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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、高温になることがあります。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. コードやプラグ、マシンが故障、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すると、火災、感電、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「OFF」にし、コンセントからプラグを抜いてください。

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。

2

≪ 警　　告 ≫



清掃やメンテナンス以外の作業は、フジ産業㈱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。
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≪ 注　　意 ≫

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. 延長コードをカウンターやテーブルの上から垂らさないように配置する

必要があります。

 　子供が引っ張ったり乗り越えたりすることができないよう、設置してく

ださい。

≪ 電 源 コ ー ド の 説 明 ≫



GAGGIA BABILA（SUP 046DG) 全自動コーヒーマシン（以下マシン）

をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、GAGGIA「BABILA(SUP46DG)」に適用されます。

マシンはコーヒー豆を使用したエスプレッソコーヒーや、付属し

ているミルクカラフェを使用した、カプチーノやラテマキアート

の素早く簡単な抽出が可能です。

本書には、マシンの設置、使用、清掃および撤去に必要な、すべ

ての情報が記載されています。
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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。
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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
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‒　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
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‒　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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‒　本マシンは家庭用廃棄物として処理できません。

‒　本マシンに関する詳しいリサイクル情報については、地域の行政機

関、ごみ処理業者にお問い合わせください。

マシンの廃棄

●本マシンには保証書を別途添付しております。

●必ず保証書の記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。お買い上げ年月日、

販売店名の記載のない場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

●その他、保証に関しての詳しい内容は保証書をご参照ください。

　保証期間：お買い上げの日から　１年間　です。

●ご不明な点や修理に関する相談は「フジ産業(株)三郷センター」までご連絡ください。

　ご連絡いただく前に、本説明書に記載されているトラブルシューティングを今一度ご

確認ください。

●マシンに異常がある時は使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いてからご連絡

ください。

保証とアフターサービス

ご質問、お問い合わせがある場合、フジ産業 ( 株 )web サイト「www.gaggia.jp」を確認するか、下

記までご連絡ください。

お問い合わせ先

フジ産業株式会社 三郷センター
〒341-0044
埼玉県三郷市戸ヶ崎 1丁目 105
TEL：048-949-2888　FAX：048-949-4141
※日曜日を除く
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マシン構成部品と付属品

マシンの概要
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1.　水タンク

2.　粉末コーヒー投入口

3.　サービスドア

4.　コーヒー抽出口

5.　スチーム /給湯ノズル

6.　排水ウキ

7.　コーヒー豆容器（フタ付き）

8.　グラインダー調整ダイヤル

9.　コントロールパネル

10. カラフェ取付口キャップ

11. ドリップトレイ (外部 )

12. ブルーイングユニット

13. カス容器

14. ドリップトレイ (内部）

15. サービスドアボタン

16. 電源コードソケット

17. 電源スイッチ

18. ミルクカラフェ

19. クリーニングタブレット（水回路洗浄剤）

20. カルキ洗浄溶剤

21. アクアプリマ浄水フィルター

22. 粉末コーヒー計量スプーン

23. ブルーイングユニット用グリス

24. クリーニングブラシ

25. 電源コード

26. エスプレッソボタン

27. エスプレッソルンゴボタン

28. カプチーノボタン

29. コーヒーボタン

30. スペシャルドリンクボタン

31. コーヒー豆量調整ボタン (スクロールボタン上 )

32. OK ボタン

33. ESC ボタン

34. メニューボタン（スクロールボタン下 )

35. ミルクカラフェクリーニングボタン

36. スタンバイボタン

37. ラテマキアートボタン

38. GBS（ガジア・ブルーイング・システム )ダイヤル

39. ミルク回路洗浄溶剤
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各部名称



購入時の梱包は輸送中にマシンを保護するように設計されています。

将来の輸送に備え、梱包材は保管しておくことをお勧めします。

12

使用準備

マシンの梱包

1ドリップトレイを箱から取り出します。

2マシン本体を箱から取り出します。

3以下の環境にマシンを設置してください

・マシンの転倒を避けるため、安全で水平な場所を選んでください。

・明るく清潔で電源ソケットが近くにある場所を選んでください。

・左図を参照に、充分な作業スペースを確保してください。

4ドリップトレイ ( 外部 ) をマシンに挿入します。しっかりと挿入

されていることを確認してください。

メモ：

ドリップトレイは、すすぎ作業や抽出時にこぼれた水分を収集しま

す。排水ウキが上がったタイミングでドリップトレイを取り外し、

貯まった水分を捨てきれいに洗浄してください。

注意：

マシンの電源を入れたタイミングでドリップトレイを取り外さない

でください。マシンがすすぎ作業を実行するまで数分間お待ちくだ

さい。

マシンの設置
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5フタを開きハンドルを使用して、水タンクを取り外してください。

6きれいな水で水タンクをすすいでください。

7水タンクにＭＡＸレベルまできれいな水を注ぎ、マシンに戻して

ください。しっかりと挿入されていることを確認してください。

注意：

水タンクには冷水以外の液体（お湯、炭酸水など）を入れないでくだ

さい。

水タンクとマシンに損傷を与える可能性があります。

8コーヒー豆容器のフタを開け、内フタも取り外します。

9コーヒー豆をゆっくりとコーヒー豆容器に入れてください。内フ

タを元に戻し、フタを閉めてください。

メモ：

コーヒー豆容器にコーヒー豆を入れ過ぎないよう注意してください。

グラインダーの性能が低下します。

注意：

コーヒー豆容器にはコーヒー豆だけを入れてください。豆を挽いた

コーヒー粉末、インスタントコーヒー、カラメルコーヒー、生コーヒー

豆や、その他の物を入れると、マシンが破損する恐れがあります。
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10マシン背面にあるソケットに電源コードのプラグを差し込みます。

11電源コードの反対側のプラグを適切な電圧のコンセントに差し込

みます。

12電源スイッチを「Ｉ」に切り替え、マシンの電源を入れます。

13マシンがウォーミングアップを行います。
 ジュンビチュウ



ウォーミングアップが完了すると、マシンは自動的に水タンク内の

水を使い、内部回路の自動すすぎを実行します。自動すすぎは 1 分

以内で終了します。

15

初めてマシンを使用する場合

自動すすぎ

14マシンのウォーミングアップ中に、コーヒー抽出口の下に空の容

器を置いてください。

15左図の画面が表示されます。自動すすぎが終了するのをお待ちく

ださい。

メモ：

 ボタンを押して、自動すすぎを停止することができます。

STOP

ススギ



初めてマシンを使用する場合、手動すすぎを実行する必要があります。

手動すすぎを完了するには、数分かかります。

16

手動すすぎ

1コーヒー抽出口の下に空の容器を置いてください。

2　　 　アイコンが表示されるまで　　ボタンを押し、粉末コー

ヒー抽出を選択します。

3　　　ボタンを押してください。

4　 　ボタンを押してください。コーヒー抽出口からお湯が排出さ

れます。

メモ：

粉末コーヒーはマシンに入れないでください。

5コーヒー抽出口からのお湯の排出が止まったら容器を空にし、ス

チーム /給湯ノズルの下に置いてください。

ESC

OK ヒイタ

コーヒーノコナヲイレテ

ＯＫヲ　オシテクダサイ
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6　  　ボタンを押してください。

7　　　ボタンを押してメニューを下にスクロールし「オユ」に合わ

せて　　を押して選択します。

8スチーム / 給湯ノズルからお湯が排出された後、容器を空にして

ください。

9水タンクが空になるまでステップ 5〜8を繰り返てください。

10水タンクを MAXレベルまで水で満たしてください。

コーヒー抽出準備が完了しました。

メモ：

２週間以上マシンを使用していない場合、電源を入れた後に自動す

すぎが実行されます。自動すすぎ終了後、手動すすぎも実行してく

ださい。

自動すすぎは、以下の状況で実行されます。

・マシン起動時。（ボイラーが冷えている場合）

・コーヒーを抽出した場合、その３時間後。

SPECIAL インリョウ

アワダテタ　ミルク

オユ

スチーム



アクアプリマ浄水フィルター ( 以下アクアプリマ ) は、水をろ過す

ることでコーヒの香りとフレーバーをより鮮やかにし、マシン内部

のカルキ蓄積を減らす事ができます。
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アクアプリマ 浄水フィルター

