
生ゴミ処理機

NA-1

娜谷環保科技（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区洪浪北二路稲興環球科創中心B座909

ご使用前に本使用説明書をよくお読みいただき、適切に保管してください。

取扱説明書



重要事項

本製品の使用前に、以下の安全に関する説明をよくお読みいただき、本使用説明

書をすぐに見ることができる場所に適切に保管してください。

     危険

本製品を水やその他の液体の中に入れたり、水道水で水洗いしたりしないでくだ

さい。

     警告

1. 本製品を電源に接続する前に、製品に表示されている動作電圧と、お使いにな

     る地域の供給電圧が合っていることをご確認ください。

2. 電源プラグやケーブル、あるいは本体が損傷している場合、本製品の使用を停

     止し、ただちにカスタマーサービスへご連絡ください。

3. 本製品に問題が発生したり、修理が必要になったりした場合は、必ず弊社また

     は弊社が許可したサービスセンターの専門修理スタッフに修理を依頼してくだ

     さい。

4. 弊社以外が提供するアクセサリー、または弊社が推奨しないアクセサリーを使

     用しますと、損傷する可能性があります。

5. 本製品を分解、または改造しないでください。作動中は強引に蓋を開けたり、

     手を中に入れたりしないでください。

6. 本製品を壁やその他の物に密着させて置かないでください。排気口の前には

     25cm以上の空間が必要です。また、本製品の上に物を置かないでください。

7. 処理終了後、処理容器が冷却したことを確認してから蓋を開けてください。

8. 本製品は作動中に一部が発熱します。作動中は触らないようにしてください。

9. 本製品に金属や陶器など生ゴミ以外を入れないでください。損傷の原因とな

     ります。

10. 処理容器を落としたり、ぶつけたりしないでください。変形して正常な使用

     に影響します。

11. 本製品をその他の用途に使用しないでください。

12. 本製品と電源は子供から遠ざけてください。

適用

本製品は一般家庭用電器製品です。ご家庭の台所、マンションや寮などでご使用

ください。
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NA-1生ゴミ処理機をご購入いただき、誠にありがとうございます
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          安全に正しくご使用いただくため、本製品を操作する前に、お手数で

すが本使用説明書をよくお読みください。
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初めてお使いになる前に

