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カラフェ組立手順

カラフェの正しい使用方法は、12ページの手順を参照してください。

カラフェ回路の清掃メンテナンス方法は、36 ページを参照してくだ
さい。

カラフェの分解、清掃方法は 41 ページを参照してください。

初回使用時、および長時間使用しない場合には、カラフェをきれいに洗浄して下さい。

カラフェの徹底した衛生管理と洗浄は、正確な動作を保証し、衛生上の問題を解決します。





製品仕様

電圧

消費電力

電源

本体材料

サイズ（幅×高さ×奥行）

重量

電源コードの長さ

コントロールパネル

水タンク容量

コーヒー豆容器容量

ポンプ圧力

ボイラー

コーヒーグラインダー

一杯あたりのコーヒー豆量

コーヒーカス受け容量

安全装置

100 V

1000 W

50/60 Hz

熱可塑性プラスチック / ステンレス

282 x 385 x 428 mm

17kg

1200 mm

正面

1.6ℓ（取り外し可能）

350ｇ / コーヒー豆

15 気圧

ステンレス

セラミック

約 7～ 10.5ｇ

15 杯

ボイラー圧力安全弁 / 2 重安全サーモスタット



≪ 警　　告 ≫

電化製品を使用する場合、次の事項を含め、基本的な安全上の注意事項を必ず守って
下さい。

 1. 取扱説明書を必ず読んで下さい。

 2. マシンは使用中、高温になりことがあります。
   高温になる個所に触れずハンドルまたはつまみを使用してください。

 3. 火災、感電、人身傷害を避けるために、コード、プラグ等を水やその他の液体に
浸さないでください。

 4. マシンを子供の近くで使用される場合、近くでの監督が必要です。

 5. 未使用時や清掃時はコンセントからプラグを抜いてください。
   部品の取り外しや、マシンを清掃する前には、マシンを充分冷ましてから実行し

てください。

 6. マシンやコード、プラグが故障・破損しているものは絶対に使用しないでくださ
い。マシン等の検査、修理、整備のため、フジ産業（株）三郷センターに連絡してく
ださい。