メモ：

アクアプリマの交換は３カ月毎、もしくは 60ℓ分の水を使用した後

に行ってください。

アクアプリマを取り付ける

1アクアプリマを梱包から取り出し、赤いツマミの表示を現在の月

にあわせてください。

2水タンクに取り付けられている、白い小さなフィルターを取り外

してください。その後、水タンクにアクアプリマを取り付け、上

からしっかり押さえてください。水タンクにきれいな水を MAX ま

で注ぎ、30 分程度アクアプリマを水に浸してから、水タンクが空

になるまで給湯してください。

取り外した白い小さなフィルターは、無くさないように乾燥した

清潔な場所に保管してください。



ユーザーのお好みに合わせ、最高のコーヒーが抽出できるよう、マ

シンの調整ができます。

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。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、マシンには豆量の自動調整システムが装備されてい

ます。

最適化のプロセスはマシンの挽いたコーヒーの粗さを学習するため

に、数杯のエスプレッソ抽出を必要とします。
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マシンの調整

警告：

セラミックコーヒーグラインダーに、指やコーヒー豆以外のものを

挿入しないでください。ケガをする可能性、マシン破損の可能性が

あります。

コーヒー豆容器内部で作業を行う前に、電源スイッチを OFF にし電

源を切り、プラグをソケットから外してください。

セラミックコーヒーグラインダーを調整することにより、コーヒー

豆の挽粗さをユーザーの好みに合わせることができます。

警告：

コーヒー豆容器上にあるグラインダー調整ダイヤルは、グラインダー

作動時に回転させ、挽き粗さを調整してください。

グラインダー調整ダイヤルは押しながら回してください。

GAGGIA 適応システム

セラミックコーヒーグラインダーは、他の材質に比べ均一にコーヒー

豆を挽くことができ、豆が加熱することを防ぎます。

セラミックコーヒーグラインダーの調整

1コーヒー豆容器のフタを開けます。



GBS( ガジア・ブルーイング・システム ) は、コーヒーの抽出速度を調

整することにより、コーヒーのクレマ、フレーバーを制御します。

‒ダイヤルを大きい（●）に合わせるとコーヒーの流れる量が減り、

コーヒーの味は強くなり、クレマが増えます。

‒ダイヤルを小さい（・）に合わせるとコーヒーの流れる量が増え、

コーヒーの味は軽くなり、クレマが減ります。
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メモ：

コーヒー抽出中でも、ダイヤルでの調整は可能です。

※電源を切る際は、GBS ダイヤルを左一杯に回してください。

コーヒーの濃さの調整（GBS）

2グラインダー調整ダイヤルは１度に１段階ずつ押しながら回して

ください。

2〜3杯のエスプレッソを抽出して味の変化を確認してください。

3コーヒー豆容器の内フタの数字は引き粗さ設定を示しています。

15 段階の挽き粗さ設定があります。

‒「15」挽き粗さが最も粗い：軽い味、濃い焙煎の

　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレンド向け

‒「1」挽き粗さが最も細かい：強い味、軽く焙煎した

　　　　　　　　　　　　　コーヒーブレンド向け

セラミックコーヒーグラインダーを細かい（より１に近い）設定に調

整すると、コーヒーの味が強くなります。

軽い味にするためには、粗い（より 15 に近い）設定に調整します。



お気に入りのブレンドを選び、豆を挽く量を好みに応じて調整でき

ます。
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メモ：

豆量の選択は、グラインダーの始動前に行ってください。

各メニューに最適な量のコーヒー豆を挽くことができます。各メ

ニューの標準調整は「飲料メニュー」で設定できます。

コーヒー豆量の調整

コーヒー抽出口は使用するカップに合わせて、高さを調整すること

ができます。

左図のようにコーヒー抽出口を指で掴み、上下に動かして高さを調

整します。

コーヒー抽出口の調整

1コーヒー豆の量を一時的に変更する場合は、コントロールパネル

の　　ボタンを押してください。

2選択したレベルにより、アロマの強さが変わります。

＝ベリーマイルド
＝マイルド
＝レギュラー
＝ストロング
＝ベリーストロング
＝粉末コーヒーを使用して抽出

CAPPUCCINO
カオリ

コーヒーノ　リョウ

オンド



推奨される位置は次の通りです。

・小さいカップ

・大きいカップ

・ラテマキアート用カップ

同時に２つのコーヒーを淹れる場合、２つのカップをコーヒー抽出

口の抽出穴の下に置いてください。
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メモ：

コーヒー抽出口は取外すことも可能です。大きな容器を使用する時

にご利用ください。



抽出するコーヒーやミルクの量を調整することができます。

　　 、　　および　　　のボタンを押すたびに、マシンはあらかじ

め設定された量のメニューを抽出します。各ボタン毎に抽出量の設

定が可能です。

23

メモ：

同じ手順で　　　、　　ボタンの調整が可能です。

抽出量は「飲料メニュー」（「飲料メニューの調整」の「コーヒーノリョ

ウ」を参照）でも調整することができます。

コーヒー抽出量の調整

ボタンの抽出量を調整する方法を説明します。

1カップをコーヒー抽出口の下に置きます。

2　　 ボタンを押し続けると「MEMO」アイコンが表示されます。

「MEMO」アイコンが表示されたらボタンを離してください。

マシンは抽出量調整モードに入り、コーヒーの抽出を開始します。

3お好みのコーヒー量に達したところで　　　ボタンを押してください。

コーヒーの抽出が止まります。

抽出量が記憶されました。次回以降、　　ボタンを押して抽出され

る量は、今回調整した抽出量になります。

ESPRESSO
MEMO

STOP

ESPRESSO
MEMO

STOP

オマチクダサイ



コーヒー抽出の前に、ディスプレイに警告が表示されていないこと、

水タンクに水、コーヒー豆容器にコーヒー豆が入っていることを確

認してください。

1コーヒー抽出口の下にカップを、1〜2カップ置いてください。
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エスプレッソ、コーヒー、ロングコーヒーの抽出

メモ：

上記のメニュー抽出は、マシンが自動的に適量のコーヒー豆を挽き、

抽出を行います。２杯分の抽出を行う場合は、各メニューともマシ

ンがコーヒー豆挽き作業と抽出作業を２回繰り返します。

コーヒー豆でエスプレッソ、エスプレッソルンゴ、コーヒーを抽出する

2エスプレッソの抽出は　　 ボタン、エスプレッソルンゴ抽出は

　　ボタン、コーヒーは　　　ボタンを押してください。

3１杯分のメニューを抽出するには、抽出したいメニューボタンを

１回押してください。ボタンを押すと、左図がディスプレイに表

示されます。

4２杯分のメニューを抽出するには、抽出したいメニューボタンを

連続して２回押してください。ボタンを押すと、左図がディスプ

レイに表示されます。

5マシンがコーヒー豆を挽き、抽出口からコーヒーが注がれます。

6抽出量が設定量まで達すると、コーヒー抽出は自動的に停止します。

コーヒーの抽出中でも　　 ボタンを押せば途中で抽出を停止で

きます。

ESPRESSO

2 x ESPRESSO

ESPRESSO

STOP

ESPRESSO

STOP



本マシンは事前に豆を挽いた粉末コーヒーと、ノンカフェインコー

ヒーを使用することができます。

粉末コーヒーを使用する場合、１度に２杯の抽出はできません。

1粉末コーヒーを選択するには、ディスプレイに　　　 アイコン

が表示されるまで、　　ボタンを繰り返し押してください。
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粉末コーヒーでエスプレッソ、エスプレッソルンゴ、コーヒーを抽出する

2コーヒー抽出口の下にカップを置いてください。

3エスプレッソの抽出は　　　ボタン、エスプレッソルンゴ抽出は

　　　ボタン、コーヒーは　　　ボタンを押してください。

4左図がディスプレイに表示されます。

ESC

OK ヒイタ

コーヒーノコナヲイレテ

ＯＫヲ　オシテクダサイ
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5粉末コーヒー投入口のフタを開け、付属の粉末コーヒー計量ス