1、全ての包装材を取り除いてください。

2、処理容器上の指示ラベルをはがし、注意書きの紙と処理容器下の紙パッドを

       取り除いてください。

3、本製品の底部に4枚の滑り止めパッドを取り付けてください。

処理容器

本体

外蓋

活性炭フィルター

説明書/保証カード

内容物 製品概要

機  能

1、電源ボタン

2、保護機能

3、処理容器

4、活性炭フィル
ター

5、指示灯

処理を開始、停止します（処理が終了すると自動で停止しま
す）

過熱断電保護/開蓋停止保護/冷却降温保護/モーターブロック

保護

生ゴミを入れて処理します

処理時に発生する臭いを吸着します

処理の状況を表示します：処理中：点灯、処理終了·待機：

消灯、モーターブロック保護が起動：点滅

外蓋

処理容器

電源ボタン

取り外し式底蓋（活性炭フィルターの交換）

本体

滑り止めパッド

厨余垃圾处理机

NA-1

用户手册
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 使い方

便利、安全、効果的に本製品をご使用いただくため、以下のステップに従ってく

ださい。

使用前に本製品が安定した安全な場所に置いてあること、排気口と壁の間に25cm

以上の距離があり、正常に排気できることを確認してください。

ステップ1   本体を電源に接続すると、待機状態になります。

                        外蓋を反時計回りに回し、矢印をロック解除マ

                        ークの位置に合わせて開けます。

ステップ2   ステンレスの持ち手を持って、処理容器を取り

                        出します。

ステップ3   生ゴミの水と油を切り、処理容器に入れます。

ステップ4   処理容器の外側にあるネジ部分を本体右側の留

                        め具の位置に合わせ、処理容器を本体に戻しま

                        す。少し回転させて処理容器と底部が完全に密

                        着していることを確認します。

ステップ5   外蓋の矢印を本体のロック解除マークの位置に

                        合わせて平行に置き、ロックマークの位置まで

                        時計回りに回して電源ボタンを押します。

製品名称 生ゴミ処理機

製品型番 NA-1

処理方式 高温乾燥、研磨、脱臭

入力電圧 100-125V~

平均電力 150W

電気使用量 約0.5～0.7KW/回

製品重量 8.5kg

製品サイズ 250mm*250mm*400mm

定格電力 700W

製品規格

処理容量 2000ml

脱臭方法 活性炭フィルター 

処理時間 1～5時間

250mm

400m
m

250m
m

処理量と処理時間

（実際の時間は処理する物によって異なります）
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活性炭フィルターの交換

       活性炭フィルターの交換は、消臭と本製品の作動に重要です。正常な使用状況
では6カ月に1回交換することを推奨します。

ステップ1    本体を逆さにして、力を入れて留め具を
後ろに向かって押し、底蓋を外します。

ステップ2    活性炭フィルター2つとカートリッジを
固定している黒い鋲を取り外すか、切断します（手
または工具で抜き取れます）。カートリッジを内側
に向かって押し（フィルターの取り出しに十分な空
間を確保）、それぞれ反時計回りに回して活性炭フ
ィルターを取り出し、カートリッジを取り外します。

ステップ3    新しい活性炭フィルターをカートリッジに取り付
けます（カートリッジは左右の区別があります。LとRのシー
ルがなくなった場合、鋲の留め口から離れている空気口の右
側がRと判断してください）。それぞれフィルターを取り付け
位置にセットし、時計回しに回します。その後、カートリッ
ジを外側に向かって押し、カートリッジとフィルターの留め
口の位置が合っていることを確認して、黒い鋲で固定します。

ステップ4    底蓋を閉め（力を入れて留め具を前に向かって押し、カチッとい
う音がしたら完了です）、使用を再開してください。

注意：活性炭フィルターの正常な使用状況での使用期限は6カ月です。使用期限を過ぎましたら、
カスタマーサービスにご連絡いただくか、ショップでご購入ください。

安全と保護安全に関する注意

電源が破損したら
すぐ使用を停止する

お手入れや修理の
前に電源を抜く

水や熱源から離
して使用する

生ゴミの水をよく
切ってから処理する

自分で分解や修理
をせずカスタマー
サービスに連絡する

作動中は蓋を開
けたり手を中に
入れたりしない

排気口と壁の間は
25cm以上空ける

安全な場所に置い
て使用して作動中
は倒さない

機能と使い方のコツ

1. 本製品は高温乾燥と低速研磨で生ゴミの水分を蒸発させて、消臭を行います。
2. 処理容器を戻す際、処理容器の外側にあるネジ部分を本体右側の留め具の位置
     に合わせ、少し回転させて処理容器と底部が完全に密着していることを確認し
     てください。
3. 機能を最大限に発揮するため、処理前に生ゴミは水と油をよく切ってください。
     より環境に優しく、省エネになります。
4. 1
     ださい。
5. よりよい処理効果のため、1回に処理する生ゴミの量は処理容器内の攪拌棒の高
     さを越えるようにしてください。これにより研磨が十分に行われます。
6. ご飯、麺、バナナ、トウモロコシ、ジャガイモなど糖やデンプンを多く含む食
     品は単独で処理せず、他の生ゴミと一緒に処理するようにしてください。焦げ
     ついてしまう可能性があります。

回に処理する生ゴミの量は、処理容器内の上部ラインを越えないようにしてく

処理に適さない食品

1. 牛骨や豚骨、貝殻など大きく硬い物は処理しないでください。処理容器の寿命
     に影響し、本体が損傷する可能性があります。
2. 処理前に生ゴミは水と油をよく切ってください。油が多いと乾燥できません。