 7. メーカー推奨以外の付属品を使用しないでください。
  火災、感電、人身事故につながる可能性があります。

 8. 屋外では使用しないでください。

 9. コードをテーブルやカウンターの端にかけたり、マシンの高温になる個所に触れ
させないでください。

 10. ガス・電気コンロの上や近くにマシンを置かないでください。また、オーブンに
  入れないでください。

 11. マシン起動時にはプラグをマシンに接続してからコードをコンセントに接続し
てください。

　　ＯＦＦ時には電源スイッチを切ってから、プラグをコンセントから抜いてくださ
い。

 12. マシンを本来の目的以外に使用しないでください。

 13. 上記の項目を厳守してください。



≪ 注　　意 ≫

清掃やメンテナンス以外の作業は、フジ産業 (株 )三郷センターで行ってください。

マシンを水に浸さないでください。火災や感電の危険を避けるため、分解しないでく
ださい。

マシン内の部品は販売、譲渡しておりません。修理は認定サービス技術者のみが行っ
てください。

1. 銘板に示されている定格電圧が、使用家屋の電圧と一致することを確認して
ください。

2. 水タンクにはお湯を入れないでください。冷水のみを使用してください。

3. マシン稼働中は手やコードをマシンの高温部分に近づけないでください。

4. 清掃時、研磨剤や効き目の強い洗浄剤を使用しないでください。

5. コーヒーを美味しく抽出するために、浄水またはボトル入りの水を使用して
ください。

6. キャラメル、フレーバーコーヒー豆は使用しないでください。

≪ 電 源 コ ー ド の 説 明 ≫

Ａ. 電源コードのねじれ、引っかかり等のリスクを軽減するために、短い電源コード

を使用しています。

Ｂ. 延長コードの使用は可能ですが、設置や接続に注意してください。

Ｃ. 延長コードを使用する場合は、

1. 延長コードの定格電圧が、マシンの定格電圧と同じである必要があります。

2. 電源コードの形状と一致した、延長コードを使用してください。

3. カウンターやテーブルの上から延長コードを垂らさず、子供が引っ張ったり

乗り越えたりする恐れがない場所に設置してください。



マシンには安全機能が装備されておりますが、安全上の注意をよく読み、その指

示に従ってください。誤った操作をすると、マシンが破損する恐れがあります。

取扱説明書は安全な場所に保管し、マシンを使用するすべての人が閲覧できるよ

うにしてください。

マシンを安全に使用するために

‒　マシンを接続する前に、銘板に表示されている電圧が、使用家屋の

電圧と一致することを確認してください。

‒　アース付きのコンセントを使用してください。

‒　電源コードをテーブルやカウンターの端にかけたり、高温になる個

所に触れさせないでください。

‒　感電の危険を避けるため、マシン、電源コード、プラグを水やその

他の液体に浸さないでください。

‒　電源コードのコネクタに液体を注がないでください。

‒　火傷の危険を避けるため、スチーム / 給湯口を身体に向けないでく

ださい。

‒　マシンの高温になる個所に触れないでください。ハンドルやノブを

使用してください。

‒　以下の場合、マシン背面にある電源スイッチを「OFF(Ｏ)」にし電源を

切ってから、電源プラグをコンセントから取り外してください。

・故障が発生した場合。

・長時間使用しない場合。

・マシンを清掃する場合。

‒　電源コードを抜く場合、コードではなくプラグを引張って下さい。

‒　濡れた手で、電源コードに触れないでください。

‒　マシンや電源コードが損傷している場合は、マシンを使用しないで

ください。

‒　マシンや電源コードを改造しないでください。

‒　マシンの修理は、フジ産業 ( 株 ) 三郷センター以外では行わないで

ください。

‒　８歳未満の子供はマシンを使用しないでください。

‒　マシンの操作や危険性に精通した大人が監督する場合、８歳以上の

子供、身体的・感覚的・精神的能力が低下した方、経験や知識がない

方でもマシンの使用が可能です。

警　告

一般事項



‒　マシンの清掃およびメンテナンスは、８歳以上でマシンに精通した

大人の監督がない限り、子供が行ってはいけません。

‒　マシンと電源コードは８歳未満の子供の手が届かないところに保管

してください。

‒　子供がマシンで遊ばないよう、監督する必要があります。

‒　豆容器（コーヒーグラインダー）に指やコーヒー豆以外の物を入れな

いでください。

‒　給湯時、先に熱いお湯が噴き出すことがあります。給湯が完全に終

了するまでお待ちください。

‒　マシンは常に平らで安定した場所に、直立姿勢で設置してください。

‒　マシンをホットプレートの上や、オーブン、ヒーターなどの熱源の

側に置かないでください。

‒　焙煎されたコーヒーのみ豆容器に入れてください。インスタントコー

ヒーや生豆、コーヒー豆以外の物を豆容器に入れると、マシンに損

傷を与える原因になります。

‒　部品の脱着をする前にマシンを冷却させてください。使用直後はマ

シンの過熱面が熱を持っている可能性があります。

‒　マシンの故障の原因になりますので、水タンクにはお湯、炭酸水は

入れないでください。冷水を使用してください。

‒　マシンの清掃に研磨パット、研磨剤、強力な液体（ガソリン、アセト

ンなど）を使用しないでください。水で湿らせた柔らかい布を使用し

てください。

‒　定期的にカルキ洗浄作業を行ってください。マシンにはカルキ洗浄

作業が必要なタイミングを知らせる機能があります。カルキ洗浄作

業を行わないと、マシンが正常に作動しなくなる可能性があります。

この場合、修理は保証対象外となります。

‒　マシンを０℃以下の環境で保管、使用しないでください。内部の残

留水が凍結し、マシンが破損する可能性があります。

‒　長時間マシンを使わない場合、水タンクを空にしてください。

‒　他メーカーの付属品や部品を使用しないでください。故障の原因と

なり、その場合、保証対象外となります。

‒　定期的な清掃とメンテナンスはマシンの寿命を延ばし、コーヒーの

品質と味を最適に保ちます。

注　意

一般事項



‒　マシンは使用する度に湿気やカルキなど、色々なダメージを受けて

います。取扱説明書に記載している定期的な清掃、メンテナンスを

行うことが非常に重要です。これらの作業を実行しない場合、マシ

ンの故障の原因となります。この場合の修理は保証の対象外となり

ます。

‒　食器洗い機でマシンの部品を洗浄しないでください。

‒　ブルーイングユニットは布で拭かないでください。

‒　カルキ洗浄作業中に排出された溶液は飲まないでください。

‒　粉末コーヒー投入口に粉末コーヒー以外の物を入れると、マシンに

重大な損傷を与える恐れがあります。この場合、修理は保証対象外

となります。

‒　飾り棚やキャビネットに入れ、マシンを使用しないでください。マ

シンに損傷を与える可能性があり、この場合、修理は保証の対象外

となります。

‒　マシンは一般家庭での使用を目的としています。店舗、オフィス、

農場等の環境では使用できません。

‒　抽出前に高温のミルクとスチームが噴出する可能性があります。火

傷の危険を避けるため、ミルクカラフェを取り外すときは、すべて

の動作が終了するまでお待ちください。

ミルクカラフェについて

警告

‒　カプチーノなどのミルクメニュー、またはフォームミルクを抽出す

る前に、ミルクカラフェが設置されていること、ミルク抽出口が所

定の位置にあることを確認してください。

‒　ミルクカラフェには、ミルクと水（洗浄用）以外の液体を入れないで

ください。

‒　ミルクカラフェの洗浄に食器洗い機は使用しないでください。

注意
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22 一般事項

一般事項

本製品はコーヒー豆を使用しエスプレッソやコーヒーを抽出するのものであり、スチームや給湯機能も備

えています。

取扱説明書の利用方法

電源コードの取扱い

本書（取扱説明書）を安全な場所に保管し、エスプレッソマシンを使用する全ての人が利用できるようにし

てください。詳しい情報については弊社サービスセンターにお問い合わせください。

フジ産業株式会社　三郷センター：TEL 048-949-2888

取扱説明書は紛失しないように保管してください。

・電源コードのねじれ、引っかかりなどを防止するため、短い電源コードを使用しています。

・延長コードの使用は可能ですが、以下の項目をしっかり確認してからご利用ください。

a. 延長コードに記載されている定格電圧が、マシンの定格電圧と同じものを使用してください。

b. 延長コードを子供が引っ張ったり、引っかけたりしないよう、カウンターやテーブルから垂れ下がら

ないように設置してください。

c. 電源コードの形状と一致した、延長コードを使用してください。

・マルチソケットは使用しないでください。

注意：以下の原因に起因する損傷には責任を負いかねます。
・本来の目的に反する、誤った使用による場合。
・認可されたサービスセンター以外で修理を行った場合。
・電源コードを改造した場合。
・マシンの一部を改造した場合。
・純正品以外のスペアパーツ、付属品を使用した場合。
・0℃ 以下の環境でマシンを使用、もしくは保管した場合。
・除石灰作業を行わなかった場合。

これらの場合、保証は無効となりますので、あらかじめご了承ください。

左の警告マークは、使用者の安全に関する重要な注意点を示します。

重大な障害を避けるため、これらの注意をしっかりと守って下さい。



3マシン構成部品と付属品 － コントロールパネル

マシンの概要と付属品

水タンクと水タンクフタ

カップウォーマープレート

粉末コーヒー投入口

サービスドア

ＧＢＳ（ガジア・ブルーイング・システム）ダイヤル

スチーム・給湯ノズル

ドリップトレイ浮き

豆容器と豆容器フタ

豆の挽粗さ調整ダイヤル

コントロールパネル

ミルクカラフェノズル

コーヒー抽出口

ドリップトレイと目皿

ブルーイングユニット 

カス容器とカス容器カバー

ドレイントレイとドレイントレイフタ

サービスドアボタン

電源スイッチ

電源コードソケット

ミルクカラフェ

粉末コーヒー用メジャースプーン

クリーニングタブレット

ブルーイングユニット用グリース

カルキ洗浄溶剤

電源コード

インテンザ浄水フィルター

クリーニング用ブラシ

カラフェノズルキャップ

コーヒーマシン専用合成洗剤

コントロールパネル

このコントロールパネルは、すべての機能を使いやすいように設計されています。

エスプレッソボタン エスプレッソボタン

ラテマキアートボタンコーヒーボタン

ホットミルクボタンロングコーヒーボタン

クリーニングボタンスチーム・給湯ボタン

コーヒー豆量・粉末コーヒーボタンファンクションボタン

スタンバイボタン

1 
2
3 
4 
5 
6
7
8
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24 設置

セットアップ

本製品の電源を入れる前に、マシン背面下の電源ボタンが “０”の位置にあることを確認してください。

右上のカバーを開き、豆容器
フタを外してください。

豆容器に豆をゆっくり入れて
ください。豆容器フタを元に
戻し、カバーを閉めてくださ
い。

左上カバーを開き、水タンク
フタを外してください。

水タンクのハンドルを握り、
水タンクを取外してくださ
い。

水タンクに新鮮な水を入れて
ください。“ＭＡＸ”ライン以
上に水を入れないでくださ
い。水タンクをマシンに戻し
ます。

電源ボタンを“Ｉ”位置に押
し、マシンの電源を入れてく
ださい。

ディスプレイ画面上のＬＥＤラ
ンプが赤い点滅を繰り返しま
す。スタンバイボタンを押し、マ
シンを起動してください。

適温になると、マシンは内部
水経路の自動すすぎを行い、
コーヒー抽出口より少量の
水が出ます。自動すすぎが終
了するまでお待ちください。
コントロールパネルのディ
スプレイにメニュー画面が
表示されます。

本製品の背面にある電源コー
ドソケットに電源コードを差
込、プラグをコンセントへ差
し込んでください。

初めて電源を入れたときのみ、ディスプレイに言語設定画面が表示されます。

日本国内では、出荷前点検時に日本語に設定していますので表示されません。

1

4

7 8

5 6
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5
言語設定

言語を設定することができます。言語設定により、設定した国の代表的なメニューのパラメーターを自動的

に変更します。言語設定が行われない場合、次回の起動時に、言語設定メニュー画面が表示されます。日本国

内では出荷前点検時に日本語に設定していますので、「３」からの表示が開始されます。

図の矢印が付いたボタン
（↑/↓）に対応したボタンを
押すことで、言語を設定して
ください。

ＯＫボタンを押してくださ
い。

マシンがウォーミングアップ
を開始します。ウォーミング
アップが終了するまでお待ち
ください。

ウォーミングアップが終了す
ると、内部水経路のすすぎを
行います。“ ストップ ”ボタ
ンを押すことで、自動すすぎ
を停止することができます。

少量の水がコーヒー抽出口よ
り抽出されます。すすぎが終
了するまでお待ちください。

マシンの使用準備が整いまし
た。

5

ITALIANO

ITALIANO CH

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTOGUÊS

1 ITALIANO

ITALIANO CH

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTOGUÊS

2

4 15/01/10
10:386

3
ジュンビチュウ

ススギチュウ
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初めての使用と長期間使用しなかった場合

本製品を初めて使用する場合と長期間使用しなかった場合は、以下の手順を実施してください。

お気に入りのコーヒーをお楽しみいただくため、いくつかの簡単な作業が必要になります。

コーヒー抽出口の下に大きな
容器を置いてください。

図２のアイコンが表示されるま
で、繰り返し豆量・粉末コーヒー
ボタンを押してください。

ロングコーヒーボタンを押し
てメニューを選択してくださ
い。

粉末コーヒーをいれずに“Ｏ
Ｋ”ボタンを押してくださ
い。コーヒー抽出口より水が
出ます。

コーヒー抽出口のすすぎが終了
したら、容器をスチーム・給湯
ノズルの下に移動してくださ
い。

“１．スチーム・給湯ボタン”
を押してから、“２．ファンク
ションボタン”を押してくだ
さい。スチーム・給湯ノズル
よりお湯が出ます。

ストップボタンを押すことで
給湯を中断することができま
す。
終了後、容器を取り外し空に
して下さい。

ステップ５から７までの手順を
水タンクが空になるまで繰り返
し行ってください。

水タンクに新鮮な水を入れて
ください。お気に入りのコー
ヒーを抽出する準備が整いま
した。

9

1

5

15/01/10
10:38
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6
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5
7

1
2

オユ

ヒイタ コーヒーコナヲ イレテ
　　ＯＫヲ オシレクダサイ

アメリカン タイプ
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インテンザ浄水フィルター

使用する水の品質を良くし、マシンの寿命を長持ちさせるために、浄水フィルターの取り付けを推奨します。
取り付け後、浄水フィルターの設定に進んでください。設定すると浄水フィルターの交換時期を知らせます。

（Ｐ３０“水の設定”を参照）

浄水フィルターをパッケージから取り出し、逆さに（開口部を上に）して水の中に入れ、側面を軽く押して気
泡を追い出してください。

水タンクの底にある白いフィ
ルターを取外し、ホコリが付
着しないように乾燥した場所
に保管してください。

インテンザろ過レベルを設定
します。
Ａ＝軟水（日本国内ではＡが標準です）
Ｂ＝中程度
Ｃ＝硬水

空の水タンクにインテンザを
取付けてください。インテン
ザのマークと水タンクの溝を
合わせて挿入し、しっかりと
押し込んでください。

水タンクに新鮮な水を入れ、
マシンに取り付けます。

スチーム・給湯ノズルの下に
容器を置いてください。

“ マシン設定 ”ボタンを押し、
“ミズ　セッテイ”を選択、“フ
ィルターノ　シドウ ”で“Ｏ
Ｋ”ボタンを押してください。

“ＯＫ”ボタンを押してくだ
さい。

“ＯＫ”ボタンを押し、新しい
浄水フィルターが挿入された
ことを確認してください。

確認のため、“ＯＫ”ボタンを
押してください。サイクル終
了後、容器を取外してくださ
い。

注意：この手順を終えた後はディスプレイが自動的に初期メニューに戻ります。
インテンザ浄水フィルターを装着しない場合は、取り外した白いフィルター（手順１参照）を水タンク
に挿入してください。