プーンを使用し、すり切り１杯分の粉末コーヒーを投入口に入れ、

投入口のフタを閉めてください。

警告：

粉末コーヒー投入口には粉末コーヒー以外のものを入れないでくだ

さい。

マシンに重大な損傷を与える可能性があります。この場合、修理は

保証の対象外になります。

6　 　ボタンを押してコーヒー抽出を開始します。

7抽出量が設定量まで達すると、コーヒー抽出は自動的に停止しま

す。

コーヒーの抽出中でも　　 ボタンを押せば途中で作業を中止で

きます。

抽出後、マシンはメインメニューに戻ります。

メモ：

粉末コーヒーをマシンに投入後、30 秒以内に　 　ボタンが押され

なかった場合、マシンは粉末コーヒーをカス容器に排出し、メイン

メニューに戻ります。

粉末コーヒーを投入せずに抽出した場合、コーヒー抽出口からはお

湯が出ます。

抽出が可能な粉末コーヒーの最大量は、付属の粉末コーヒー計量ス

プーンにすり切り１杯分です。それ以上の粉末コーヒーを投入した

場合、粉末コーヒーはカス容器に排出されコーヒーは抽出されませ

ん。同作業を繰り返すとマシン内部に負荷がかかり、故障の原因に

なります。

ESC

OK ヒイタ

コーヒーノコナヲイレテ

ＯＫヲ　オシテクダサイ



ミルクカラフェを使用して、カプチーノ、ラテマキアート、ホット

ミルクを抽出する方法を説明します。
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ミルクカラフェ

メモ：

ミルクカラフェを使用する前に「清掃とメンテナンス」に記載された

手順に従い、清掃を行ってください。

ミルクカラフェには良く冷えたミルク（〜5℃）を注いでください。使

用しない間は冷蔵庫で保存してください。ミルクを 15 分以上、常温

で放置しないでください。

警告：

ミルクカラフェには、ミルクと清掃目的の水以外は入れないでくだ

さい。

ミルクカラフェにミルクを注ぐ

1ミルクカラフェの抽出口を、時計回りにロックされるまで回して

ください。

2カラフェフタ両脇にあるリリースボタンを押し、フタを持ち上げ

るように取り外してください。

3ミルクカラフェに示されている、「MIN」と「MAX」の間に収まる量の

ミルクを注いでください。
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ミルクカラフェを取り付ける

1カラフェ取付口キャップを外し、ミルクカラフェを少し傾けなが

ら、マシンのカラフェ取付口に挿入します。

2この段階では、カラフェの穴 (A) はカップリング (C) よりも低い

位置に。ピン (B) はガイド (D) と同じ高さの位置にあります。

4フタを元に戻し、ミルクカラフェ抽出口を反時計回りに回して元

の位置に戻してください。

ミルクカラフェの使用準備が整いました。

C

D
A

B B
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ミルクカラフェを取り外す

1ミルクカラフェ抽出口を反時計回りに回し閉じます。

2ミルクカラフェを手前に持ち上げるようにドリップトレイ (E) か

ら外れるまで引き上げてください。

3ドリップトレイ (E) にロックされるまで、カラフェを回転させる

ように押し込みます。

注意：

カラフェを無理に傾けようとしないでください。

E

E
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ミルクカラフェを空にする

1ミルクカラフェの抽出口を、時計回りにロックされるまで回して

ください。

2カラフェフタ両脇にあるリリースボタンを押し、フタを持ち上げ

るように取り外してください。

3フタを外し、ミルクカラフェを空にしてからきれいに洗浄してく

ださい。

メモ：

使用後は「清掃とメンテナンス」の説明に従ってミルクカラフェの清

掃を行ってください。

3ミルクカラフェをマシンから持ち上げるように取り外してください。
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カプチーノを抽出する

警告：

高温危険！抽出の前に高温のミルクやスチームが噴出することがあ

ります。

マシンの作動中にカラフェのハンドルを掴まないでください。

ミルクカラフェの取り外しは全ての動作が終了するまでお待ちくだ

さい。

メモ：

美味しいカプチーノを抽出するために、少なくとも 3％の乳脂肪分

を含む、良く冷えた（〜5℃）ミルクを使用してください。

1ミルクカラフェに示されている、「MIN」と「MAX」の間に収まる量の

ミルクを注いでください。

2フタを閉め、ミルクカラフェをマシンに取り付けます。

3カップをコーヒー抽出口の下に置きます。
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4ミルクカラフェの抽出口を、ロックされるまで時計回りに回して

ください。

5　　　ボタンを押して抽出を開始します。

6マシンがウォーミングアップを開始します。

メモ：

エコモードが有効になっている場合、ウォーミングアップのための

待機時間が長くなります。詳細については「マシンメニューの設定」

を参照してください。

7ディスプレイに左図が表示されると、ミルクの泡立てが開始され

ます。

　　　ボタンを押すと、作業を中止することができます。

8ミルクの抽出が終わると、コーヒーの抽出が始まります。

　　　ボタンを押すと、作業を中止することができます。

9抽出が完全に終わってからカップを取り、ミルクカラフェ抽出口

を時計回りに回し閉じてください。

10数秒待つとミルクカラフェの自動すすぎが開始されます。

（「清掃とメンテナンス」参照）

11自動すすぎが終了してからミルクカラフェを取り外し、冷蔵庫で

保管してください。

ホットミルクの抽出方法は「スペシャル飲料」を参照してください。

CAPPUCCINO

STOP

CAPPUCCINO

STOP

CAPPUCCINO

STOP

オマチクダサイ



　　 ボタンを押すたびに、マシンはあらかじめ設定された量のカプ

チーノを抽出します。
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メモ：

「飲料メニュー」からの抽出量調整も可能です。(「飲料メニューの調

整」を参照 )

カプチーノの抽出量を調整する

抽出量が記憶されました。次回以降、　　ボタンを押して抽出され

る量は、今回記憶した抽出量になります。

1ミルクカラフェにミルクを注ぎ、マシンに取り付けてください。

2コーヒー抽出口の下にカップを置き、ミルクカラフェ抽出口を時

計回りに回しカップの上にセットします。

3　　 ボタンを押し続けると「MEMO」アイコンが表示されます。

「MEMO」アイコンが表示されたらボタンを離してください。

マシンは抽出量調整モードに入り、コーヒーの抽出を開始します。

4マシンがウォーミングアップを始めます。

5ディスプレイに左図が表示されると、ミルクがカップに供給され

ます。お好みのミルク量に達したところで　　　ボタンを押して

ください。ミルクの供給が止まります。

6ミルクの供給の次にコーヒーの抽出が始まります。お好みのコー

ヒー量に達した時点で 　　ボタンを押してください。コーヒー

の抽出が止まります。

CAPPUCCINO
MEMO

STOP

CAPPUCCINO
MEMO

STOP

CAPPUCCINO
MEMO

STOP

オマチクダサイ

メモ：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、①Special Drinksボタンを押し、
②「アワダチミルク」を選び、③✔ボタンを押す。④ミルクがきれいに流れ初めた
ら、ストップボタンを押し、止めます。ここで、希望のラテボタンをして進めてく
ださい。
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ラテマキアートを抽出する

