
  

コードの煩わしさからキッチンワークを解放！ 
スタイリッシュな次世代キッチン家電が、毎日の食卓をアップデートします 

コンエアージャパン合同会社（Conair Japan G.K.／所在地：東京都港区、職務執行者：アンソニー・ヴェルデ）は、同社が
展開するキッチン家電ブランドCuisinart（クイジナート）の新製品として、使用する場所を選ばないコードレス充電式の 
ハンドブレンダー（RHB-100J）／ハンドミキサー（RHM-100J）／パーソナルブレンダー（RPB-100J）の計3機種を
2020年11月上旬より発売します。 

キッチンの限られたコンセントの数や電源コードの短さなど、今までコードがあることで感じていたストレスがなくなりま
す。キッチン以外でもダイニングやリビングなど、コンセントのない場所でのお料理、お子さまと一緒の使用など、さまざま
なシーンでの使用が可能です。 

３機種ともに、充電用のUSBケーブルとAC/DCアダプターを付属。 
キッチン以外の場所でも、さまざまな場所で充電可能です。 
 
 
 

 
 
 

クイジナート コードレス充電式ハンドブレンダー RHB-100Jは、
アタッチメントを交換し、ブレンダー・ウィスク・チョッパー（※パ
ーツ別売り）と、マルチに活躍するスティックタイプのハンドブレン
ダーです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
           ■ブレンダー：【つぶす】【混ぜる】             

コードレスだからどこへでも持ち運べ、付属の専用カップはもち
ろん、鍋やボウルの中でも気軽に使えます。ジュース・スムージ
           ー・スープ・ソ

ースなど、毎日
の料理にも大活
躍。離乳食も簡
単に作れます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ▶▶▶2ページ目に続きます 
▶▶▶ 一般の方からのお問い合わせ先 
コンエアージャパン合同会社 
〒107-0062 東京都港区南青山1-15-41 
TEL : 03-5413-8351（10:00~18:00 土日、祝日除く） 
URL : http://www.cuisinart.jp 

 

電源コードからの解放！パワーも場所も諦めない。キッチン家電ブランド「クイジナートより」 
コードレスシリーズのブレンダーとミキサー、計３機種が 

2020年11月上旬新発売！ 
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マルチに大活躍！コードレス充電式ハンドブレンダー RHB-100J 

 

使いたい場所で、気軽に使える！ 

   

充電場所を選ばないUSBケーブル仕様で、さらに便利度もUP！ 

  

本体側のマイクロUSBコネクター部 
（写真はコードレス充電式ハンドミキサー 
RHM-100J） 

付属のUSBケーブルと
AC/DCアダプター 

 

付属のブレンダーアタッチメント使用 
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▶▶▶ 喜んで取材をお受けいたします！ 
▶▶▶ 報道関係者からのお問い合わせ先 
株式会社エフ  PR担当：佐藤 智彦 
E-mail：sato@ef-inc.co.jp 
 



  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
■ウィスク：【泡立てる】 

スイーツづくりも場所を選ばず、お子さまと 
一緒に楽しめます。専用カップを使い、生ク 
リーム200mlなら約1分30秒で泡立て完 
了。卵白3個分のメレンゲなら約2分30 
秒で完成します。 
 
 
 
 

・・・・・・・・・・ 
■特徴 
＊充電式コードレス コンセントの場所やコードを気にせずどこでも使えます 
＊グリップ式ハンドル 握りやすいハンドルデザインなので、安定感があり手にフィットします 
＊パワフルバッテリー 1回のフル充電で3分使用の場合、パワーが低下することなく約4回使用できます 
＊ダブルロック構造 ロック解除スイッチと運転スイッチの2段階操作で、誤作動防止の安心設計です 
＊充電量をお知らせ 3段階のLEDランプで電池残量を確認できます 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
■仕様 
■クイジナート コードレス充電式ハンドブレンダー RHB-100J（2020年11月上旬新発売） 
■電源：AC/DCアダプター 100-240V 50/60Hz ■出力：DC5V 2A ■電池種類：リチウムイオン電池 
■充電/稼働時間(約)：2時間充電(満充電)で12分稼働 ■定格時間：3分 ■充電コードの長さ(約)：1.8m(有効長) 
■セット内容：本体、ブレンダー、ウィスク、専用カップ、電源アダプター、充電コード 
＜ブレンダー使用時＞ ■回転数(約)：13,500回/分 ■外形寸法(約)：W55×D60×H415mm ■重量(約)：620g 
＜ウィスク使用時＞ ■回転数(約)：1,150回/分 ■外形寸法(約)：W55×D60×H435mm ■重量(約)：560g 
＜別売りチョッパー使用時＞ ■回転数(約)：3,500回/分 ■外形寸法(約)：W100×D100×H350mm ■重量(約)：720g 
■オープン価格   

クイジナート コードレス充電式ハ
ンドミキサー RHM-100Jは、お
子さまとのお菓子作りにも最適なハ
ンドミキサーです。 
そのまま立てて置
けるので、作業効
率を高めます。ま
た、5段階のパワ
フルスピードは使
用中に操作可能で
す。 
 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■特徴 
＊充電式コードレス   コンセントの場所やコードを気にせずどこでも使えます 
＊グリップ付きハンドル   握りやすいハンドルデザインなので、安定感があり手にフィットします 
＊パワフルバッテリー  1回のフル充電で30分稼働可能です（※定格時間：10分） 
＊ダブルロック構造  電源ボタンとスピード切り替えスイッチの2段階操作で、誤作動防止の安心設計 
＊充電量をお知らせ  3段階のLEDランプで電池残量を確認できます 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
■仕様 
■クイジナート コードレス充電式ハンドミキサー RHM-100J（2020年11月上旬新発売） 
■電源：AC/DCアダプター 100-240V 50/60Hz ■出力：DC5V 2A ■電池種類：リチウムイオン電池 
■充電/稼働時間(約)：2時間充電(満充電)で30分稼働 ■定格時間：10分 ■回転数(約)：500-950回/分 
■外形寸法(約)：W85×D195×H270mm ■重量(約)：900g ■充電コードの長さ(約)：1.8m(有効長) 
■セット内容：本体、ビーター、電源アダプター、充電コード ■オープン価格 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ▶▶▶3ページ目に続きます 
▶▶▶ 一般の方からのお問い合わせ先 
コンエアージャパン合同会社 
〒107-0062 東京都港区南青山1-15-41 
TEL : 03-5413-8351（10:00~18:00 土日、祝日除く） 
URL : http://www.cuisinart.jp 

