
ENGLISH

This spice mill has a stainless steel grinder, 
which makes it easy to grind dried herbs, 
spices and salt.

The mill is filled from the top. Use a screw 
driver, coin or similar to loosen the screw 
on top of the mill.

The dial on the base (see illustration) lets 
you set the mechanism to grind anywhere 
from coarse to fine.

Wipe the mill with a damp cloth. Clean the 
grinding mechanism by grinding coarse salt 
in the mill, this is especially important after 
grinding oily spices such as pink pepper.

中文

此研磨机有一个不锈钢研磨器， 便于您研磨干的香
草、 调料和盐。

研磨机需要从上面放入需研磨的物品。 用螺丝刀、
硬币或类似物拧松产品顶部的螺丝。

底座上的调钮 （见图） 让您可以自由调节， 从粗
到细， 研磨各种调料。

用湿布擦拭研磨机。 研磨粗盐， 可以清洁淹没装
置， 尤其是在研磨粉胡椒等油性调料之后， 尤其
必要。

繁中

含鋼質研磨裝置，容易研磨乾燥香草植物、香料和
鹽。

用螺絲起子、硬幣或其他類似工具鬆開研磨器上面的
螺絲，即能裝入香料。

利用研磨器底部的刻度盤(如圖示)，設定研磨裝置，
以研磨出所需的顆粒粗細。

研磨器可用濕布擦拭乾淨。研磨裝置在研磨過含油香
料(如紅胡椒)之後，須以研磨粗鹽的方式清潔。

한국어

이 스파이스밀은 스테인리스 스틸재질의 그라인더
로 말린 허브, 스파이스, 소금 등을 쉽게 갈 수 있
습니다.

위를 열어서 내용물을 채우면 됩니다. 스파이스밀 
윗 부분의 나사를 드라이버, 동전 등으로 풀어 사
용하세요.

밑면의 다이얼 (그림 참고)은 갈리는 굵기를 선택하
는 데 사용합니다. 

젖은 천으로 스파이스밀을 닦으세요. 그라인드 장치
를 손질하려면 굵은 소금을 갈면 됩니다. 이는 핑크 
후추 등과 같은 기름이 많은 스파이스를 그라인드
한 후에는 꼭 필요합니다. 

日本語

このスパイスミルのグラインダーはステンレスス
チール製です。 ドライハーブやスパイス、 塩を
挽くのに適しています。

中身を入れるときは、 ドライバーやコインなどで
上部のネジを緩めてください。

底部のダイヤル （図参照） で、 粗挽きから細挽
きまで挽き具合を調節できます。

お手入れの際は、 湿らせた布で水拭きしてくださ
い。 グラインダー部分の汚れは、 粗塩を挽くこ
とできれいになります。 ピンクペッパーなど、
油気の多いスパイスを挽いたあとには、 このお手
入れは特に重要です。
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BAHASA INDONESIA

Penggiling ini memiliki gilingan dari baja, 
memberi kemudahan dalam mengiling 
bumbu kering, rempah-rempah maupun 
garam. 

Pengiling ini diisi dari bagian atas. Gunakan 
obeng, koin atau sekrup yang serupa untuk 
melonggarkan bagian atas penggiling. 

Gunakan tombol di bawah (lihat ilustrasi) 
memungkinkan Anda mengatur mekanisme 
untuk penggilingan kasar atau halus.

Lap pengiling dengan kain lembab. 
Bersihkan mekanisme penggilingan dengan 
menggiling garam kasar pada penggiling, 
ini sangatlah penting terutama setelah 
penggilingan rempah-rempah berminyak 
seperti lada merah muda.

BAHASA MALAYSIA

Pengisar rempah ini mempunyai pengisar 
keluli tahan karat yang memudahkan her-
ba, rempah dan garam yang kering dikisar.

Pengisar ini diisi daripada bahagian atas. 
Gunakan pemutar skru, duit syiling atau 
sesuatu yang boleh melonggarkan skru 
pada bahagian atas pengisar ini.

Butang pada tapak (lihat rajah) membenar-
kan anda menentukan mekanisme mengi-
sar daripada kasar hingga ke halus.

Lap pengisar dengan kain lembap. Bersih-
kan mekanisme pengisar dengan mengisar 
garam kasar di dalam pengisar, ini adalah 
penting terutamanya selepas mengisar 
rempah berminyak seperti lada merah 
jambu.

عربي

هذه المطحنة مزودة بطاحونة من الستينلس ستيل، 
مما يجعل من السهل طحن الورقيات المجففة 

والتوابل والملح. 

يتم تعبئة الطاحونة من أعلى .استخدمي مفك، 
قطعة نقود أو ما شابه لتحلي المسمار في أعلى 

الطاحونة.

القرص الموجود على القاعدة) انظري الشكل (يتيح 
لك ضبط آلية الطحن بدرجات مختلفة من خشن إلى 

ناعم.

امسحي الطاحونة بقطعة قماش مبللة .نظّفي آلية 
الطحن بطحن ملح خشن، وهذا يعد أمراً هاماً خاصة 

بعد طحن التوابل الزيتية مثل الفلفل الوردي.

ไทย

เฟืองบดท�ำจำกสแตนเลส ใชบ้ดของแข็ง อยำ่งสมนุไพร-
แหง้ เครือ่งเทศแหง้ และเกลอืไดง้ำ่ยดำย

ใสส่มนุไพรหรอืเครือ่งเทศทีจ่ะบดลงดำ้นบน โดยใช ้
ไขควง เหรยีญ หรอือปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชค้ลำยสกรไูด ้

แกนหมนุดำ้นลำ่ง (ตำมภำพ) ใชเ้ลอืกระดบัควำมละเอยีด-
ในกำรบด 

ใชผ้ำ้หมำดเชด็ท�ำควำมสะอำด และใสเ่กลอืเม็ดหยำบ-
ลงไปบดเพือ่ท�ำควำมสะอำดเฟืองบด หำกบดเครือ่งเทศ-
ทีม่นี�้ำมนัมำก เชน่ พรกิไทยสชีมพ ูจ�ำเป็นอยำ่งยิง่ทีต่อ้ง-
ท�ำควำมสะอำดเฟืองบดดว้ยเกลอื 
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