
電動シャープナー
T028-003

このたびは、エレファイン電動シャープナ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。事前にこの取扱
説明書をよくお読みになり、使用方法をご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお
守りください。
本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合があります。
※本製品のデザイン、仕様は予告無く変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
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1. 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書
で使用する各マークには下記の意味があります。

■絵表示と絵表示の意味

●本製品は家庭用100V電源以外では使用しないでください。
コンセントタップ等は使用しないでください。壁面コンセントに直接電源プラグを接続して
使用してください。火災・感電の原因となります。

●お子様に使用させないでください。
大人の方が一緒の場合でも、お子様に使用させないでください。重傷を負う危険があり
ます。

●電源コードを無理にねじったり、鋭角に曲げないでください。
火災・感電の原因となります。

●電源コードに傷がついている場合はそのまま使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

●髪の毛や衣服などが巻き込まれないようご注意ください。また、使用中は顔を近づけない
ようにしてください。
重傷を負う危険があります。
●ぬれた手で電源プラグや本体に触れないでください。また、本体をぬらさないでください。
感電や故障、包丁の破損の原因となります。

●本体に金属片などの異物を入れないでください。
感電・故障などの原因にもなります。本体に異物が入った場合、そのまま使用せず、販
売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

警告

この表示を無視して誤った取
扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う危険があります。

警告
この表示を無視して誤った取扱
いをすると、人的および物的損
害が発生する危険があります。

注意

してはいけない内容です。 実行しなければならない
内容です。
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●電源プラグを外す場合はコードを引っ張らないでください。
断線し、火災や感電、故障の原因となります。プラグ部分を持って外してください。

●ご自分で分解・修理・改造をしないでください。
火災・感電・故障の原因となります。故障した場合は販売店
またはサポートセンターまでご連絡ください。

●電源プラグは根元までコンセントに差し込んでください。また、定期的に電源プラグにつ
いた埃を乾いた布で拭き取ってください。
　火災・感電の原因となります。

●焦げ臭い臭いや本体に異常な熱さを感じた場合はただちに使用を中止し、販売店または
サポートセンターまでご連絡ください。
そのまま使用されると、火災の原因となります。

●本製品は家庭用途以外で使用しないでください。
家庭用途以外で使用して故障、その他不具合が起きた場合は保証いたしかねます。ご了
承ください。

●直射日光のあたる場所や高温になる場所で使用しないでください。

●本製品は乾式シャープナーです。水や油を使用しないでください。
感電や本体の故障、砥石・包丁の破損の原因となります。

●ステンレス、鋼製の包丁以外は研がないでください。
対応する包丁については5ページを参照してください。

●切れ味を確かめるため、指で刃先にふれないでください。

●本製品を研磨以外の用途に使用しないでください。

●安定した場所で使用してください。
　使用中に本体が転倒や落下すると大変危険です。水平で安定した場所に置き、必ず本
体を押さえながら使用してください。

●モーターの過熱を防ぐため、1回の使用時間は３分以内にし、再び使用する場合は15
分以上間隔をあけてください。

●使用しないときや、清掃をするときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

●包丁を研ぐ際は、指の位置に注意してください。

●研いだ後の包丁はきれいに水洗いしてからご使用ください。

注意
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2. 各部名称

21

粗研ぎ用スリット

仕上げ研ぎ用スリット

電源プラグ

本体

研磨ディスク

研ぎくず吸着部
※フタの裏側が磁石に
　なっています。電源スイッチ

裏面

パッケージには
●本体（1台）
●取扱説明書（本書）
が同梱されています。
はじめから破損していたり付属
品が不足している場合には販売
店、またはサポートセンターま
でご連絡ください。
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研ぎくず吸着部のお手入れは
9ページ参照

：ON
：OFF



3. 使い方

包丁を研ぐ前に

■本製品で研ぐことのできる刃物
　

■本製品では研ぐことのできない刃物

三徳包丁　　　牛刀包丁　　　菜切包丁

両刃の包丁 片刃の包丁

出刃包丁　　刺身包丁

はさみ　カッターナイフ　工具類　 ギザ刃包丁
（パン切り・冷凍ナイフ等）

その他、刃部分が特殊
な形状の包丁、セラミッ
ク製の包丁は研ぐこと
ができません。

本製品では、ステンレス・鋼製の包丁を研ぐことができます。

①使用する前に、本体を水平で安定した場所に置き、電源プラグをコンセント（家
庭用100V専用）に差し込みます。

②包丁についている水分を乾いた布で拭き取ります。
※本製品は乾式のシャープナーです。水や油を使用しないでください。
※包丁は事前に刃に付着した汚れ（食品カスや油脂など）を落として
　きれいにしてください。
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包丁の持ち方と研ぎ方