警告：

高温危険！抽出の前に高温のミルクやスチームが噴出することがあ

ります。

マシンの作動中にカラフェのハンドルを掴まないでください。

ミルクカラフェの取り外しは全ての動作が終了するまでお待ちくだ

さい。

メモ：

美味しいラテマキアートを抽出するために、少なくとも 3％の乳脂

肪分を含む、良く冷えた（〜5℃）ミルクを使用してください。

1ミルクカラフェに示されている、「MIN」と「MAX」の間に収まる量の

ミルクを注いでください。

2フタを閉め、ミルクカラフェをマシンに取り付けます。

3カップをコーヒー抽出口の下に置きます。



35

メモ：

エコモードが有効になっている場合、ウォーミングアップのための

待機時間が長くなります。詳細については「マシンメニューの設定」

を参照してください。

4ミルクカラフェの抽出口を、ロックされるまで時計回りに回して

ください。

5　　ボタンを押して抽出を開始します。

6マシンがウォーミングアップを開始します。

7ディスプレイに左図が表示されると、ミルクの供給が開始されます。

　　　 ボタンを押すと、作業を中止することができます。

8ミルクの供給が終わると、コーヒーの抽出が始まります。

　　　 ボタンを押すと、作業を中止することができます。

9抽出が完全に終わってからカップを取り、ミルクカラフェ抽出口

を時計回りに回し閉じてください。

10数秒待つとミルクカラフェの自動すすぎが開始されます。

（「清掃とメンテナンス」参照）

11自動すすぎが終了してからミルクカラフェを取り外し、冷蔵庫で

保管してください。

LATTE MACCHIATO

STOP

LATTE MACCHIATO

STOP

LATTE MACCHIATO

STOP

オマチクダサイ



　  ボタンを押すたびに、マシンはあらかじめ設定された量のラテ

マキアートを抽出します。
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メモ：

飲料メニューの調整を参照して、飲料メニューからの抽出量調整も

可能です。

ラテマキアートの抽出量を調整する

抽出量が記憶されました。次回以降、　 ボタンを押して抽出される

量は、今回記憶した抽出量になります。

1ミルクカラフェにミルクを注ぎ、マシンに取り付けてください。

2コーヒー抽出口の下にカップを置き、ミルクカラフェ抽出口を時

計回りに回しカップの上にセットします。

3　  ボタンを押し続けると「MEMO」アイコンが表示されます。

「MEMO」アイコンが表示されたらボタンを離してください。

マシンは抽出量調整モードに入り、コーヒーの抽出を開始します。

4マシンがウォーミングアップを始めます。

5ディスプレイに左図が表示されると、ミルクがカップに供給され

ます。お好みのミルク量に達したところで 　　ボタンを押して

ください。ミルクの供給が止まります。

6ミルクの供給の次にコーヒーの抽出が始まります。お好みのコー

ヒー量に達した時点で 　　ボタンを押してください。コーヒー

の抽出が止まります。

LATTE MACCHIATO
MEMO

LATTE MACCHIATO
MEMO

STOP

LATTE MACCHIATO
MEMO

STOP

オマチクダサイ
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スペシャル飲料

本マシンはスペシャルドリンクボタンにより、多数のメニューを抽

出することが可能です。抽出の手順を説明します。

メモ：

　　 ボタンを押してから５秒間メニューを選択しないと、ディスプ

レイは初期画面に戻ります。

スペシャルドリンクは１度に１杯のメニューを抽出することができ

ます。

２杯目以降の抽出は、１から３までの手順を繰り返してください。

1　　　ボタンを押して、「SPECIAL インリョウ」メニューにアクセ

スします。

2スクロールボタン　　 、　　 を押して、目的のメニューを選択

します。

3メニューを選択したら、　 ボタンを押して抽出を開始します。

SPECIAL インリョウ

SPECIAL インリョウ

アワダテタ　ミルク

オユ

スチーム

アワダテタ　ミルク

オユ

スチーム



警告：

高温危険！抽出の前に高温のミルクやスチームが噴出することがあ

ります。

マシンの作動中にカラフェのハンドルを掴まないでください。

ミルクカラフェの取り外しは全ての動作が終了するまでお待ちくだ

さい。
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ホットミルク

1ミルクカラフェをマシンに取り付け、コーヒー抽出口の下にカッ

プを置きます。ミルクカラフェ抽出口を時計回りに回し、カップ

の上にセットしてください。

2　　　ボタンを押して、スペシャルドリンクメニューを開いてく

ださい。

3　 　または 　　ボタンを押して“アワダテタミルク”を選択した

後、 　　を押してください。

　　

4マシンがホットミルクの供給を始めます。  　 ボタンを押すと、

供給を途中で止めることができます。

SPECIAL インリョウ

アワダテタ　ミルク

オユ

スチーム



警告：

高温危険！給湯の前に熱湯とスチームが噴出することがあります。

スチーム /給湯ノズルを直接手で触れないでください。
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給湯

1スチーム /給湯ノズルの下に空の容器を置きます。

2　　　ボタンを押して、「SPECIALインリョウ」メニューを開きます。

3　　  または 　　ボタンを押して“オユ”を選択した後、　 を押

してください。

　　

4マシンが給湯を始めます。  　 ボタンを押すと、給湯を止めるこ

とができます。

給湯を止めた後、回路内の残留水がノズルから垂れ落ちることがあ

りますが、マシンの故障ではありません。

SPECIAL インリョウ

アワダテタ　ミルク

オユ

スチーム
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リストレットを抽出する

1コーヒー抽出口の下に、カップを置いてください。

2　　　ボタンを押して、「SPECIALインリョウ」メニューを開きます。

3　　  または 　　ボタンを押して“RISTRETTO”を選択した後、を

　　押してください。

　　

4コーヒーの抽出が始まります。

5抽出が終了してから、カップを取って下さい。

SPECIAL インリョウ

スチーム

RISTRETTO
ESPRESSO MACCHIATO



41

エスプレッソマキアートを抽出する

1ミルクカラフェをマシンに取り付け、コーヒー抽出口の下にカッ

プを置きます。ミルクカラフェ抽出口を時計回りに回し、カップ

の上にセットしてください。

2　　　ボタンを押して、「SPECIALインリョウ」メニューを開きます。

3　　  または　　 ボタンを押して“ESPRESSO MACCHIATO”を選択し

た後、　 を押してください。

　　

4マシンがミルクの供給を開始します。　　ボタンを押すと、供給

を途中で止めることができます。

警告：

高温危険！抽出の前に高温のミルクやスチームが噴出することがあ

ります。

マシンの作動中にカラフェのハンドルを掴まないでください。

ミルクカラフェの取り外しは全ての動作が終了するまでお待ちくだ

さい。

SPECIAL インリョウ

RISTRETTO
ESPRESSO MACCHIATO

FLAT WHITE
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フラットホワイトを抽出する

1ミルクカラフェをマシンに取り付け、コーヒー抽出口の下にカッ

プを置きます。ミルクカラフェ抽出口を時計回りに回し、カップ

の上にセットしてください。

2　　　ボタンを押して、「SPECIALインリョウ」メニューを開きます。

3 　　 または 　　ボタンを押して“FLAT WHITE”を選択した後、

を押してください。

　　

4マシンがミルクの供給を開始します。　　ボタンを押すと、供給

を途中で止めることができます。

警告：

高温危険！抽出の前に高温のミルクやスチームが噴出することがあ

ります。

マシンの作動中にカラフェのハンドルを掴まないでください。

ミルクカラフェの取り外しは全ての動作が終了するまでお待ちくだ

さい。

SPECIAL インリョウ

ESPRESSO MACCHIATO
FLAT WHITE



各メニューの設定を、ユーザーの好みに合わせ調整することができ

ます。
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飲料メニューの調整

メモ：

　　 または　　 のスクロールボタンを押して希望のメニューを選

択し、　 ボタンを押して確定します。

1 　　ボタンを押して、メインメニューを開きます。

2　 　ボタンを押して、飲料メニューを開きます。
MENU

インリョウメニュー

メニューセッテイ



飲料メニューの調整例として、カプチーノの調整方法を説明します。
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　　 または 　　のスクロールボタンを押して希望のメニューを選

択し、　 ボタンを押して確定します。

　　ボタンを押して、飲料メニューから「CAPPUCCINO」を選択します。

カプチーノの調整

コーヒー豆を挽く量の調整を行います。

ヒイタ　コーヒーノコナ ＝ 粉末コーヒーを使用する

トテモマイルド ＝ 豆量：非常に少ない

マイルド ＝ 豆量：少ない

レギュラー ＝ 豆量：標準

ツヨイ ＝ 豆量：多い

トテモツヨイ ＝ 豆量：非常に多い

カオリ

　インリョウメニュー

コーヒー

CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO

CAPPUCCINO
カオリ

コーヒーノリョウ

オンド

コーヒーノリョウ

コーヒーノリョウ

　　 または 　　ボタンでディスプレイのバーを調整し、コーヒー

の抽出量を調整できます。   　ボタンで変更を確定します。



コーヒーの温度を調整できます。

タカメ：高温

フツウ：中温

ヒクメ：低温
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コーヒーの抽出中にコーヒーをお湯で湿らせ蒸らし、味と香りを引