1. 損傷を防ぐため、本製品は暖房やガスコンロなどの熱源から遠ざけてください。
2. 分解や改造などをしないでください。作動中は強引に蓋を開けたり、手を中に
     入れたりしないでください。
3. 使用前に本製品を平らな場所に置いてください。傾けたり、逆さにしたりしな
     いでください。
4. 毎回の使用前に、処理容器の外側と加熱プレートに液体がついていないことを
     確認してください。水分がついていると損傷します。
5. 生ゴミの水量は処理容器内の下部ラインを越えないようにしてください。処理
     容器から水が漏れます。
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問題 よくある原因 解決方法

作動中に表面が熱
くなる

内部の熱が外部に伝
わっている

これは正常な状態です。処理終了後、持ち手
と表面は冷却しますが、処理容器は10分待っ
てから触ってください。作動中の表面の温度
は安全ですが、外蓋の金属部分は熱くなりま
すので、触らないようにしてください。

排気口から大量の
蒸気が出る

水分が多い生ゴミを
処理している

生ゴミを加熱すると蒸気が出ます。より環境
に優しく、また省エネのためにも、処理前に
生ゴミは水と油をよく切ってください。

処理時間が長い
生ゴミの量が多い、
または水分が多い

処理時間は最長5時間です。適切な量（処理容
器内に表示）を守ることで処理が完了します。

生ゴミが乾燥して
いない、処理でき
ていない

途中で電源ボタンを
触った

再度処理を行ってください。

生ゴミが適切な量を
超過している

生ゴミの量は処理容器内の上部ラインを越
えないようにしてください。

生ゴミの水と油が多
い

処理前に生ゴミは水と油をよく切ってくだ
さい。

処理後のゴミが粘
りつく

デンプンを多く含む
食品を単独で処理し
た

処理中にカッター
が動かなくなる

牛骨や豚骨、貝殻な
ど大きく硬い物を処
理した

二重の安全保護システムによって、硬い物
が挟まるとカッターは自動で逆回転します。
一定時間内に何度も異常な逆回転が続き、
正常な作動ができなくなると、自動で電源
がオフになります。

骨や豚骨、貝殻など、その他処理できない
物は入れないでください。

処理中に臭いがす
る

活性炭フィルターを
半年以上使用してい
る

生ゴミそのものが臭
う

フィルターは半年に1回、定期的に交換して
ください。交換する場合は、カスタマーサー
ビスにご連絡いただくか、ショップでご購入
ください。

エビや鍋料理の具など臭いの強い食品は、
加熱後の蒸気の臭いを100％除去すること
はできません。窓を開けるなどして風通し
をよくしてください。

よくある質問と解決方法

生ゴミはいろいろな種類を混ぜて処理し、デ
ンプンを多く含む食品を単独で処理しないよ
うにしてください（ご飯、麺、ジャガイモな
ど）。

水を入れてしばらく置いてから洗ってください。

日常のお手入れ

       日常のお手入れは、製品寿命を延ばすことにつながります。以下の説明をよく

お読みいただき、本体表面と処理容器を掃除してください。

本体表面
.  湿らせた布で軽く拭きます。

.  乾燥した柔らかい布で水分を拭き取ります。

警告：本体を水に浸けないでください。

処理容器
. 本体から取り出してから、内部を掃除します。

. 洗い桶を使って水洗い、または食器洗浄機で洗うこ

     ともできます。

. 洗い終わったら、柔らかい布で拭くか、自然乾燥さ

     せてください。

. 保証カードは大切に保管してください。サービスを受ける際の証明となります。

. 本製品は弊社が許可したサービスセンターで点検、修理を行ってください。ご

     自分で分解や修理をしないでください。保証が無効となります。

. 不適切な使用など人為的な原因で故障した場合、品質保証期間内であっても保

     証は無効となり、有償サービスのみの提供となります。

アフターサービス
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