1

4 5

32
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OFF

6

7 8 9
フィルターヲ シドウ サセマスカ

ミズ セッテイ

　 　ミズノ フィルターヲ

 　ソウニュウシテ タンクニ

 ミズヲ イレテイレテクダサイ

オユノ パナレロノ シタニ

ヨウキヲ オイテクダサイ

フィルターノ シドウ フィルターノ シドウ

ミズノ コウド

フィルターノ ジュンビ

フィルターノ シドウ

ミズ セッテイ



28 調整

一杯あたりのコーヒー豆量の設定

コーヒーの濃さの調整（ＧＢＳ）

各メニューごとにコーヒーの豆量を調整することができます。

メニューごとの豆量調整は“Ｐ２２飲料メニュー”を参照してください。

一時的にコーヒー豆量を変更することも可能です。この豆量の変更は変更直後に抽出するコーヒーのみに

適用されます。

一時的に豆量を変更する場合、コントロールパネルの“ コーヒー豆量・粉末コーヒーボタン ”を押してく

ださい。

ＧＢＳ（ガジア・ブルーイング・システム）ダイヤルを回すだけで抽出するコーヒーの濃度を、マイルド・

ミディアム・ストロングに無段階で調整できます。

ＧＢＳ 抽出システム

ＧＢＳ抽出システムはコーヒーの充満度を調整するシステムで、抽出中のコーヒーを調整することも可能

です。

※電源を切る際には、ＧＢＳダイヤルを初期値（左方向）に

　回してください。

21

MEDIUM 
COFFEE

STRONG 
COFFEE

MILD 
COFFEE

 = マイルド

 = ミディアム

 = ストロング

 = 粉末コーヒーを使って抽出
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ＧＡＧＧＩＡ 適応システム

コーヒーは植物の種子であり、その特徴はブレンドと焙煎、原産地によって異なります。
本製品はお気に入りのコーヒー豆をさらに美味しく抽出するために、豆量の自動調整システムが装備され
ています。

・コーヒーの抽出を最適化するためにマシンが自動的に調整を行い、コーヒー豆に対する最適な圧縮が得
られることにより、使用されるコーヒーの種類にかかわらず、最高の香りがするクリーミーなエスプレ
ッソを抽出します。

・最適化のプロセスは、マシンの引いたコーヒーの粗さを調整し学習するため、数杯のコーヒー抽出を必
要とします。

・挽き粗さ調整ダイアルで豆の挽き粗さ調整をした場合、再度の最適化のため数杯のコーヒ抽出が必要に
なります。

コーヒーグラインダー挽き粗さ調整

使用するコーヒー豆の種類に合わせてコーヒーグラインダーの挽粗さを調整できます。

注意！：コーヒーグラインダーの挽粗さ調整は、グラインダーが回転しているときに行ってください。

挽き粗さの調整は、豆容器内の挽き粗さ調整ダイヤルで行います。

豆容器フタに表示されている目印に従い、挽き粗さ調整ダイヤルを押しながら回してください。

挽き粗さ調整ダイヤルは１度に１目盛りずつ回し、２～３杯のコーヒーを抽出して味の変化を確認してくだ

さい。

押しながら回してください。 粗挽き 細挽き

A B C



210 調整

コーヒー抽出口を奥に押し込むことで、より大きなカップを使用す
ることができます。

小さいカップ 大きいカップ

コーヒー抽出口調整

コーヒーを抽出する前に、カップの種類によって抽出口の高さを調整することができます。

調整するには、図のように抽出口の左右を手で持ち上下に動かしてください。

1 2 3

4
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スタンバイモード

電源が入ったまま４８０分間、何も作業しなかった場合、節電機能が作動し自動的にボイラーの加熱と全て

の電源が切れ、電源消費量は最低まで下がります。

再び使用を開始するには、マシン正面上部にあるスタンバイボタンを押すか、いずれかのボタンを押してく

ださい。

ボイラーが冷え切っている場合は、解除後立ち上げ時と同様に自動洗浄を行います。

また、スタンバイボタンを３秒以上押し続けると、手動でスタンバイモードへ切り替えることもできます。

再度、使用を開始するには次の作業を行ってください。

※電源を切る際は、マシンをスタンバイモードにしてから、内部自動洗浄が実行されたのを確認後、マシン背

面の電源スイッチをＯＦＦにしてください。この際、ＧＢＳダイヤルは目いっぱい左に回してください。

　（ＧＢＳダイヤルの●マークが最小の位置）

スタンバイモード中は図Ａの
スタンバイボタンのＬＥＤが
赤点滅になります。

スタンバイモードは、サービスドアが開いたままでは作動しません。

スタンバイモードの作動時間は、Ｐ28 の“ カレンダー設定 ”で変更す

ることができます。

コーヒーの抽出を行っていた場合、３時間後にマシンはすすぎ作業を行

います。

“ＳＴＯＰ”ボタンを押すことで、すすぎ作業を中断することができます。

コントロールパネルのいずれかのボタンを押す。

サービスドアを開ける（ドアを閉じるとスタンバイモードになりま

す）。

設定したパワーオンタイマーが作動した場合。

A1 
2 

3 

1 
2 

3 



212 ミルクカラフェの使用

おいしいカプチーノやラテマキアートなど様々なミルクメニューが抽

出でき、ふわふわのミルクフォームを簡単に作ることができるミルクカ

ラフェが標準で付属されています。

注意：ミルクカラフェを使用する前に、よく洗浄して清潔にして下さい。

カラフェにミルクが残っている場合、生ぬるく不衛生でないか確認して

ください。

カラフェは簡単に取外せ、冷蔵庫に収納することができます。いつでも

冷えたミルクからミルクフォームを作ることができます。

使用するごとにハンドル（パナレロ）を元に戻せば、ミルクラインが自動

的クリーニングされます。“ＣＬＥＡＮ”ボタンを押すことで手動クリー

ニングもできます。

カラフェは構成部品を良く洗浄し、最良なミルクフォームができるよう

清潔に保ち、最低１日１回は取外して洗浄してください。

注意：１日以上、カラフェにミルクを入れて保管しないようにしてくだ 

　　　さい。（冷蔵庫での保管でも不可）

A = カラフェ穴
B = カラフェピン

C = ミルクカラフェノズル
D = カラフェピンガイド

左右のボタンを押しながら上
に持ち上げてフタを取外して
ください。

カラフェを前方に傾けて挿入
してください

ハンドル（パナレロ）を時計方
向に回し、ロックを解除して
ください。

フタを元に戻し、密閉されて
いることを確認してくださ
い。ハンドル（パナレロ）を中
央の位置に戻してください。

ミルクカラフェノズルから保
護キャップを外し、清潔な場
所に保管してください。紛失
防止保護キャップの為に、写
真のように水タンクのフタに
キャップを入れることを推奨
します。

カラフェに冷えたミルクを入
れてください。ミルクはカラ
フェに表示されている“ＭＩ
Ｎ”と“ＭＡＸ”のラインの
間になるよう注いでくださ
い。

I

II

1 2 3

4 5 6

A

B
B

C

D
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カラフェの取り外し

カラフェの底を手前に持ち上げるようにドリップトレイの穴（Ｅ）
から外れるまで引き上げ、取り外してください。

カラフェを無理に傾けようとしないでください。

以下の手順に従ってカラフェをマシンから取り外します。

カラフェを無理に傾けようとしないでください。

Ｅの穴にしっかりはまってい
ることを確認してください。

この段階では、カラフェの穴
（Ａ）は、カラフェノズル（Ｃ）
よりも下にあります。
カラフェピン（Ｂ）は、ガイド

（Ｄ）と同じ位置にあります。

図７の状態のまま奥へ押し込み、カラフェの底をドリッ
プトレイの穴（図９ーＥ参照）にはめ込みます。

注意： ・使用後は、カラフェをマシンから取り外し冷蔵庫で保管してください。
 ・カラフェを室温で長時間放置せず、使用後１０分以内に冷蔵庫へ保管してください。
 ・ミルク製造元の指示に従い冷蔵保管し、賞味期限以降は絶対に使用しないでください。
 ・１日以上、カラフェにミルクを入れたまま冷蔵庫で保管しないでください。
 ・１日１回は“ミルクカラフェのクリーニング”を行いカラフェを洗浄してください。

