
バイタミックス ブレンダーカタログ
PREMIUM BLENDING EQUIPMENT



世界の一流ホテル、レストランのシェフも使用。
Vitamixのプロ仕様ブレンダー・ミキサー。

世界中で高い評価を得ているバイタミックス社のブレンダー。

高性能なモーターや撹拌力を高める工夫、さらに使い勝手を考慮した設計で、

スピーディに質の高い仕上がりを実現します。

通常のドリンクはもちろん、スムージーやフローズンドリンクなどあらゆるメニューづくりが可能。

プロ仕様のブレンダーとして、多くのシェフから厚い信頼を集めています。

「ツインベアリング」を採用
ブレードシャフトの回転がスムーズな
「ツインベアリング」を採用。
抜群の耐久性を誇ります。

Vitamix独自のブレード加工
レーザーカットによる1枚物のブレードに、
テフロンシールを施しました。
耐久性に優れた独自のブレード加工です。

撹拌力を高める独自の設計
強い撹拌力と流線型のコンテナーにより

「ボルテックス対流」を起こし、
ムラのない仕上がりを実現します。

簡単に分解洗浄ができ衛生的
専用工具「リテーナー」※で

ブレードアッセンブリーを取り外し、
すみずみまで清掃が可能です。

※ バイタプレップ3とバイタプレップXLに標準付属



サイレントブレンダー

驚くほどの静かさを実現した
業務用スムージーブレンダー。
他に追随を許さない静粛性、
安定した仕上がり、
スピーディーなサービスを実現。

洗練されたデザイン

● サウンドリダクション（消音）カバーにより、従来の
ブレンダーとは比較にならない「静かさ」を実現。
お客様により楽しい雰囲気の中でドリンクを楽しん
でいただけます。

● サウンドリダクションカバーには新開発のツイスト
ロック式を採用。回すだけで脱着が可能になり、
清掃が容易になりました。

● インターロックシステムにより、カバーが開いて
いるとパネルに「DOOR OPEN」表示が出ます。
これによりオペレーターが確実な作業を行えます。

● 34種類のメニューから6つのプログラムボタンに
登録。攪拌スピード、時間を調整して幅広いドリンク
メニューに対応。簡単な操作でいつも安定した
仕上がりを実現します。

● 「アドバンスコンテナー」はブレンディング時間
を短縮。注ぎやすいデザインでスピーディーな
サービスを可能にします。ブレードの耐用性も
さらに向上、時間・コストの削減を実現します。

● 独自のエアマネージメント技術によりモーターから
発生する音と熱を効率よく逃がします。マシンへの
負荷を軽減、高い耐用性、信頼性を約束します。

カウンタートップモデル
型式  69734 - ABCB
寸法●216ｍｍｘ272ｍｍｘ457ｍｍ

（間口・奥行・高さ）
定格電圧●単相100V　50/60Hz
消費電力●1,300Ｗ
重量●9.1kg
付属コンテナー容量●1.4Ｌ（型式70936）
希望小売価格
￥322,000（税別）

DRINK用

スピーディ＆スムーズに注げる
ユニークなデザインの

コンテナー

クリーミーな
フルーツスムージー

NEW



ドリンクマシーン
アドバンス

ドリンクマシーン
2スピードモデル

ハイパワーモーターで高速ブレンドを実現。
フローズンドリンクもスピーディに仕上げます。

スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、シェークなど粘度の
高いドリンクにおいても、優れたパフォーマンスを実現。メニューに
合わせて最適なプログラムを選べるオートタイマー機能が付いている
ので、きめの細かい、質の高いドリンクを短時間で提供可能です。注ぎ
やすく、スピーディなサービスができる「アドバンスコンテナー」を採用
しました。

1台であらゆるドリンクメニューに対応。
シンプルな機能のドリンクマシーン。

強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品質な
仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、
スムージーなどフローズンドリンクメニューをつくることが可能です。

DRINK用 DRINK用

型式 10196 - ABCB
寸法●203mm×229mm×460mm

（間口・奥行・高さ）
定格電圧●単相100V　50/60Hz
消費電力●900W
重量●5.8kg
付属コンテナー容量●1.4L（型式58669）
希望小売価格
￥156,000（税別）

型式 10095 - ABCB
寸法●185mm×220mm×440mm

（間口・奥行・高さ）
定格電圧●単相100V　50/60Hz
消費電力●900W
重量●5.2kg
標準装備●アクセラレーター
付属コンテナー容量●1.4L（型式58806）
希望小売価格
￥128,000（税別）

オートタイマー機能で均一で安定した
仕上がりを実現します。

氷を利用したフローズンドリンクも思いのまま。
メニューの幅が広がります。

スムージーなどのフローズンドリンクを
短時間で提供できます。

容量1.4Lへ
モーターがさらに
パワーアップ

汎用性の高い
ウェット

ブレード搭載



バイタプレップ3 バイタプレップXL

世界中のプロが認める
業務用高性能ブレンダー、
あらゆる素材を理想的に仕上げます。

待望の大容量高速ブレンダー
バイタプレップXL誕生。

バイタプレップの大容量モデル「バイタプレップＸＬ」は、一度に大量
の仕込み、ドリンク作りをこなすので作業効率があがり、より多くの
お客様へのサービスが可能になります。バイタプレップＸＬはフロー
ズンドリンクからソース、ペースト、ピューレなど幅広い目的に利用
できます。

● 素材や仕上がりの好みに応じて、ブレードの回転速度を自由に変えられます。
混ぜる、刻む、挽く、捏ねる、砕くなど使い勝手は様々です。

● ツインベアリング採用のウエットブレードを装備、抜群の耐久性を誇ります。

● これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材も「ボルテックス
対流」効果により短時間で理想的な状態に仕上げます。