き立たせる機能を調整します。

デリケートナ　アジ ：蒸らし機能　無し

バランスノトレタ　アジ ：蒸らし機能　有り

コクノアル　アジ ：蒸らし機能　ロングタイム

デフォルトニモドシマス

ミルクノリョウ

ミルクノリョウ

オンド

アジ

　　 または 　　 ボタンを押し、ディスプレイ上のバーを調整する

ことにより、選択したメニューのミルクノリョウを調整できます。

　 　を押して変更を確定してください。

注意：

ミルク関連の調整は、ミルクを使用するメニュー選択時のみ表示さ

れます。

各メニュー毎に、工場出荷時の設定に戻します。ユーザーがカスタ

マイズした設定が削除されます。

メインメニューに戻るには、 　　をメインメニューが表示されるま

で数回押してください。

他の飲料メニューについても、同様の操作で各種調整が可能です。



給湯の調整方法を説明します。

1　　 または 　　ボタンを押し、飲料メニューから「SPECIAL　イ

ンリョウ」を選択します。　 を押して確定してください。
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給湯の調整

2　　 または 　　ボタンを押し、飲料メニューから「オユ」を選択

します。　 を押して確定してください。

給湯の温度を調整できます。

タカメ：高温

フツウ：中温

ヒクメ：低温

工場出荷時の設定に戻します。ユーザーがカスタマイズした設定が

削除されます。

インリョウメニュー

LATTE MACCHIATO
SPECIAL インリョウ

デフォルトニモドシマス

ミズノ　リョウ

ミズノ　リョウ

オユ

ミズノ　リョウ

オンド

デフォルトニモドシマス

SPECIAL インリョウ

アワダテタ　ミルク

オユ

ＲＩＳＴＲＥＴＴＯ

オンド

　　 または 　　ボタンを押し、ディスプレイに表示されているバー

を調整することで給湯の量を調整できます。

調整後　　 ボタンを押して確定してください。



1　 　ボタンを押して、メインメニューを開きます
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マシンメニューの設定

アクアクリーンフィルター

日本ではアクアプリマ浄水フィルターを使用するため、本機能は使

用しません。誤って本機能を選択した場合、　　ボタンで一つ前の

メニューに戻ります。

2　　 または 　　ボタンを押し、「メニュー　セッテイ」を選択します。

選択後  　 ボタンを押して確定してください。
MENU

インリョウ　メニュー

メニュー　セッテイ

AQUACLEAN フィルター
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設定

設定では、マシンの操作設定を変更することができます。

ディスプレイに表示される言語の設定ができます。

ディスプレイの明るさを調整できます。

操作音の有無の切り替えを行います。

エコモード機能は、マシンの可動時にボイラーの待機レベルを最低

限にすることによって、電力の節約をすることができます。

エコモードをＯＮにすることにより、コーヒー抽出時のマシンの

ウォーミングアップ時間が増加する可能性があります。

出荷時の設定はＯＮになっています。

マシンがスタンバイモードに入るまでの時間を設定できます。

設定できるスタンバイ時間は、30 分・120 分・240 分・480 分です。

初期設定は 480 分に設定されています。

マシンに使用する水の硬度レベルを設定します。

日本国内では１ (軟水 )もしくは２ (低軟水 )に設定してください。

初期設定では１ (軟水）に設定されています。

工場出荷時の設定に戻します。ユーザーがカスタマイズした設定が

削除されます。

セッテイ

ゲンゴ

アカルサ

ボタンノ　オト

エコモード　キノウ

スタンバイ　ジカン

ミズノ　コウド

デフォルトニモドシマス
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メンテナンス設定

統計メニュー

メンテナンス設定では、マシンのメンテナンス関連の機能を設定で

きます。

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。(カマレタカフェクリー

ンを使用したブルーイングユニットの清掃 (毎日 )」参照 )

ミルク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。(ミルクカラフェの清掃(毎週)参照)

除石灰作業を実施します。(カルキ洗浄 参照 )

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実行されます。

出荷時の設定はＯＮになっています。

トウケイでは、最後にリセットしてからの飲料メニュー毎の抽出数

が表示されます。

トウケイノ　リセットを実行すると、記録されていた飲料メニュー

の抽出回数がリセットされます。

メンテナンス　セッテイ

ユニット　センジョウ

カラフェ　センジョウ

ジョセッカイ　サイクル

カラフェ　ジドウセンジョウ

トウケイ

トウケイノ　リセット



注意：

マシンの寿命を延ばすには、適切な清掃とメンテナンスが非常に重

要です。清掃とメンテナンスを行うタイミングとその方法を詳しく

説明します。清掃とメンテナンスを正しく行わないと、マシンが故

障する可能性が高くなります。この場合の修理は保証の対象外とな

ります。
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清掃とメンテナンス

マシンの清掃（毎日）

メモ：

‒　柔らかい布を水に濡らし固く絞って使用してください。

‒　食器洗い器で取り外し可能な部品を洗わないでください。

‒　アルコール、溶剤、研磨剤を使用してマシンを清掃しないでく

ださい。

‒　マシンを水に浸けないでください。

‒　電子レンジやオーブンを使用して、マシンおよびその部品を乾

燥させないでください。

マシンの電源を入れた状態で、カス容器とドリップトレイ ( 内部 )

を次の手順で清掃してください。

1サービスドアボタンを押し、サービスドアを開きます。

2ドリップトレイ (内部）とカス容器を取り外します。
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水タンクの清掃 (毎日）

メモ：

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

のカス容器のカウンター数がリセットされず、マシンはエラーメッ

セージを表示し続けます。必ず電源を入れた状態で、カス容器を空

にしてください。

3カス容器を取り外し空にしてから、水で洗ってください。

4フタを外しドリップトレイ ( 内部 ) を空にし、フタとトレイを水

洗いしてください。

5ドリップトレイ (内部）にカス容器を取り付けてください。

6ドリップトレイ ( 内部 ) とカス容器をマシンに戻し、サービスド

アを閉めてください。

1水タンクから、小さな白いフィルター、もしくはアクアプリマフィ

ルター (取り付け時 )を取り外し、水で洗ってください。

2小さな白いフィルター、もしくはアクアプリマフィルター ( 取り

付け時 )を、水タンクに戻してください。

3水タンクに水を入れてください。
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マシンの清掃（毎週）

ミルクカラフェの清掃　クリーンニングボタンによる自動すすぎ（使用毎）

ミルクを使用したメニューを抽出した後、ミルク抽出口からスチー

ムを噴射することで、ミルクカラフェの自動すすぎを実行します。

コントロールパネルの 　　ボタンを押し、カラフェの自動すすぎを

手動で実行することもできます。

1「ミルクカラフェ」で説明されているとおり、ミルクカラフェをマ

シンに取り付けます。

2ミルク抽出口が閉じた状態で 　　ボタンを押し、自動洗浄を開

始します。

2ドリップトレイ (外部）を取り外します。

1マシンの電源を切り、電源コードを抜きます。
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4目皿の下にあるサポート部品（左図参照）を取り外し、ドリップト

レイとサポート部品を洗浄してください。

3目皿を取り外し、きれいに洗浄してください。

5各部品を乾燥させ、マシンに取り付けてください。

7粉末コーヒー投入口をブラシや乾いた布で拭いてください。

6コーヒー抽出口を取り外し、水で洗浄してください。
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ミルクカラフェの清掃 (毎日 )

2ミルク抽出口を時計回りに回し開きます。

3フタ側面を押し、フタを持ち上げ外します。

ミルクカラフェの清掃 ( 毎日 ) を行うことによって、カラフェがよ

り衛生的になります。

1カラフェをマシンから取り外し、空にしてください。

8スチーム / 給湯ノズルとディスプレイを湿った布できれいにして

ください。

4ミルク抽出口を反時計回りに回し、　マーク（ロック解除位置）に

合わせます。



注意：

カラフェの清掃に、食器洗い機は使用しないでください。
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5マシンに接続する部品 (外部 )を、左図のように取り外します。

