉
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保
証期間内に故障した場合には、無料修理します。 

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサ
ポートセンター（0120-944-859）にご依頼ください。なお、商品を直接
メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
1   使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
2   お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
3   火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
4   一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
5   保証書の提示がない場合。
6    保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き
換えられた場合。

※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するも
のです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、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。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセ
ンター（0120-944-859）にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは
取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）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利用させていただく
場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップ
スエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ 
に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方
針」に基づき適切に管理いたします。

無料修理規定



フィリップス マルチチョッパー保証書 持込修理

CERT I F IC ATE  OF  PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ
の日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセン
ターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリッ
プスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お
客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名 マルチチョッパー

品 番 HR2505/05, HR2509/95 

保 証 期 間 お買い上げ日より2年

対 象 部 分 本体（カバー、カップ、チョップドロップ用ブレード、バスケット、
フードプロセッサー用ブレードを除く）

お 買 い 上 げ 日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

お 客 様

ご住所 〒

ご芳名

電話番号

★ 販 売 店

販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★  ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。 
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

 この印刷物は再生紙を使用しております。 4203.064.6457.1

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター
〒283-0013 千葉県東金市士農田17-9 0120-944-859

受付時間：平日9：00～18：00　（土・日・祝日・年末年始を除く）

©2015 Philips Electronics Japan, Ltd.

support-da@philips.com