21

8

9

7
C

D
A

B B

E



214 コーヒーの抽出

この手順は、エスプレッソの抽出手順です。通常のコーヒーを抽出する場合は、エスプレッソ以外のボタン

を押してください。大きなコーヒーカップを準備しコーヒーがこぼれないように注意してください。

カップ２杯のコーヒーを抽出するには、ボタンを２回連続で押してください。１杯目は通常の半分の量を

抽出し、２杯目の抽出の準備のために抽出を一時中断しますが、自動的に２杯目の抽出を開始します。

設定された１杯当たりのコー
ヒー抽出量を抽出します。

抽出を途中で止めたい場合は、“ス
トップ”ボタンを押してください。

設定された１杯当たりのコー
ヒー豆量を挽きます。

通常のコーヒーなどを抽出す
る場合は、大きなカップを置
いてください。

抽出するコーヒーメニューの
ボタンを押してください。１
杯の場合は１回、２杯の場合
は２回連続で押してくださ
い。

コーヒー抽出口の高さを調整
し、カップを置きます。２杯抽
出する場合は、２つのカップ
を置いてください。

コーヒー抽出量の調整は、Ｐ２１、Ｐ２２を参照してください。

エスプレッソ／ロングコーヒー

1 2
15/01/10
10:38

3

ESPRESSO5

ESPRESSO6

ESPRESSO4
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カラフェの取り外し

“ＯＫ”ボタンを押し、新しい
浄水フィルターが挿入された
ことを確認してください。

コーヒー抽出口の高さを調整
し、カップを１つ置きます。

粉末コーヒーのアイコンがデ
ィスプレイに表示されるまで
ボタンを数回押してくださ
い。

抽出するコーヒーメニューの
ボタンを押してください。

ディスプレイに、粉末コーヒ
ーを投入口に入れるように表
示されます。

粉末コーヒー投入口を押し開
いてください。粉末コーヒー
を、付属のメジャースプーン
を使って投入口に入れてくだ
さい。

エスプレッソ用粉末コーヒーのみを投入口に入れてください。

１回にメジャースプーンすり切り１杯のみの粉末コーヒーを入れてください。それ
以上入れるとマシンの故障の原因になります。２杯分の粉末コーヒーを入れて抽出
することはできません。

“ＯＫ”ボタンを押すとコー
ヒーが抽出されます。

注意： ・ ステップ４のメッセージが表示されてから３０秒以内に抽出が始まらなかった場合、
  メインメニューに戻り、　投入された粉末コーヒーをコーヒーカス容器に排出します。
 ・ 投入口に粉末コーヒーが投入されなかった場合、お湯が抽出されます。
 ・ 粉末コーヒーの投入量が多すぎる場合、またメジャースプーンすり切り１杯以上の
  粉末コーヒーを投入した場合、コーヒーを抽出せず粉末コーヒーは、コーヒーカス容器に
  排出されます。

粉末コーヒーによるコーヒー抽出

本機にて、粉末コーヒーを使用したコーヒー抽出が可能です。

粉末コーヒーは、マシン上部の投入口に入れます。エスプレッソ用粉末コーヒーの実を使用してください。

決して豆またはインスタントコーヒーを投入しないでください。

一度に抽出できるのは１杯のみになります。付属のメジャースプーンですり切り１杯を投入してください。

警告

1

5

2
15/01/10
10:38

3

4 6　　アメリカン タイプ

ヒイタ コーヒーコナヲ イレテ
ＯＫヲ オシテクダサイ

　　アメリカン タイプ

ヒイタ コーヒーコナヲ イレテ
ＯＫヲ オシテクダサイ
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1 2 15/01/10
10:38

3

CAPPUCCINO4

CAPPUCCINOA
CAPPUCCINO

B

CAPPUCCINO5 CAPPUCCINO6

　エコモード　オン

　エコモード　オン

ミルクメニューの抽出

ミルクの抽出を開始します。
“ ストップ ”ボタンを押すこ
とでいつでもミルクの抽出を
中断できます。

“＋”ボタンを押すことでミ
ルクの量を増やすことができ
ます。
ミルクフォームは追加されま
せん。

抽出を開始します。コーヒー
豆を挽き、ミルク抽出のため
ボイラーを加熱します。
この時は、エコモード機能（Ｐ
２６参照）が“ＯＮ”になって
います。

“ＯＦＦ”ボタンを押すとエコ
モードが“ＯＦＦ”に設定変更
されます。

エコモード機能が“ＯＦＦ”の
場合、コーヒーを抽出するボイ
ラー加熱時間が短縮されます
が、消費電力は増加します。

エコモード機能の再
起動は、“マシンメニ
ュー ”からのみ設定
することができます。

（Ｐ２６参照）

カラフェのハンドル（パナレ
ロ）を時計方向へ回し抽出ポ
ジションにします。

抽出するミルクメニューのボ
タンを押してください。１回
に抽出できるミルクメニュー
は１種類のみです。

ミルクメニューを入れるカッ
プを置いてください。

ミルクメニューを抽出する場合、ミルクを先に抽出し、後からコーヒーが抽出されます。
カップ２杯分を抽出することはできません。

ミルクメニューの抽出／カプチーノを入れる

ミルクを抽出する前に、ミルクやスチームが噴射することがあります。ミルク抽出が始ま
ったら、カップ、噴射口周辺等に手や顔を近づけたり触れないでください。ヤケドの原因に
なります。
ミルク抽出や自動すすぎが終了するまで必ず待機してください。途中でカラフェを外すと
ヤケドの原因になります。

警告
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クリーニングの最中にカラフェハンドルに触れないでください。ヤケドの原因になります。

ミルクの抽出が終わると、コ
ーヒーの抽出を始めます。コ
ーヒーの抽出は“ストップ”
ボタンを押すことで中断する
ことができます。

終了後、カプチーノが入った
カップを取り外し、カラフェ
のハンドル（パナレロ）を中央
の位置に戻します。

クリーニング終了後、ミルク
カラフェを取り外し、冷蔵庫
で保管します。

ラテマキアート、ミルクコーヒー、ホットミルクを作る手順も同様です。

8 9CAPPUCCINO7

数秒経過すると、カラフェ
は自動クリーニングを開
始します。

フォーミングの際の注意

最初の一杯、又は最後のラテから３０分以上の場合、スチームの管に蒸気が結露してお湯が溜
まることもあります。流し出すため、ラテボタンを押す前に、ミルクカラフェが閉まっている
状態で、クリーニングボタンを押してください。



218 クリーニングサイクル

クリーニングボタンを押しま
す。マシンがクリーニングを
開始します。

クリーニングが終了すると、
ミルクカラフェを取り外すこ
とができます。

ミルクカラフェをセットして
ください。カラフェのミルク
有無に関係なく、ミルクライ
ンのみクリーニングを行いま
す。

カラフェを挿入／取り外しするにはＰ１２～１３“ミルクカラフェの使用”を参照してください。

クリーニングボタンにより、いつでもスピーディーにミルクカラフェのクリーニングをコーヒー抽出の
前後に実施することができます。ミルクの有無に関係なく、常にミルクラインを清潔にクリーニングでき
ます。

1 32
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スチーム・給湯ノズルの下に
容器を置いてください。

スチーム・給湯ボタンを押し
てください。

給湯ボタンを押してくださ
い。

給湯ボタンを押すと、あらか

じめ設定された量のお湯が出

ます。

“ＳＴＯＰ”ボタンを押すこ
とで、給湯を中断することが
できます。

給湯が終了したら、お湯が入
った容器を取り外してくださ
い。

給湯が終わっても、お湯はスチーム・給湯ノズルに残っているため、少量のお湯が排出されます。
これは、マシンの仕様で故障ではありません。

給湯

給湯

初めに少量のお湯、スチームが噴射されます。スチーム・給湯ノズルに手や顔を近づけな
いでください。ヤケドの原因になります。
スチーム・給湯ノズルは高温になるので絶対に手で触れないでください。

警告

1

6

15/01/10
10:382

15/01/10
10:383

4 5

オユ マタハ スチームヲ
エランデクダサイ

オユ オユ
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“ＳＴＯＰ”ボタンを押すこ
とにより、スチームを終了す
ることができます。

スチームが終了したら、容器
を取り外してください。

スチームボタンを押し、適正
温度まで上がるとスチームの
噴射が始まります

スチーム・給湯ボタンを押し
てください。

スチームボタンを押してくだ
さい。

スチーム・給湯ノズルの下に
容器を置いてください。

スチーム機能でミルク、水、その他のドリンクを温めることができます。

スチームでドリンクを温める場合、容器の中でゆっくりと円を描くようにしてください。

スチーム機能

初めに少量のお湯、スチームが噴射されます。スチーム・給湯ノズルに手や顔を近づけな
いでください。ヤケドの原因になります。
スチーム給湯ノズルは高温になるので絶対に手で触れないでください。

警告

15/01/10

10:38

21

6

15/01/10

10:383

4 5

オユ マタハ スチームヲ
エランデクダサイ

スチームスチーム
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カプチーノを入れるカップを
置いてください。

カラフェのハンドル（パナレ
ロ）を時計方向へ回し抽出ポ
ジションにします。

カプチーノボタンを３秒間押
し続けてください。抽出量調
整プログラムが開始されま
す。

コーヒー豆が挽かれ、ボイラ

ーが加熱されます。

ミルクの抽出が始まります。
お好みの量に達したら、“ＳＴ
ＯＰ”ボタンを押してくださ
い。

ミルク抽出後、コーヒーの抽
出が始まります。お好みの量
に達したら、“ＳＴＯＰ”ボタ
ンを押してください。ミルク
とコーヒーの抽出量が記憶さ
れます。

カプチーノの抽出量が設定されます。以後、設定した抽出量がこのメニューに適用されます。
その他のメニューは、各メニューボタンを３秒間押したままにし、カプチーノと同じ手順を行ってください。

抽出に先立って、ミルクとスチームが短時間噴射することがあります。カップ、噴射口周辺
等に手や顔を近づけたり触れないでください。ヤケドの原因になります。

警告

抽出量のクイック調整

この手順は、カプチーノの抽出手順ですが、すべてのドリンクメニューの抽出量を簡単に調整するために必
要な手順を紹介するための例になります。

クイック調整の後、“各メニューの設定”（Ｐ２２参照）にて、より細かい調整を行うことができます。

1 2 15/01/10
10:38

3

CAPPUCCINO4 CAPPUCCINO5 CAPPUCCINO6

　エコモード オン
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全ての飲料メニューをカスタマイズすることができます。