※包丁を実際に研ぐ手順（使用するスリットの順序）は8ページを参照してください。

①電源スイッチを
　ON（ー）にします
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【参考】包丁各部の名称
峰 柄切っ先

刃先 あご

②包丁の刃先を水平にし、包
　丁の「あご」からスリットの
　真ん中に差し入れます。
このとき、人差し指を峰にそえる
ように持ちます。包丁はスリット
の奥まで差し入れてください。
必ず本体を手で押さえてください。

しっかりと本体を
押さえます。

③「切っ先」まで均一のスピード
　で手前に引きながら研ぎます。
刃先の湾曲にあわせて、少し柄
を持ち上げながら、ゆるやかに
弧を描くようにするときれいに
研ぐことができます。
※強く押し付ける必要はありま
せん。



スリットについて

1: 粗研ぎ用スリット

2: 仕上げ研ぎ用スリット

本製品は粗研ぎ用（1）、仕上げ研ぎ用（2）のス
リットがあり、それぞれに左右用のスリットがあ
ります。
基本的には粗研ぎ（１）を左右１回（片刃の場合は
刃のある方のみ）行い、その後に仕上げ研ぎ（２）
を左右ゆっくり 2回、素早く 1回行います。

左側用

右側用

研磨ディスク
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研ぐ際には刃先の側面が研磨ディス
クに適切にあたるよう、スリットの幅
の中央に包丁の角度を保ってくださ
い。（下図参照）
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【良い例】包丁の角度はスリットの幅の左右中央に。

【悪い例】包丁の角度が左右に偏っている。

包丁の刃



包丁を研ぐ手順

※刃の摩耗状態や切れ味に応じて、研ぐ回数を調節してください。
※研いだ後は刃先に研ぎくずがついていますので、きれいに水洗いしてから試し切りを行っ
てください。 
※切れ味を確かめるため、指で刃先にふれないでください。

※包丁の持ち方や研ぎ方については6ページを参照してください。

②仕上げ研ぎ（2）を左右交互に２回ずつ
均一のスピードで手前に引いて研ぎます。
5～ 10秒かけて手前に引いてください。

③仕上げ研ぎ（2）を素早く左右1回ずつ
最後にかえりをとるため、素早く（2 秒程
度で手前に引きます）、仕上げ研ぎをします。

両刃の場合

①粗研ぎ（1）を左右１回ずつ
均一のスピードで手前に引いて研ぎます。
刃渡りの長さによりますが、5～ 10 秒か
けて手前に引いてください。

②仕上げ研ぎ（2）を２回
均一のスピードで手前に引いて研ぎます。
5～ 10秒かけて手前に引いてください。

③仕上げ研ぎ（２）を素早く1回
最後にかえりをとるため、素早く（2 秒程
度で手前に引きます）、仕上げ研ぎをします。

片刃の場合

①粗研ぎ（1）を片方のみ１回
刃のついている方のみ研ぎます。均一のス
ピードで手前に引いて研ぎます。5～ 10
秒かけて手前に引いてください。
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4. お手入れ方法

本体を清掃する場合は電源をOFF（○）にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って
ください。
本体・電源コード・プラグは水に浸けたり、水洗いをしないでください。研磨剤（クレンザー）、
シンナー、ベンジン等は使用しないでください。

●研ぎくずの清掃

本体裏面にあるフタは、裏側が磁
石になっており研ぎくずを吸着さ
せることができます。
包丁を研いだ後はフタを外し、研
ぎくずを乾拭きして取ります。

●本体部分の清掃

本体部分の汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を
使って拭き取り、その後固く絞った布で水拭きし、最後に乾拭きをしてください。（水洗いはで
きません。本体内部に洗剤や水が入らないようにご注意ください。）

●保管する場合は
上記注意事項をお守りになり、本体の清掃を行ってください。
その後、高温になる場所や湿気、埃の多い場所を避けて保管してください。

●故障の場合は
修理の必要が生じた場合は、本書巻末にある製品保証書に必要事項を記入し、販売店または
サポートセンターまでご連絡ください。
保証期間が過ぎている場合や、保証規定によらない故障、部品紛失の場合はお客様のご希望
により有償修理となります。