● お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。

● キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。

● 標準装備のアクセラレーターでコンテナー内の対流をコントロールし、粘度の
高い素材の攪拌効果を高めることができます。

● 標準装備の専用工具「リテーナー」でコンテナー部分の分解が可能です。清掃
が簡単にでき衛生的です。

● 電源は単相100Ｖ。カウンターの上に簡単に設置することができます。

● パワフルなモーターでトマトなどデリケートな食材も、肉のメンチなど粘度の
高い食材も素晴らしい状態に仕上げます。

● コンパクトなデザインながら最大で5.6Ｌのメニュー作りが可能です。

● お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムー
ジーなどのフローズンドリンクを作ることができます。

● 攪拌中にリッドプラグを外して調味料、トッピングを投入することができます。

● 食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度を変えることができ
ます。

● パルスボタンがついているので、手動でブレードの回転を入り切りするジョグ
運転ができます。

● カバーにはマグネットセーフティー
装置がついており、安全に作業でき
ます。

● 高濃度、高粘度の食材の攪拌には
標準装備のアクセラレーターを利用
できます。

● 標準装備の専用工具「リテーナー」
でコンテナーからブレードを外せる
ので清掃が簡単にできます。

アクセラレーター

ブレンディング中コンテナー内の対流を
コントロールし、撹拌効果を高めます。

DRINK用 DRINK用仕込用 仕込用

型式 10087- ABCB
寸法●203mm×229mm×514mm

（間口・奥行・高さ）
定格電圧●単相100V　50/60Hz
消費電力●975W
重量●5.9kg
標準装備●リテーナー、アクセラレーター
付属コンテナー容量●2L（型式58626）
希望小売価格
￥158,000（税別）

型式 10272
寸法●314ｍｍｘ483ｍｍｘ473ｍｍ

（間口・奥行・高さ）
定格電圧●単相100V　50/60Hz
消費電力●1,300W
重量●22.7ｋｇ
標準装備●リテーナー、アクセラレーター
付属コンテナー容量●5.6Ｌ（型式15899）

　　●2L（型式15894）
希望小売価格
￥498,000（税別）

刃の回転速度を調節し、素材に応じた
撹拌が可能です。

強い撹拌力と流線型のコンテナーにより
「ボルテックス対流」を起こし、ムラの
ない仕上がりを実現。

熱いものも冷たいものも攪拌できます。

フロントデザイン
変更で

操作感アップ



お問い合わせは親切とサービスの下記取扱店へ

仕様は予告なしに変更されることがあります。 08.20/ J / IP

バイタミックスブレンダー専用コンテナー

バイタプレップ3用コンテナー
型式 58626
● 2.0Lコンテナー
● ウェットブレード
● ラバー製リッド リッドプラグ（中ブタ）付
希望小売価格
￥28,000（税別）

バイタ
プレップ3

バイタプレップ3用コンパクトコンテナー
型式 16211
● 0.9Lコンテナー
● ウェットブレード
● ラバー製リッド リッドプラグ（中ブタ）付
※バイタプレップ3のオプションです。
希望小売価格
￥28,000（税別）

バイタ
プレップ3

エアレーティングコンテナー
型式 62947
● 0.9Ｌコンンテナー
● エアレーティング用ブレード
● ラバー製リッド リッドプラグ（中ブタ）付
● アクセラレーターミニ付
希望小売価格
￥29,000（税別）

バイタ
プレップ3

サイレント
ブレンダー

ドリンク用コンテナー（アイスブレード）
型式 58807
● 1.4Lコンテナー
● アイスブレード
● ラバー製リッド リッドプラグ（中ブタ）付
希望小売価格
￥28,000（税別）

サイレント
ブレンダー

ドリンクマシーン
アドバンス

ドリンクマシーン
2スピードモデル

ドリンク用コンテナー（ウェットブレード）
型式 58806
● 1.4Lコンテナー
● ウェットブレード
● ラバー製リッド リッドプラグ（中ブタ）付
希望小売価格
￥28,000（税別）

ドリンクマシーン
2スピードモデル

バイタプレップXL用コンテナー
2.0L XLコンテナー
型式 15894
● 2.0Lコンテナー
● XLブレード
● ラバー製リッド リッドプラグ（中ブタ）付
希望小売価格
￥39,000（税別）

バイタ
プレップXL

バイタプレップXL用コンテナー
5.6L XLコンテナー
型式 15899
● 5.6Lコンテナー
● XLブレード
● ラバー製リッド リッドプラグ（中ブタ）付
希望小売価格
￥85,000（税別）

バイタ
プレップXL

アドバンスシリーズ専用コンテナー
0.9L アドバンスコンテナー
型式 58667
（ドリンクマシーンアドバンス用）

1.4L アドバンスコンテナー
型式 58669
（サイレントブレンダー用）
（ドリンクマシーンアドバンス用*）

● 0.9Lまたは1.4Lコンテナー
● アドバンスブレード
● ラバー製リッド リッドプラグ（中ブタ）付
希望小売価格
￥32,000（税別）
*ドリンクマシーンアドバンス＃10196-ABCBのみ

サイレント
ブレンダー

ドリンクマシーン
アドバンス

アドバンスシリーズ専用コンテナー
（ワンピースリッド）
1.4L アドバンスコンテナー
型式 70936
（サイレントブレンダー用*）

● 1.4Lコンテナー
● アドバンスブレード
● ラバー製リッド
希望小売価格
￥32,000（税別）
*サイレントブレンダー＃69734-ABCB用

サイレント
ブレンダー

希望小売価格は2023年4月1日改定価格