各メニューを、工場出荷時の設定にリセットすることができます。
この機能を選択すると、カスタマイズされた設定が全て削除されます。

初期値に戻す

各メニューの設定

メニュー設定ボタンを押すと飲料
メニューの選択画面に移動します。

スクロール／選択 ボタン

OK ボタン

スクロール／選択 ボタン

ひとつ前の選択に戻る／終了 ボタン

15/01/10
10:38

EPRESSO

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

1
　インリョウ　メニュー

アメリカンタイプ

ホットミルク

オユ

コーヒー
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カプチーノでのカスタマイズ方法を例として紹介します。エスプレッソ、ロングコーヒー等のコーヒー抽出
のみのメニューにはミルク関連のプログラムは表示されません。

各コーヒーメニューに対して挽かれるコーヒー豆量を設定することがで
きます。このセッティングは、コーヒーのアロマに影響します。

ヒイタ コーヒーコナノ リョウ

最高の味と香りを引き出すため、抽出の直前にコーヒーを少量のお湯で
湿らせ、蒸らす機能です。

　プレブルーイング

コーヒー抽出の温度を設定できます。
　コーヒーノ オンド

各メニューのコーヒー抽出量を設定できます。目盛りにより最適な抽出
量を調整することができます。

カップノ コーヒーノ リョウ

= 粉末コーヒーを使用

ヒイタ コーヒーコナノ リョウ

プレブルーイング

コーヒーノ オンド

カップノ コーヒーノ リョウ

　ミルクノ リョウ

ミルクノ アワ

ショキセッテイ

1.4. CAPPUCCINO

 = マイルド

 = ミディアム

 = ストロング

 ： プレブルーイング（蒸らし）有り

 ： プレブルーイング（蒸らし）ロングタイム

 ： プレブルーイング（蒸らし）無し

 ： 低温

 ： 中温

 ： 高温



24

給湯の湯量を設定できます。目盛りにより最適な湯量を調整することが
できます。

ミズノ　リョウ

ミルクの泡立て方法の設定ができます。

注意：ミルクメニューのみ選択できます。

“泡立てない ”を選択すると、ミルクの抽出温度が低くなることがあり
ます。スチーム・給湯ノズルからスチームを噴射することによりミルク
を温めることができます。（Ｐ２０参照）

ミルクノ　アワ

ミルクの量が設定できます。
目盛りにより最適なミルクの量を調整することができます。

注意：ミルクメニューのみ選択できます。

ミルクノ　リョウ

各メニューの設定

1.4. CAPPUCCINO

1.7. HOT WATER

ショキセッテイ

ミズノ リョウ

 = きめ細かい泡立て

 = 普通の泡立て

 = 粗い泡立て

 = 泡立てない（ホットミルクのみ抽出）

ヒイタ コーヒーコナノ リョウ

プレブルーイング

コーヒーノ オンド

カップノ コーヒーノ リョウ

　ミルクノ リョウ

ミルクノ アワ

ショキセッテイ
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コーヒー

マシンの設定をカスタマイズすることができます。

メニュー設定ボタンを押すとマシ
ンメニューの選択画面に移動しま
す。

スクロール／選択 ボタン

OK ボタン

スクロール／選択 ボタン

ひとつ前の選択に戻る／終了 ボタン

マシンメニュー

15/01/10
10:38

2
マシン セッテイ

ゼンタイ セッテイ

ディスプレイ セッテイ

カレンダー セッテイ

ミズ セッテイ

メンテナンス セッテイ

ショキ セッテイ
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ゼンタイ セッテイ マシンの設定変更

マシン上部のカップウォーマーの設定ができます。

カップウォーマーを常にＯＦＦにする。

カップウォーマーを常にＯＮにする。

カップ ウォーマー

ボタン操作音、カラフェセット音などの音の設定ができます。

音を鳴らさない。

音を鳴らす。

　　オトノ トーン

マシン内部のボイラーヒーターの通電設定ができます。エコモード キノウ

マシンメニュー

全体設定

各メニューボタンを押すと同時に抽出できるよ
う、ボイラーヒーターを常時通電します。消費電力
は増加します。

各メニューボタンを押すたびに、ボイラーヒータ
ーを通電します。消費電力を節約できますが、ミル
クメニューを抽出する場合は、“ジュンビチュウ”
の待機時間が長くなります。

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON
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ディスプレイ セッテイ 各メニューに表示される言語とディスプレイのコントラスト設定が
できます。

ディスプレイに表示される言語の設定ができます。

ディスプレイのコントラストの設定ができます。

現在設定されている言語が表示されます。

ゲンゴ

アカルサ

ニホンゴ

ディスプレイ 設定



28

カレンダー セッテイ 時刻・カレンダー、節電機能、タイマーの各設定ができます。

現在の時刻、表示形式が設定できます。

現在の時を設定します。

現在の分を設定します。

現在の分を設定します。

現在の月を設定します。

現在の日を設定します。

表示される日付の形式を４種類から選択できます。

表示される時間の形式を２４時間表示とＡＭ／ＰＭ
表示の２種類から選択できます。

ジコク

ジ

ケイシキ

フン

スタンバイモード（節電機能）に入るまでの時間を設定できます。
初期設定は“４８０”分（８時間）です。スタンバイノ セッテイ

480

240

120

30

マシンメニュー

カレンダー設定

コーヒー抽出後、何も作業をしなかった場合にスタン
バイモードに入るまでの時間を設定します。４種類か
ら選択します。

現在の日付、表示形式が設定できます。ヒヅケ

トシ

ツキ

ヒニチ

ケイシキ
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カレンダー セッテイ

タイマー３の設定をします。
手順はタイマー１と同じです。

タイマー２の設定をします。
手順はタイマー１と同じです。

タイマー１の設定をします。

電源ＯＮ時の時の設定。

パワー オン タイマー

タイマー３　００：００

タイマー２　００：００

タイマー１　００：００

ジ　００

電源ＯＮ時の分の設定。フン　００

ゲンザイノヨウビ

自動ＯＮタイマー設定ができます。あらかじめ決められた曜
日の時間帯で、個別に３つの設定ができます。

タイマー１のみの設定を記述します。同じ設定手順で２、３
のタイマー設定ができます。

注意：自動ＯＦＦタイマーは“スタンバイモード（節電機能）”
の設定を利用してください。

設定したタイマーを何曜日に有効にするか
を設定します。有効にしたい曜日を“ＯＮ”
に設定してください。

ゲツヨウビ

カヨウビ

スイヨウビ

モクヨウビ

キンヨウビ

ドヨウビ

ニチヨウビ

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

2.3.4.1.3. TIMER 1 00:00
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ミズノ セッテイ 水の硬度の設定ができます。

ミズノ コウド

フィルターノ シドウ

マシンメニュー

水の設定

フィルターノ ジュンビ

取付け、交換後に浄水フィルターを開始する設定です。
インテンザ浄水フィルターを馴染ませる為に自動でスチー
ム／給湯ノズルより５００ｃｃの水が排出されます。

マシンに使用する水の硬度レベルに設定します。
設定後は適切なタイミングで除石灰のサインを表示します。

水の硬度による除石灰のタイミングは下記のようになります。
日本国内では１もしくは２に設定してください。

水の硬度の設定　　　除石灰までの水量　　　浄水フィルター取付

　　　１　　　　　　　　２４０ℓ　　　　　　　　４８０ℓ

　　　２　　　　　　　　１２０ℓ　　　　　　　　２４０ℓ

　　　３　　　　　　　　　６０ℓ　　　　　　　　１２０ℓ

　　　４　　　　　　　　　３０ℓ　　　　　　　　　６０ℓ

　　　インテンザ浄水フィルターの交換アラームの表示設定がで
きます。設定をすることでインテンザ浄水フィルターの交換
時期を表示します。

ＯＦＦ：アラームを使用しない。
ＯＮ：アラームを使用する。（浄水フィルターの開始設定を
している場合、自動的に設定されます。）
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メンテナンス セッテイ