6残った部品とチューブを左図のように取り外します。

7チューブを取り外します。

8マシンに接続する部品 (内部 )を取り外します。

9内部の接続部品を取り外します。

10分解した部品をぬるま湯できれいに清掃してください。

11清掃後、カラフェを組み立ててください。
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ブルーイングユニットの清掃 (毎日 )

ブルーイングユニットは、カス容器がいっぱいになった時、もしく

は１日１回は清掃してください。

1サービスドアボタンを押してサービスドアを開きます。

2ドリップトレイ (内部 )とカス容器を取り外します。

3ブルーイングユニットを取り外すには、「PUSH」ボタンを押しなが

らハンドルを持って引き出します。

4コーヒー出口ダクトを、計量スプーンやクリーニングブラシを使

用し清掃してください。



注意：

ブルーイングユニットの清掃に、洗剤、石鹸を使用しないでください。
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5きれいな水でブルーイングユニットを洗い、上部フィルター（左

図参照）を指の腹などで傷つけないように清掃してください。

6ブルーイングユニットをしっかりと乾燥させてください。

7湿らせた柔らかい布でマシン内部を清掃してください。

8ブルーイングユニットがマシン取付状態になっていることを確認

します。左図の大小２つの△が、向かい合うように一致している

ことを確認してください。向かい合っていない場合、手順⑨の作

業を行ってください。

9ブルーイングユニットのベースと接触するまでレバーを静かに引

き下げ、ブルーイングユニット側面にある２つの△が一致 ( 手順

⑧)するようにしてください。

10「PUSH」ボタンをしっかりと押してください。
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11ブルーイングユニットをロックするフックが正しい位置にあるこ

とを確認してください。フックが下に下がっている場合、正しく

ロックされるまで上に押し上げます。

12「PUSH」ボタンを押さずにブルーイングユニットを所定の位置に戻

し、押し込むようにロックさせます。

13ドリップトレイ ( 内部 ) とカス容器をマシンに取り付け、サービ

スドアを閉じてください。
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ミルクカラフェの清掃 (毎週）

週毎にミルク回路洗浄溶剤を使用し、ミルク回路全体の洗浄を行い

清潔に保つことをお勧めします。メンテナンス製品のページもご参

照ください。

1マシンメニューから「メンテナンス セッテイ」を選択します。

2「カラフェ センジョウ」を選択し、  　ボタンを押してください。

3　　 ボタンを押してください。

4水タンクに水を MAX まで満たし、  　ボタンを押してください。

5ミルクカラフェに水を約 200 ㏄と希釈率分のミルク回路洗浄溶剤

を注ぎ、かき混ぜてください。

ESC

OK

OK

メンテナンス　セッテイ

ユニット　センジョウ

カラフェ　センジョウ

ジョセッカイ　サイクル

カラフェノ　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

hjy
テキスト ボックス
洗浄溶剤使用したミルクカラフェの清掃（毎日）

hjy
テキスト ボックス
1日1回ミルク回路洗浄溶剤を使用し、ミルク回路全体の洗浄を行い清潔に保つことをお勧めします。メンテナンス製品のページもご参照ください。
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6ミルクカラフェのフタを閉めてください。

7ミルク抽出口を反時計回りにロックされるまで回してください。

8ミルクカラフェをマシンに取り付けてください。

9ミルク抽出口を時計回りに回して開き、その下に空の容器を置い

てください。
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警告：

洗浄中に排出された溶液は飲まないでください。

10　　ボタンを押して洗浄を開始します。ミルク抽出口から溶液が

排出されます。

11左図のアイコンが表示されます。バーで洗浄の進行状況が表示さ

れます。

12洗浄作業終了後、水タンクに MAX まで水を注いでください。

　　　ボタンを押して確定します。

13ミルクカラフェと容器をマシンから取り外します。

14ミルクカラフェをきれいに水洗いしてから水を MAX まで注ぎ、マ

シンに取り付けてください。　　ボタンを押して確定します。

15ミルク抽出口を時計回りに回し開き、空にした容器をコーヒー抽

出口の下に置きます。

“　 ”

“　 ”

“　 ”

OK

OK

OK

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

タンクニ　ミズヲ

タシテクダサイ

ミルクカラフェニ

シンセンナ　ミズヲ

　イレテクダサイ
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ブルーイングユニットのメンテナンス (毎月 )

1カ月に一度、もしくは約 500 杯のコーヒーを抽出した場合、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。

専用グリスは、インターネットまたは、フジ産業株式会社三郷セン

ターで購入することができます。

1両方のサイドガイドにグリスを均等に塗布してください。

注意：

ブルーイングユニットにグリスを塗布する前に、「ブルーイングユ

ニットの清掃 ( 毎日 )」を参照し水洗いしてください。その後、乾燥

させてください。

16マシンはコーヒー抽出口とミルク抽出口の両方から水を供給し始

めます。

バーで作業の進行状況が表示されます。

17作業が終了すると、マシンはメインメニューに戻ります。

18「ミルクカラフェの清掃 ( 毎日 )」を参照し、ミルクカラフェの分

解清掃を行ってください。

カラフェススギ
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クリーニングタブレットを使用したブルーイングユニットの清掃(毎週)

週に一度、もしくは約 500 杯のコーヒー抽出毎に、クリーニングタ

ブレットを使用した清掃を行うことをお勧めします。

2ブルーイングユニット底面のシャフト ( 左図参照 ) にも、グリス

を塗布してください。

3ブルーイングユニットをマシン取り付け状態にするためのレバー

にもグリスを塗布してください。

グリス塗布後、ブルーイングユニットをマシンに戻す場合は「ブルー

イングユニットの清掃 (毎日 )」を参照してください。

1マシンメニューから「メンテナンス セッテイ」を選択します。

2「ユニット　センジョウ」を選択します。　　ボタンを押してくだ

さい。

注意：

クリーニングタブレットは、コーヒー回路の洗浄のみに使用します。

カルキ洗浄には使用できません。カルキ洗浄には専用の溶液を使用

し、カルキ洗浄に記載されている手順に従ってください。

メンテナンス　セッテイ

ユニット　センジョウ

カラフェ　センジョウ

ジョセッカイ　サイクル
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3　　 ボタンを押してください。

4水タンクにきれいな水を MAX まで注いでください。　　ボタンを

押してください。

5粉末コーヒー投入口にクリーニングタブレットを入れ、　　ボタ

ンを押します。

6コーヒー抽出口の下に大きめの容器 (1.5ℓ) を置きます。

　　　ボタンを押して清掃作業を開始します。

ESC

OK

OK

OK

OK

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
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コーヒー豆容器の清掃 (毎月 )

8マシンから溶液の排出が停止した後、容器を取り上げ中身を空に

します。

9「ブルーイングユニットの清掃 ( 毎日 )」で説明されているように、

ブルーイングユニットを清掃します。

7左図のアイコンが表示されます。バーで清掃作業の進行状況が表

示されます。

警告：

この工程中に排出された溶液は、飲むことができません。

月に一度、コーヒー豆容器の清掃を行ってください。コーヒー豆容

器を空にし、固く絞った布で清掃してください。

ユニット　センジョウ



「CALC CLEAN」アイコンが表示された場合、マシンをカルキ洗浄する

必要があります。

カルキ洗浄作業は開始から約１時間かかります。
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カルキ洗浄