●廃棄する場合は
本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の定める方法に従って廃棄してください。
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5. こんなときは

状　　態
研ぎムラができる／きれ
いに研げない

研ぐ際に火花が出る

本体が異常に熱くなる

対　　策
●包丁を引くスピードが一定でない、刃先がきちんと研磨ディスク
にあたっていないなどの原因が考えられます。6 ページ～ 8 ペー
ジを参照し包丁を持つ角度や引くスピードを確認してください。
●本製品は家庭用包丁を対象にした製品です。包丁の大きさや形状
により、適切に研磨できない場合があります。また、セラミック
製の包丁は研ぐことができません。
●本製品は乾式のシャープナーです。包丁に水や油をつけないでく
ださい。
●研磨ディスクが摩耗、または破損している可能性が考えられます。
販売店またはサポートセンターまでお問い合わせください。
●包丁の素材により、火花が生じる場合があります。故障ではあり
ませんが、あまりに多く火花が出る場合は本製品での研磨を中止
してください。
●3分以上連続使用すると、モーターの過熱により本体が熱くなる
可能性があります。3分以上の連続使用はしないでください。再
び使用する場合は、15分以上間隔をあけてください。

6. 仕様表

電 源
消 費 電 力
研 磨 材
砥 石 の 粗 さ
回 転 数
本 体 材 質
使 用 可 能 刃 物
定 格 時 間
本 体 重 量
本 体 サ イ ズ
電源ケーブル長さ
付 属 品

AC100V、50／ 60Hｚ
50Hz：38W／ 60Hz：30W
ダイヤモンド
粗研ぎ（1）：＃400／仕上げ研ぎ（2）：＃800
50Hz：2800回転／ 60Hz：3400回転
ABS
ステンレス製、鋼製の家庭用包丁（両刃片刃とも可）
3分
約 1,150g
約 210（幅）×90（奥行）×95（高さ）mm
約 130cm
取扱説明書（製品保証書）
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7. アフターサービス

サポートセンター電話番号

03-6803-0191
受付時間：月～金
10：00～12：00
13：00～17：00
土、日、祝祭日および
当社規定休業日を除く

①製品保証書
　この取扱説明書には製品保証書がついています。製品保証書はお買い上げの販売店で「販売
店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管
してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

②初期不良について
　本体がはじめから破損している場合は、購入日とお買い上げの販売店を証明できる書類をご
用意のうえ、14日以内に販売店または下記サポートセンターまでご連絡ください。14日を
過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼されるとき
※保証期間中は製品に製品保証書を添えてお買い上げ販売店へご持参ください。保証規定の
記載内容により、無料修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承ります。

※保証期間内外に関わらず、当社に直接お送り頂く際の送料は、お客様負担とさせて頂きます。

※この製品保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの
です。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません
ので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下
記サポートセンターにお問い合せください。

お願い
一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承くださ
い。ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がご
ざいます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
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エレファイン 電動シャープナー　T028-003
製品名

保証期間（お買い上げ日より）

お

客

様

フリガナ

お名前

ご住所　　〒　　　－

電話番号（　　　　　）　　　　　－

様

お買い上げ日

年　　　　　　月　　　　　　日

取扱販売店名・住所・電話番号

本体１年間

製品保証書

持込修理

販売元　株式会社TOHO

TOHOサポートセンター　

Tel.03-6803-0191
受付時間：月～金
10：00～12：00　13：00～17：00
土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く

2020.3 第一版

〈保証規定〉
このたびは、エレファイン電動シャープナーをお買い上げ頂きありがとうございます。当社ではアフターサービスを提供することを
保証いたします。お客様の権益を保護するため、下記の文章をご覧ください。
①ご購入日から１年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と製品保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店
にお申しつけください。当社無料修理保証規定に基づき無償で本体を修理、または新品と交換いたします。
②本体以外の付属品については、初期不良時の交換のみ無償対応いたします。（購入日より14日以内）
③本製品をネットオークション、ネットフリーマーケットまたはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
④本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理や初期不良
交換の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。

⑤保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
※火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
※業務用としての使用、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
※本書の提示がない場合。
※本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、あるいは字句を書き換えられた場合。

⑥本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買い上げの販売店へお申し
出ください。
●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。