工場出荷時の設定に戻します。
注意：工場出荷時の設定に戻すと、個人設定は全て初期化されます。

自動洗浄機能ＯＮ

自動洗浄機能ＯＦＦ

メニューベツ カウンター

ジョセッカイ サイクル

ユニット センジョウ サイクル

カラフェ センジョウ サイクル

カラフェ ジドウ センジョウ

　ショキセッテイ

ＯＮ

ＯＦＦ

各メニューの抽出カウンターの確認や、各洗浄プログラム各
洗浄プログラムを行うことができます。

各メニューごとに抽出した杯数が表示されます。カウンター
のリセットをすることができます。

除石灰（カルキ洗浄）サイクルを実施します。表示には除石灰
（カルキ洗浄）サイクルまで使用可能な水の量（ℓ）が表示され
ます。

ブルーイングユニットの洗浄プログラムを実行します。洗浄
にはクリーニングタブレットを使用してください。（Ｐ３２
参照）

カラフェの洗浄プログラムを実行します。洗浄には弊社推奨
の洗浄液を使用してください。

ミルク抽出後のカラフェ自動洗浄のＯＮ／ＯＦＦ設定ができます。
自動洗浄はミルク抽出後、カラフェのハンドル（パナレロ）を元の
位置に戻したときに行います。

メンテナンス設定



232 メンテナンス

センジョウ開始の確認メッセ
ージが表示されるので“ＯＫ”
ボタンを押してください。

水タンクに新鮮な水を入れて、
“ＯＫ”ボタンを押してくださ
い。

“マシンメニュー”から“メンテ
ナンスセッテイ”を選択し、“ユ
ニットセンジョウサイクル ”で

“ＯＫ”ボタンを押してください。

“ＯＫ”ボタンを押してくださ
い。

コーヒー抽出口の下に容器を
置いてください。

粉末コーヒー投入口にクリー
ニングタブレットを１錠入れ
てください。

クリーニングが開始しされま
す。表示はクリーニングの進行
を示しています。

ブルーイングユニットの自動
洗浄が終了したら、容器を取り
外し、排水を捨ててください。

ＧＢＳダイヤルが左に目いっぱ
い回っていることを確認し“Ｏ
Ｋ”ボタンを押してください。

ブルーイングユニット専用のクリーニングタブレットを使用してブルーイングユニットのフィルター裏側や
コーヒー抽出口までのコーヒーラインをクリーニングします。ブルーイングユニットに付着したコーヒー粉
を流水で洗い流した後に実施してください。（Ｐ４０参照）
週に１回、またはコーヒー抽出が５００杯ごとに実施することを推奨します。

注意：ブルーイングユニットの洗浄プログラムは途中停止できません。
　　　途中で電源を入れ直しても、最初から洗浄プログラムが実行されます。
　　　クリーニング中はマシンのそばから離れないでください。

洗浄プログラムを開始する前にＧＢＳダイヤルを目いっぱい左、反時計回りに回してください。（Ｐ８参照）

ブルーイングユニットのクリーニング終了後、ＧＢＳダイヤルを元の位置に戻してください。

ブルーイングユニットの水経路のクリーニング

9

4 6

118(l)

           ON

1

7

32.5.3. 2

5

8

メンテナンス セッテイ メンテナンス セッテイ

ユニット センジョウ サイクルヲ
ジッコウシマスカ

タンクニ　ミズヲ
タシテクダサイ

 ユニットノ センジョウヨウ
ジョウザイヲ イレテクダサイ

コーヒーノ パナレロノ シタニ
ヨウキヲ オイテクダサイ

ユニット センジョウ サイクル

ユニット センジョウ サイクル

ユニット センジョウ サイクルユニット センジョウ サイクル

　メニューベツ カウンター

　メニューベツ カウンター

カラフェ センジョウ サイクル

ジョセッカイ サイクル

カラフェ ジドウ センジョウ 

2.5.
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“ マシンメニュー ”から“ メ
ンテナンスセッテイ ”を選択
し、“ジョセッカイサイクル”
で“ＯＫ”ボタンを押してく
ださい。

“ジョセッカイサイクル”を
実行すると、作業が完了する
まで終了することができなく
なります。“ＯＫ”ボタンで確
定するか。“ＥＳＣ”ボタンを
押して終了してください。

水タンクに除石灰溶剤を入
れ、水を除石灰溶液の取扱説
明書に指示されている希釈率
分入れてください。確認の

“ＯＫ”ボタンを押してくだ
さい。

注意：除石灰プログラム中に、排水を捨ててくださいなどの警告メッセージが表示される場合があります。
 警告内容のリセット作業を行い、必ず“ＯＫ”ボタンを押してください。除石灰プログラムが進行し
 ます。

マシンを長期間使用しているとボイラーなどの内部部品に、水に含まれる石灰成分が付着します。石灰分を取
り除くために除石灰マークのメッセージが表示されたら除石灰作業を実施してください。除石灰作業はプロ
グラムで自動的に行います。

注意：除石灰剤として、「酢」は絶対に使わないでください。故障の原因となります。
　　　除石灰プログラムは途中停止できません。途中で電源を入れ直しても最初から除石灰プログラムが実
 施されます。除石灰プログラムは５０分弱かかります。作業中はマシンのそばから離れないでくださ
 い。メッセージが表示されたら必ず除石灰を実施してください。実施しないと石灰が詰まり故障の原因 
 となります。

マシンの特徴に合わせ、性能が時間経過とともに落ちないよう開発された、
除石灰（カルキ洗浄）専用の溶剤を使用してください。

除石灰作業を開始する前に、次の項目を確認してください。

　　１．水タンクのインテンザ浄水フィルターを外す。

　　２．大きめの排水用容器を２個準備する。

　　３．ＧＢＳダイヤルを目いっぱい左へ回す。（Ｐ８参照）

ボイラーの除石灰（カルキ洗浄）作業の実施

 ON

1 2.5.2. 2 3メンテナンス セッテイ ジョセッカイ サイクル ジョセッカイ サイクル

ジョセッカイ サイクルヲ
ジッコウシマスカ

ミズタンクニ ミズヲイレ
ジョセッカイザイヲ イレル

　メニューベツ カウンター

ジョセッカイ サイクル

カラフェ センジョウ サイクル

ユニット センジョウ サイクル

カラフェ ジドウ センジョウ 

2.5.



234 メンテナンス

ドレイントレイの排水を空にし
てください。確認の“ＯＫ”ボタ
ンを押してください。

カラフェに新鮮な水を半分入れ
マシンへセットしてください。
カラフェのハンドルを左へ回
し、確認の“ＯＫ”ボタンを押し
てください。

排水用の容器をひとつはコーヒ
ー抽出口下へ、ひとつはスチー
ム・給湯ノズルの下へ置き、確
認の“ＯＫ”ボタンを押してく
ださい。

除石灰作業が開始します。
表示は、除石灰作業の進行状況
を示しています。

容器に排水が溜まった場合は、
“II”ボタンを押してください。
容器の排水を捨てた後、元の位
置に戻し“＞”ボタンを押して
ください。

除石灰溶剤がなくなり第一ステ
ップが終了後、水タンクのすす
ぎをするよう画面に指示が表示
されます。

水タンクをしっかりすすぎ、新
鮮な水をＭＡＸまで入れた後、
確認の“ＯＫ”ボタンを押して
ください。

ドレイントレイの排水を空にし
てください。その後、確認の“Ｏ
Ｋ”ボタンを押してください。

カラフェを新鮮な水で満たし、
マシンへセットしてください。
カラフェのハンドルを左に回
し、確認の“ＯＫ”ボタンを押し
てください。

すすぎ工程には既定量の水が必要です。理想的なすすぎ工程を実行するため、水タンクへの水補充に関す
るメッセージが表示された場合、その指示に従ってください。

7 8 9

10

4

11

65

12

ブルーイングユニットノ
シタノ ドレイントレイヲ

カラニシテクダサイ

カラフェニ ハンブンマデ
ミズヲイレ チュウシュツ
イチニ イレテクダサイ

ジョセッカイ サイクル ジョセッカイ サイクル

オユト カラフェノ
パナレロノ シタニ ヨウキヲ

オイテクダサイ

ジョセッカイ サイクル

タンクヲ ススイデ
シンセンナ ミズヲ
イレテクダサイ

　カラフェニ ハンブンマデ
ミズヲイレ チュウシュツ
イチニ イレテクダサイ

ブルーイングユニットノ
シタノ ドレイントレイヲ

カラニシテクダサイ

タンクヲ ススイデ
シンセンナ ミズヲ
イレテクダサイ

ジョセッカイ サイクル

ダンカイ 1/2
ジョセッカイ…

ダンカイ 1/2
ジョセッカイ…

ジョセッカイ サイクル

ジョセッカイ サイクル

ジョセッカイ サイクル ジョセッカイ サイクル ジョセッカイ サイクル
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排水用の容器を空にし、ひとつ
はコーヒー抽出口下へ置き、も
うひとつをスチーム・給湯ノズ
ルの下に置いて、確認の“Ｏ
Ｋ”ボタンを押してください。

第２ステップ終了後、通常の
待機画面に戻り、使用可能に
なります。

すすぎが開始されます。表示は
すすぎの進行状況を示していま
す。途中、水の補充、ドレイント
レイ排水のメッセージが表示さ
れるので補充・排水を行い、

“＞”ボタンを押してください。

排水用容器の水を捨てる場
合、“II”ボタンを押し作業を
中断させます。容器を空にし
元の位置に戻したら“＞”ボ
タンを押して作業を再開して
ください。

除石灰サイクル終了後、水タンクにインテンザ浄水フィルターを取付け、ＧＢＳダイヤルを元の位置に戻し
てください。

15

15/01/10
10:38

16

13 14
オユト カラフェノ

パナレロノ シタニ ヨウキヲ
オイテクダサイ

ジョセッカイ サイクル

ダンカイ 2/2
ススギ…

ジョセッカイ サイクル

ダンカイ 2/2
ススギ…

ジョセッカイ サイクル
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洗浄開始の確認メッセージが
表示されるので“ＯＫ”ボタン
を押してください。