以下の手順に従い、カルキ洗浄作業を続行してください。

1「メニュー　セッテイ」から「メンテナンス　セッテイ」を選択し、

ボタンを押してください。

注意：

カルキ洗浄を行わないと、マシンが故障する原因になります。この

場合の修理は保証の対象外となります。

警告：

カルキ洗浄専用の溶剤を使用してください。

他の溶剤を使用すると、マシンが損傷しマシン内部に残留物が残る

可能性があります。

カルキ洗浄溶剤は別途購入することができます。

詳細については本書「メンテナンス製品」のページを参照してくださ

い。

警告：

カルキ洗浄作業中に排出された溶剤やコーヒーなどは、絶対に飲ま

ないでください。酢をカルキ洗浄溶剤として使用しないでください。

メモ：

カルキ洗浄作業中に、ブルーイングユニットを取り外さないでくだ

さい。

メニュー　セッテイ

セッテイ

メンテナンス　セッテイ

トウケイ
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メモ：

誤って　　 ボタンを押した場合、　　ボタンを押して終了します。

2「ジョセッカイ　サイクル」を選択し、　　ボタンを押してくださ

い。

3　　 ボタンを押してください。

4水タンクを取り外してください。アクアプリマフィルターを使用

している場合、アクアプリマフィルターを取り外し、購入時に取

り付けられていた、小さな白いフィルターを取り付けてください。

5ドリップトレイ（内部 /外部 )を空にし、　　ボタンを押します。

ESC

OK

ESC

OK

OK

メンテナンス　セッテイ

カラフェノ　センジョウ

ジョセッカイ　サイクル

カラフェ　ジドウセンジョウ

ジョセッカイ　サイクルヲ
ジッコウシマスカ？

（〜30フン）

ウォーターフィルターヲ
ノゾイテクダサイ

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
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6ミルクカラフェに水を半分まで注ぎ、マシンに挿入しミルク抽出

口を時計回りに回して開きます。その後、　　ボタンを押してく

ださい。

7スチーム / 給湯ノズルとミルク抽出口の下に大きな容器（1.5ℓ）を

置き、　　ボタンを押してください。

8カルキ洗浄溶剤を全て注ぎ、MAX まで水タンクを水で満たしてく

ださい。

　　ボタンを押してください。

OK

OK

OK

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

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

ミズタンクニ　ミズヲイレ
ジョセッカイザイヲ

イレル



11ドリップトレイ (内部 )空にし、　　ボタンを押してください。

10カルキ洗浄作業の第一段階が終了し、左図メッセージが表示され

ます。

メッセージの確認後、水タンクをきれいにすすぎ、MAX まで水を

注ぎマシンに取り付けてください。その後、　　ボタンを押して

ください

メモ：

容器を空にするなどのために作業の一時中断をする場合は、　　ボ

タンを押してください。再開するには 　　ボタンを押してください。
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9マシンは一定の間隔でカルキ洗浄溶剤の排出を開始します。

ディスプレイにバーが表示され進行状況をお知らせします。

12ミルクカラフェを空にし MAX まできれいな水を注ぎ、マシンに戻

してから　　　ボタンを押してください。

OK

チュウシ

OK

OK

ダンカイ　1/2
ジョセッカイ…

タンクヲ　ススイデ
シンセンナ　ミズヲ
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

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



14すすぎ作業が開始されます。ディスプレイにバーが表示され進行

状況をお知らせします。

13大きめの容器を空にして、スチーム / 給湯ノズルとミルク抽出口

の下に置き、　　ボタンを押してください。

メモ：

カルキ洗浄作業の終了後、「ブルーイングユニットの清掃 ( 毎日 )」

を行ってください。

除石灰作業中に行われるすすぎ作業は、あらかじめ設定された水量

で実行されます。水タンクに注いだ水量が少なかった場合、マシン

は 2回以上のすすぎ作業を繰り返す可能性があります。
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15すすぎ作業が完全に終了し、マシンが短いウォームアップを行っ

た後、左図がディスプレイに表示され、カルキ洗浄作業は終了と

なります。

16容器をマシンから取り除きます。

17ミルクカラフェの清掃 ( 毎日）を参照し、ミルクカラフェを分解

清掃してください。

18ドリップトレイ (内部 )を空にし、マシンに戻します。

19アクアプリマフィルターを取り外していた場合、水タンクに戻し

ます。

OK

チュウシ

ダンカイ　2/2
ススギ…

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



カルキ洗浄作業を開始いた場合、最後まで作業を行う必要があります。

作業途中で電源を OFF にしないでください。

作業中にマシンが停止してしまった場合、電源スイッチを OFF にし

作業を終了してください。

作業中に電源をOFFにした場合や、誤って電源コードを抜いてしまっ

た場合は、水タンクを空にしきれいに水洗いをしてから、水を MAX

まで注いでください。

コーヒー等を抽出する前に「手動すすぎ」に記載されている指示に

従ってください。

カルキ洗浄作業が完了していない場合、出来うる限り早急にカルキ

洗浄作業を実施してください。
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カルキ洗浄の中断



コーヒー豆容器の内フタを閉じてください。

コーヒー豆容器にコーヒー豆を補充してください。

ブルーイングユニットをマシンに取り付けてください。

カス容器とドリップトレイ (内部 )を取り付けてください。

カス容器を空にしてください。

サービスドアを閉めてください。

水タンクを取り外し、水を満たしてください。

サービスドアを開き、ドリップトレイ (内部 )を空にしてください。

ミルクメニューを供給するためにミルク抽出口を開いてください。

終了するには　　 ボタンを押してください。

ミルクカラフェの清掃を開始するためにミルク抽出口を閉じてくだ

さい。終了するには　　 ボタンを押してください。
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ディスプレイ表示の内容

ディスプレイ表示 対処方法

ESC

ESC

メモ：

カス容器を空にする場合、電源を入れた状態で行ってください。

電源 OFF 時にカス容器を空にすると、マシン内部のカウンターがリ

セットされず、ディスプレイの表示が消えません。

警告：

マシンの電源が入っている状態で本作業を行うと、カス容器のカウン

ター数がリセットされるので、カス容器も合せて空にしてください。

コーヒーホッパーノ

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

ドリップトレイヲ

セットシテクダサイ

カスヨウキヲ

カラニシテクダサイ

マエノドアヲ

シメテクダサイ

タンクニ　ミズヲ

タシテクダサイ

ドリップトレイヲ

カラニシテクダサイ

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

カラフェノ　パナレロヲ

ススギイチニ

シテクダサイ



ミルクカラフェを取り付け、抽出を開始します。

終了するには　　 ボタンを押してください。

カルキ洗浄を行ってください。

カルキ洗浄を実行しない場合、マシンが故障する可能性があります。

この場合、修理は保証の対象外となります。

マシンがスタンバイモードに入っていると　　 周りに赤いライトが

点滅します。　　ボタンを押すとスタンバイモードを終了します。

右下に表示されているコード (E xx) を記録してください。

マシンの電源を切り、30秒後に電源を入れ直してください。表示が

変わらない場合は 2〜3回繰り返してください。

上記を試してもマシンが起動しない場合、Webサイト「www.gaggia.jp」

をご確認いただくか、フジ産業 (株 )三郷センターに連絡し、使用し

ているマシン名と記録したコードをお伝えください。

連絡先は別途付属の保証書、本書末ページに記載されております。
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ディスプレイ表示 対処方法