メレンゲや生クリームの泡立てが快適！コードレス充電式ハンドミキサー RHM-100J 

 

  
 

  

■チョッパー（※別売り）：【切る】【刻む】 
      RHB-100JCH 
     （2020年11月下旬発売／オープン価格） 

 

面倒な下ごしらえも驚きの時短で、手を汚さ
ず気軽に刻めます。野菜のみじん切り、肉の
ミンチや魚のすり身など、下ごしらえが短時
間で完了。ナッツやハーブもあっという間に
細かく粉砕します。 

 

 

本体の 
スピード表示部 

付属のウィスク
アタッチメント

使用 別売りの 
チョッパーアタッチメント使用 

報道関係者各位 
2020 年10月23日 
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▶▶▶ 喜んで取材をお受けいたします！ 
▶▶▶ 報道関係者からのお問い合わせ先 
株式会社エフ  PR担当：佐藤 智彦 
E-mail：sato@ef-inc.co.jp 
 



  

クイジナート コードレス充電式
パーソナルブレンダー 
RPB-100Jは、コンセントの少な
いキッチンやリビング、また、ス
ポーツクラブなどでも気軽に使え
るブレンダーです。 
一杯分にちょうどよい、最大容量
450mlサイズのブレンダージャー
は、付属のふたを取り付けるとそ
のままタンブラーとして持ち運べ
ます。コンパクトながらパワフル

回転で、野菜ジュースやスムージーがあっという間になめらかにでき上がりま
す。ドレッシングやスープ作りにも活躍します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
■特徴 
＊充電式コードレス コンセントの場所やコードを気にせずどこでも使えます 
＊安心設計→自動停止 1分後に自動停止するオートパワーオフ機能で、攪拌し過ぎを防ぎます 
＊パワフルバッテリー 1回のフル充電で、1分使用の場合、約12回使用できます 
＊ダブルロック構造 運転スイッチを2回押すことで、ロックを解除し運転をスタートする、誤作動防止の安心設計です 
＊充電量をお知らせ 3段階のLEDランプで電池残量を確認できます 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
■仕様 
■クイジナート コードレス充電式パーソナルブレンダー RPB-100J（2020年11月上旬新発売） 

■電源：AC/DCアダプター 100-240V 50/60Hz 
■出力：DC5V 2A ■電池種類：リチウムイオン電池 
■充電/稼働時間(約)：2時間充電(満充電)で12分稼働 
■定格時間：1分 ■回転数(約)：15,000回/分 
■外形寸法(約)：W89×D102×H297mm ■重量(約)：950g 
■定格容量：450ml ■充電コードの長さ(約)：1.0m(有効長) 
■セット内容：本体、ブレンダージャー、ブレードユニット、 
ふた、電源アダプター、充電コード 
■オープン価格 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
キッチンに常に革命をもたらすクイジナート。 
コードレス充電式のキッチン家電コレクションは、料理をキッチン
から解放し、新たなトレンドと可能性を提案します。 

 
 

Cuisine（料理）とArt（芸術）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
料理を芸術の域まで高めたいという願いが、Cuisinart というネーミングに込められています。  
1973年にアメリカで生まれたクイジナートは、発売以来、世界中のプロの厨房、家庭のキッチンで絶大な支持を受けてきました。 
高性能と便利さを追求したクイジナートの『Food Processor』ですが、今や辞書（※2）で“Cuisinart”を検索すると“Food Processor”と出
てくるように、フードプロセッサーの代名詞として広く世界にその名を知られています。 
クイジナートのフードプロセッサーは日本で発売されて30年以上になり、現在では料理を愛するすべての方々の有能なアシスタントとして
活躍しています。              ※2 『ランダムハウス英和大辞典(小学館)』 『リーダーズプラス(研究社)』 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
▶▶▶ 一般の方からのお問い合わせ先 
コンエアージャパン合同会社 
〒107-0062 東京都港区南青山1-15-41 
TEL : 03-5413-8351（10:00~18:00 土日、祝日除く） 
URL : http://www.cuisinart.jp 
 

ハンドブレンダーや画期的なキッチン家電で業界を牽引するクイジナート。 
今後も新たなライフスタイルを提案する新製品が続々登場します。ご期待ください！ 
 

パワフルでなめらか仕上げ！コードレス充電式パーソナルブレンダー RPB-100J 

 

 

     

使用時には 
ブレンダージャーに 
ブレードユニットを装着 

ふたを取り付ければタンブラーに！ 一杯分に丁度よい450mlサイズ 

通勤やお出かけにそのままGo! 
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▶▶▶ 喜んで取材をお受けいたします！ 
▶▶▶ 報道関係者からのお問い合わせ先 
株式会社エフ  PR担当：佐藤 智彦 
E-mail：sato@ef-inc.co.jp 
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洗い物を増やさず、後片付け
の手間も省きます 