水タンクに水をＭＡＸまで入
れ、“ＯＫ”ボタンを押してくだ
さい。

“マシンメニュー ”から“メンテ
ナンスセッテイ”を選択し、“カラ
フェ　センジョウ　サイクル”で

“ＯＫ”ボタンを押してください。

フタの左右を押しながら外し
てください。

カラフェに水をＭＡＸ（５５０
ｃｃ）まで入れ、洗剤を説明書
に書かれている希釈比率の分
量を入れてください。

カラフェをマシンから取り外
し、空にしてください。
ハンドル（パナレロ）を時計回
りに回してください。

ハンドル（パナレロ）を中央に
戻すとフタが密閉されます。

カラフェを前方に傾けながら
挿入します。

フタをカラフェにセットしてく
ださい。

マシンを清潔に保つため、１日の終わりに必ず以下のクリーニングを行ってください。
流水ですすいだ後、マシンに付属されているコーヒーマシン専用合成洗剤を使用して、自動洗浄プログラムに
よってカラフェのクリーニングを行います。

注意：カラフェの洗浄プログラムは途中停止できません。
　　　途中で電源を入れ直しても、最初からカラフェ洗浄プログラムが実施されます。
　　　クリーニング中はマシンのそばから離れないでください。

ミルクカラフェのクリーニング

5

7 8

64

9

                  118(l)

            ON

2.5. 1 2.5.4.2 3
タンクニ ミズヲ
タシテクダサイ

カラフェノ センジョウ
サイクルヲ ジッコウシマスカ？

　メニューベツ カウンター

ジョセッカイ サイクル

ユニット センジョウ サイクル

カラフェ センジョウ サイクル

カラフェ ジドウ センジョウ 

カラフェ センジョウ サイクルメンテナンス セッテイメンテナンス セッテイ
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この段階では、カラフェ（Ａ）は
ノズル（Ｃ）よりも低い位置に
あります。
カラフェピン（Ｂ）は、ガイド
（Ｄ）と同じ高さにあります。

カラフェが穴（Ｅ）にしっかり
セットされていることを確認
してください。

コーヒー抽出口の下に大きな
空の容器を置き、カラフェのハ
ンドル（パナレロ）を回し容器
の上にします。

“ＯＫ”ボタンを押してくだ
さい。

クリーニングが開始されます。
表示はクリーニングの進行を
表示しています。

クリーニング終了後、水タンク
に水を入れ確認のため“ＯＫ”
ボタンを押してください。

コーヒー抽出口の下に大きな
空の容器を置き、ミルクカラフ
ェのハンドル（パナレロ）を回
し容器の上にします。

すすぎを開始します。表示はす
すぎの進行を表示しています。
すすぎが終了するとディスプレ
イはメニュー画面に戻ります。

カラフェを取り外し、すすぎ洗
いをしてください。すすぎ後、
水を入れマシンに取り付け、確
認のため“ＯＫ”ボタンを押し
てください。

そのままグッと奥へ押し込み、カラフェの底がドリップトレ
イにある穴（Ｅ）に、図のようにはめ込みます。

クリーニングの終了後、クリー
ニング作業で使用した全ての
部品をすすぐことを推奨しま
す。

12 13

18

E

1110
C

D
A

B B

16

14

1715

19

ダンカイ 2/2
ススギ…

カラフェ センジョウ サイクル

タンクニ ミズヲ
タシテクダサイ

カラフェ センジョウ サイクル

ダンカイ 1/2
センジョウ…

カラフェ センジョウ サイクル

ミルクカラフェニ シンセンナ
ミズヲ イレテクダサイ

カラフェ センジョウ サイクル

　カラフェニ センザイヲ
イレテ シンセンナ ミズヲ

イレテクダサイ

カラフェ センジョウ サイクル
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ドリップトレイとカス容器を
取り外してください。

カス容器を空にして、水洗い
してください。

ボタンを押して、サービスド
アを開けてください。

全ての構成部品を取り付けて
ください。

ドリップトレイとカス容器を
挿入し、サービスドアを閉め
ます。

ドリップトレイの排水を捨
て、ドリップトレイ、カバーを
水洗いしてください。

マシン使用中に「コーヒーカスヨウキヲ　カラニシテクダサイ」または「ドリップトレイノミズヲステテク
ダサイ」のメッセージが表示されます。マシンの電源が入っている状態で作業をしてください。

マシンの電源が切れているときにカス容器を空にすると、マシン内のコーヒーカス数量カウンターはリセ
ットされません。そのため２～３杯のコーヒー抽出後に「コーヒーカスヨウキヲカラニシテクダサイ」とい
うメッセージが表示されることがあります。

マシン使用中に行うクリーニング

1

6

2 3

4 5
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電源スイッチを切り、電源コー
ドを抜いてください。

水タンクを取り外し、水洗いし
てください。

目皿を取り外し、きれいに洗浄
してください。

目皿下のリカバリーカバーを
外し水洗いしてください。

ドリップトレイ内側のプラス
チックトレイを取り出し、水洗
いしてください。

ドリップトレー内側の金属部
を水拭きしてください。水拭き
後、取り外した構成部品を取付
けてください。

コーヒー抽出口を取り外し、水
洗いしてください。

粉末コーヒー投入口を乾いた
布で拭いてください。

スチーム・給湯ノズルとディ
スプレイを乾いた布で拭いて
ください。

マシンを清潔に保つため、１日の終わりに必ず以下のクリーニングを行ってください。
注意：研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。食器洗浄機は使用しないでください。各備品をオー
ブンや電子レンジなどで乾かさないでください。

警告！　マシンを水に浸けないでください。

その他のクリーニング

1

4

7

2

5 6

8

3

9
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1

4

7

2

5

8

3

6

9

クリーニング

ブルーイングユニットは毎日水もしくは、ぬるま湯で洗ってください。
ブルーイングユニットを取外す前に、Ｐ３８－図２の指示通り、ドレイントレイとカス容器を取り外してくだ
さい。

約５００回の抽出をめどに、ブルーイングユニットにグリスの塗布を行ってください。
ブルーイングユニット用グリスはフジ産業（株）三郷センターにて取扱しています。

注意：中性洗剤、研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。食器洗浄機は絶対に使用しないでください。
 故障の原因となります。

ブルーイングユニットのクリーニング

サービスドアを開き、ドレイン
トレイとカス容器を外してく
ださい。図のように親指でプッ
シュレバーを押してブルーイ
ングユニットを取り外します。

ブルーイングユニットとフィル
ターを付属のブラシで洗い、乾
燥させてください。

付属のグリスをブルーイング
ユニットのレールガイドに塗
布してください。

両方のレールガイドにグリス
を均等に塗ってください。

ブルーイングユニットがセット
ポジションにあることを確認し
ます。図の円内にある２つの三
角形の頂点が向き合っているこ
とを確認してください。

各部が正しいセットポジショ
ンにあることを確認してくだ
さい。図に示したフックが正し
い位置になければいけません。

ブルーイングユニット後部の
レバーがユニット下部に接触
しているのを確認してくださ
い。

乾燥したブルーイングユニット
を挿入します。“プッシュ”ボタ
ンは押さずに「カチッ」と音が鳴
るまで挿入してください。

ドレイントレイとカス容器を
セットし、サービスドアを閉め
てください。
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カラフェをマシンから取り外
し、空にします。

ハンドルを時計回りに回し、ロ
ックを解除してください。

左右のボタンを押しながら上
に持ち上げ、フタを取り外して
ください。

ハンドルを反時計回りに回し
「●」の位置に合わせます。

マシンに取り付けする側のハ
ンドルカバーを、引っ張るよう
にして外します。

残ったミルクチューブ付きハ
ンドルを、上に引っ張り取り外
します。

チューブを取り外します。
黒いコネクタをなくさないよ
う、注意してください。

図のように、ゴム製カラフェソ
ケットを引っ張り外します。

図のように、樹脂製の継ぎ手を
引っ張り取り外します。

カラフェのミルクフォーミングユニットを常に清潔に保つため、
以下の分解クリーニングを毎日行ってください。

注意：ミルクフォーミングユニットの分解、組み立て方法に注意してください。サービスドアの内側上部 
 に簡単な組立図が記載されているので参考にしてください。

ミルクカラフェの分解クリーニング

分解したミルクカラフェを水、もしくはぬるま湯でよく洗浄し、乾いた柔らかい布で拭いてください。
水気が取れたら、次ページの指示に従って組み立ててください。
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分解、洗浄したカラフェのミルクフォーミングユニットを組み立てます。組み立ては作業に慣れるまで慎
重に行ってください。組み立て後、ミルクが抽出できない場合、組み立て方法を再確認し、分解、再組み立て
を行ってください。