ESC

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



トラブルシューティングでは、マシンに発生する可能性がある最も

一般的な問題を表にしてあります。

トラブルシューティングを確認しても問題が解決しない場合は、弊

社 HP 「www.gaggia.jp」をご確認いただくか、フジ産業 ( 株 ) 三郷セ

ンターまでご連絡ください。
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トラブルシューティング

スチーム / 給湯ノズルを清掃し、

先端の穴が詰まっているようであ

れば、ピンや針を使用し穴をあけ

てください。

(マシンが冷えた状態で作業を行っ

てください）

あらかじめ温めておいたミルクを

加えてください

スチーム /給湯ノズルの先端が

詰まっている

冷えたミルクをコーヒーに加え

た

温度設定を「フツウ」「タカメ」に設

定してください

飲料メニューの温度設定が「ヒク

メ」になっている

コーヒーを淹れる前にカップを温

めて下さい

コーヒーを淹れるカップが冷え

ている

マシンの異常ではありませんスチームの使用や、水回路の充

填作業、すすぎ作業を行うとド

リップトレイに排水されます

電源スイッチを ON(I) にしてくだ

さい

電源スイッチが OFF(〇) になっ

ている

電源コードを正しく差し込んでく

ださい

電源コードがコンセントから抜

けている

お湯、またはスチームが出

ない

飲料メニューを開き、各メニュー

毎にコーヒーの量を調整してくだ

さい。

マシンの抽出量調整が少なく設

定されている

コーヒーの抽出量が少ない

コーヒー豆を変える(ブレンド数が

増えるほど上質のクレマになります)。

豆の挽粗さを細かくしてください

カラフェを分解清掃し、正しくセッ

トされているか確認してください

新しいコーヒー豆、粉末コーヒー

を使用してください

豆のブレンドの相性が悪い

コーヒー豆が劣化している

豆の挽具合が粗い

ミルクカラフェが汚れているか、

正しくセットされていない

コーヒー豆、粉末コーヒーが古

くなっている

コーヒーのクレマが薄い

(※）

ミルクの泡立ちが悪い

コーヒーの温度が低い

ドリップトレイがすぐに満

水になる

電源が入らない。

症状 原因 対処方法
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コーヒー豆の変更、または豆の挽

粗さの調整を行ってください

ドリップトレイとカス容器をマシ

ンに取り付け、サービスドアを閉

じ電源を入れ直します。ギアが自

動的に初期位置に戻りブルーイン

グユニットが取付けられるように

なります

使用しているコーヒー豆が、全

自動コーヒーマシンに適してい

ない

マシン側の取り付けギアの位置

がずれている。

「ブルーイングユニットの清掃 (毎

日)」を参照し、ブルーイングユニッ

トが取付け状態であることを確認

してください

ブルーイングユニットがマシン

取り付け状態になっていない

ブルーイングユニットを取り外す前

にカス容器を取り外してください

カス容器を取り外していない

サービスドアを閉め、電源を入れ

直してください。マシンが自動的

に正しい位置に戻します

ブルーイングユニットの取付位

置がずれている

カルキ洗浄作業を実施してくださ

い

マシン内部回路がカルキによっ

て詰まっている

ブルーイングユニットの下

または上に、引いたコー

ヒーが大量に散らばってい

る
豆の挽粗さに関連し、抽出を最適

化するために、2〜3杯のコーヒー

抽出が必要になります。マシンの

異常ではありません

新しい種類のコーヒー豆 (粉末

コーヒー )を使った場合、マシ

ンがコーヒー豆 (粉末コーヒー )

の量を調整している

豆量を少なく調整するか、グライン

ダーの調整を細かく設定してくださ

い。

問題なくコーヒーが抽出できてい

ればマシンの異常ではありません。

カス形状は豆の種類、挽き粗さ、

豆量によって変わります。

豆量が多すぎるか、コーヒー豆

の挽粗さが粗すぎる。

乾燥したカスがカス容器に

溜まっている

水気の多いカスがカス容器

に溜まっている

ブルーイングユニットが取

り外せない

ブルーイングユニットが入

らない　

ウォーミングアップに時間

がかかり、ノズルから排出

される水量が少ない

症状 原因 対処方法
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ブルーイングユニットのメンテナン

ス(毎月)を実施し、グリスアップ

後コーヒーを数杯抽出してください

コーヒー抽出口を清掃してください

ブルーイングユニットの動きが

重いため、マシンが自動調整で

豆量を減らした

コーヒー抽出口が汚れている

豆の挽きが粗すぎたり豆量が多すぎ

ると圧縮ができなくなります。挽き

粗さと豆量を調整してください。

コーヒー豆の挽粗さが粗すぎる。

豆量が多すぎる

コーヒーの抽出を数杯繰り返してく

ださい

マシンが GAGGIA 適応システムを

実施している

ブルーイングユニットの清掃 (毎

日 )を実施してください

ブルーイングユニットが汚れて

いる

水タンクに水を注ぎ、手動すすぎ

を実施してください

水タンクに水がない

コーヒーが薄い (※)

コーヒのブレンドを変更。コーヒー

豆の挽粗さを細かめに調整してく

ださい

豆の挽粗さが粗い

コーヒのブレンドを変更。コーヒー豆

の量を減らし、挽粗さを粗めに調整し

てください

カルキ洗浄作業を実施してください

コーヒー豆の挽粗さが細かすぎ

る。豆量が多すぎる

マシン内部の回路が詰まっている

ブルーイングユニットの清掃 (毎

日 )を実施してください

ブルーイングユニットが汚れて

いる

コーヒー抽出速度が遅い

(※)

コーヒー抽出口とその穴をきれい

に清掃してください

コーヒー抽出口が詰まっている

(※)これらの問題は、コーヒー豆やそのブレンドの変更、もしくはマシ

ン初起動の場合「GAGGIA 適応システム」により、マシンが自己調整

を実行している可能性があります。この場合、コーヒーを数杯抽出

し、様子を見てください。

コーヒー抽出口からコー

ヒーが漏れる

コーヒー豆を挽くがコー

ヒーが抽出されない (※)

症状 原因 対処方法



Gaggia 全自動エスプレッソマシンは、クラスＡエネルギーラベルで

証明されているとおり、省エネルギー仕様で設計されています。

マシンの未使用期間が一定時間経過 ( ユーザー設定可 ) すると、マ

シンは自動的にスタンバイモードに移行します。コーヒーの抽出が

あった場合はすすぎ作業を行います。

スタンバイモードでのエネルギー消費量は１ Wh 以下です。

スタンバイモードを終了するには、マシンの電源スイッチが「I」の位

置にあることを確認し、　　ボタンを押します。ボイラーが冷えて

いる場合、マシンはすすぎ作業を行います。

　　 ボタンを３秒間押し続けると、手動でスタンバイモードに変更

することができます。

マシンにはディスプレイの寿命を延ばすスクリーンセーバーが付属

されています。マシンを５分間使用しないと、ディスプレイに

Gaggia のロゴが表示されます。

マシンは起動しているので、いずれかのボタンを押すとすぐに機能

が作動します。
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省エネルギー

スタンバイモード

スクリーンセーバー

メモ：

1サービスドアが開いていると、マシンはスタンバイモードに入り

ません。

2スタンバイモード起動時、マシンはすすぎ作業を行うことがあり

ます。　　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。

次の方法でマシンを再起動できます。

1コントロールパネルの任意のボタンを押してください。

2サービスドアを開けます。( ドアを閉じると、マシンはスタンバ

イモードに戻ります）

マシンがスタンバイモードに入ると、　　ボタンの周りが赤く点滅

します。

メモ：

警告メッセージが表示されている場合、スクリーンセーバーは作動

しません。



改良のため、仕様および性能の一部を予告なく変更することがあり

ます。あらかじめご了承ください。
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製品仕様

保証とサービス

保証

保証および関連条件の詳細については、別途付属の保証書をお読み

ください。

サービス

私たちはユーザーの皆様がマシンに満足いただけることを願ってお

ります。

サービスまたはサポートについては、フジ産業 ( 株 ) 三郷センター

にお問い合わせください。連絡先の詳細は別途付属の保証書、本取

扱説明書の巻末、または「www.gaggia.jp」をご覧ください。

公称電源 /定格電力 /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

カップサイズ

水タンク容量

コーヒー豆容器容量

カス容器容量

ポンプ圧力

ボイラー

安全装置

100V/ 1000W/ 50-60Hz

熱可塑性プラスチック / ステンレス

245 x 360 x 420 mm

13.4 kg

1200 mm

正面

110 mm

1.5ℓ（取り外し可能）

300 g

11 杯

15 気圧

ステンレス

ボイラー圧力安全弁
2重安全サーモスタット

サーモスタット



マシン洗浄とカルキ洗浄には、弊社推奨メンテナンス製品を使用し

てください。インターネット、もしくはマシン購入先からご購入が

可能です。

連絡先の詳細は別途付属の保証書、本取扱説明書の巻末、または

「www.gaggia.jp」をご覧ください。
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メンテナンス製品

‒　カルキ洗浄溶剤

‒　アクアプリマ浄水フィルター

‒　ブルーイングユニット用グリス

‒　クリーニングタブレット

‒　ミルク回路洗浄溶剤











改良のため、仕様および性能の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フジ産業株式会社 三郷センター
〒341-0044
埼玉県三郷市戸ヶ崎 1丁目 105
TEL.048-949-2888 FAX.048-949-4141  
※日曜日を除く
www.gaggia.jp

GAGGIA S.p.A.

Sede Legale/Registered Office
Piazza A.Diaz,1
20123 MILANO

Sede Amministrativa/Administrative Office
Via Torretta, 240
40041 Gaggio Montano (BO)
+39 0534 77111 