注意：組み立て時に隙間があるとミルクが抽出されません。隙間なく組み立ててください。
　　　サービスドアの裏側上部に組立図が記載されいるので参考にしてください。

ミルクカラフェの組み立て

フタを取り付けます。 ハンドルを反時計回りに回しロ
ック位置（Ｉ）に合わせます。

カラフェの組み立てが完了し
ました。

樹脂製の継手を図のようにホ
ースに挿入し、奥まで隙間なく
押し込んでください。隙間があ
るとミルクの吸い上げができ
ません。

ゴム製のカラフェソケット部分
を図のように樹脂製の継手に挿
入してください。

チューブをカラフェソケット
に押し込み、しっかりと挿入し
ます。

組み立てたハンドル部分をカ
ラフェフタの穴へチューブを
通し挿入します。

ハンドルカバーをガイドレール
に沿って挿入します。

ハンドルを時計回りに回し、　
(　　)のマークに合わせます。

1

4

7

3

6

9

2
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8
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豆容器フタがセットされていません。豆容器フタをセット
し、カバーを閉めてください。

コーヒー豆がなくなりました。コーヒー豆を補充してくだ
さい。

ブルーイングユニットが外れているか、正確にセットされ
ていません。ブルーイングユニットを入れ直し、しっかり
とセットしてください。

カス容器、ドレイントレイが正確にセットされていませ
ん。カス容器とドレイントレイを入れ直し、しっかりとセ
ットしてください。

カス容器、ドレイントレイががいっぱいです。容器内のコ
ーヒーカスと水を捨ててください。

注意：電源が入っている状態でカスを捨て、カス容器をセ
ットしてください。電源が切れた状態でカス捨てを
行うと、マシン内部のコーヒーカスカウンターがリ
セットされず、エラーメッセージが消えません。

サービスドアを閉めてください。

水タンクの水がなくなりました。水タンクに水を補充して
ください。水タンクフタの注ぎ口から水を補充することが
できます。

マシンエラーメッセージ

タンクニ　ミズヲ　タシテクダサイ

ディスプレイ表示 表示内容と対処方法

グラインダーノ　ドアヲ　シメテクダサイ

コーヒーヲ　イレテクダサイ

ユニットヲ　セットシテクダサイ

　カスヨウキトドレイントレイヲ

セットシテクダサイ

　カスヨウキトドレイントレイヲ

セットシテクダサイ

マエノドアヲ　シメテクダサイ
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ミルクメニューが選択されました。カラフェハンドル（パ
ナレロ）を左へ回し抽出ポジションにしてください。

キャンセルする場合は、“ＥＳＣ”ボタンを押してくださ
い。

カラフェクリーニングが選択されました。カラフェハンド
ル（パナレロ）を左へ回し抽出ポジションにしてください。

キャンセルする場合は、“ＥＳＣ”ボタンを押してくださ
い。

ミルクカラフェをマシンへセットして下さい。取扱説明書
の指示に従い、マシンにカラフェを挿入してください。

キャンセルする場合は、“ＥＳＣ”ボタンを押してくださ
い。

除石灰（カルキ洗浄）サイクルの合図です。
このメッセージが表示されても、しばらくマシンを使用す
ることができますが、速やかに除石灰サイクルを実施して
ください。

除石灰を実施せず故障した場合、保証の対象外となります。

浄水フィルター“ インテンザ ”の交換合図です。インテン
ザを本書 7ページの説明に従って交換してください。

フィルターの交換アラーム機能が“ＯＮ”に設定されてい
る場合のみ、交換の合図が表示されます。
（30 ページ参照）。

“　”ボタンが赤く点滅している場合、マシンはスタンバイ
（節電機能）モードに入っています。

“　”ボタンを押すとスタンバイモードを解除できます。

マシンエラーです。画面下のエラーコード（ＥＸＸ）を確認
してください。一度電源を切り、30 秒後に再度電源を入れ
てください。問題が解決しない場合は、ディスプレイに表示
されている「Ｅ　ＸＸ」の数字を確認しフジ産業（株）三郷セ
ンターに連絡してください。

10:38

10:38

E XX

ディスプレイ表示 表示内容と対処方法

カラフェノ パナレロヲ
チュウシュツイチニ

シテクダサイ

カラフェノ パナレロヲ
チュウシュツイチニ

シテクダサイ

ミルクカラフェヲ ハウジングニ
セットシテクダサイ

デンゲンヲ
イレナオシテクダサイ
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使用上の注意
・危険を避けるため、上記以外の目的でマシンを使用しないでください。

・取扱説明書に記載されている以外の水やコーヒー、消耗品等を使用しないでください。

・混入防止のため、水やコーヒー豆の補充時は補充する容器のフタを開け、他容器はフタを閉めてください。

・水タンクには新鮮な飲料水のみ補充してください。お湯やその他の液体はマシン損傷の恐れがあります。

・炭酸水は使用しないでください。

・コーヒーグラインダーにコーヒー豆以外の物を入れたり、指を差し入れたりしないでください。

・コーヒーグラインダーの清掃・点検時は、マシンのメインスイッチを切り電源コードを抜いてください。

・インスタントコーヒー、豆を挽いたコーヒーを豆容器に入れないでください。

・ＬＣＤ画面を操作する時のみ、指を使用してください。

電源への接続
マシンに見合った適切な電源コンセントに接続してください。電圧がマシンラベルの表示に適合し

ているか、必ず確認してください。

・マシンの電源コードソケットと互換性のある電源コードを接続してください。

・マシンの内側に貼りついているプレートのデータに適合するソケットに接続してください。

・マシンをしっかりと設置した後に電源コードを接続してください。

・電源コードが水などの液体に触れないようにしてください。感電や火災の危険があります。

・電源コードを傷つけたり、釘のような鋭利なものに接触させないでください。

・マシンを移動するときは、電源コードを取り外してください。

・電源コードが破損した状態で使用しないでください。

・湿った手や濡れた手で電源コードを取り扱わないでください。

・マシン操作中に、電源コードをコイルに巻きつけないでください。

・電源コードを改造しないでください。

設置
・水平面を選んで設置してください。（傾斜２°以下）

・マシンに水がかかる可能性がある場所には設置しないでください。

・最適動作温度：10℃～40℃

・最大湿度：90％

・明るく換気された衛生的な場所に設置してください。

・コンロや暖房機など、加熱される面には置かないでください。

・壁面や調理用ホットプレートなどから、少なくとも10㎝以上離してください。

・温度が0℃ 以下に低下する場所では使用しないでください。

　0℃以下でマシンを保管していた場合、保守点検が必要となる為、フジ産業（株）三郷センターにご連絡く

　ださい。

・可燃性および爆発性物質の近くでは使用しないでください。

・揮発性の高い危険物（灯油等）、または空気中に高濃度の塵などが浮遊している場所では使用しないでく

　ださい

・他の家電や機具の上にマシンを設置しないでください。

緊急時の対応
直ちにコンセントからプラグを引き抜いてください。

以下の条件で使用してください

・屋内で使用してください。

・コーヒー抽出、給湯、フォームドミルク等、温かい飲み物用です。

・心身に異常のない、正常な判断のできる成人が使用してください。

・子供が本機で遊ばないよう、ご注意ください。

安全規約
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危険
・子供や操作方法の分からない方は使用しないでください。

・マシンは子供にとって危険です。プラグ等をいじらないよう、注意してください。

・外箱は子供の手の届かないところに保管してください。

・お湯やスチームを自身や他の人に向けないでください。火傷の危険性があります。

・マシンの開口部に物は挿入しないでください。感電の危険性があります。

・電源コードを引っ張ったり、濡れた手で触ったりプラグを引っ張らないでください。

・警告。お湯、スチーム、お湯の抽出口に触れると火傷の危険性があります。

故障
・故障やその恐れがある場合、マシンを使用しないでください。

・故障修理は全てサービスセンターにご依頼ください。

・電源コードに欠陥がある場合、マシンを使用しないでください。損傷した場合はフジ産業（株）三郷セン　

　ターに取替を依頼してください。

・サービスドアを開く前にマシンの電源をオフにしてください。火傷の危険性があります。

クリーニング／除石灰作業
・マシンのミルク、コーヒー回路を清掃するための洗剤は推奨されているものを使用してください。

　推奨洗剤は他の目的には使用しないでください。

・マシンを清掃する前に電源ボタンを OFF にし、ソケットから電源コードを抜き冷却してください。

・中性洗剤と湿った布でマシンを清掃してください。

・マシンが水や水飛沫に触れないようにしてください。

・電子レンジでマシンの部品を乾燥させないでください。

・マシンを一定期間使用しない場合、使用前後にマシンとその部品を洗浄する必要があります。

スペアパーツ
安全上の理由から、正規のパーツ及びアクセサリー以外は使用しないでください。

廃棄
-　梱包資材はリサイクルできます。

-　マシンのプラグを抜き、電源コードを切断します。

-　マシンと電源コードは公共の廃棄物処理施設に引き渡してください。

火災安全
火災時は二酸化炭素消火器を使用してください。

水、乾燥粉末消火器は使用しないでください。

　

インテンザ浄水フィルターの注意事項

インテンザ浄水フィルターを正しく使用するには、下記の指示に従ってください。

1. 室内温度が 1℃～ 50℃ の場所にインテンザ水フィルターを保管してください。

 直射日光の当たる場所に保管しないでください。

2. フィルター付属の取扱説明書と安全警告書をよくお読みください。

3. 付属の取扱説明書はマシンの取扱説明書とともに保管してください。

4. フィルター付属の取扱説明書は、フィルターの特定使用に基づいた内容のため、マシン取扱 

 説明書の指示を併せ含むものです。
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