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注意：取扱説明書の説明文に「図～」の表記
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ださい。
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はじめに
この度は Caffitaly S9003
S9001（以下本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、専用のカプセルを高圧抽出、低圧抽出の２種類の抽出方法でエスプレッソやコーヒー、各種ドリン
クを抽出するのに適しています。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

一般事項
以下に記載した原因による損傷については、責任を負いかねます。

●本来の目的に反した使用による場合
●修理が弊社指定のサービスセンターで行われなかった場合
●本製品のどこかを改造された場合
●オリジナルではないパーツや付属部品を使用した場合
●本製品の専用カプセル以外のカプセルを使用した場合
●除石灰作業を行わなかった場合
●本製品を０℃以下の環境で使用、もしくは保管された場合
これらの場合、保証は無効になりますので、あらかじめご了承ください。

使用者の安全の為に、警告および注意表示は全ての重要な注意点を示しています。
大きな傷害事故を避ける為、これらの注意書きをしっかり守ってください。

製造番号について
マシン本体底面に製造番号（シリアル番号）のシールを貼付しています。

シリアル番号

シールは絶対に剥がさないでください。これらの表示内容は、メンテナンスを実施する際に必要となる重要
な情報です。
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廃棄について
本製品は家庭用廃棄物として処理出来ません。
本製品に対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、ご購入の
販売店または弊社サービスセンターにお問い合わせをお願いします。

取扱説明書の取り扱い方法
この取扱説明書は安全な場所に保管してください。
本製品を使用される全ての方が利用出来るようにしてください。
更に詳しい情報は弊社サービスセンター（048-949-2888）にお問い合わせください。
後日参照の為、この取扱説明書はきちんと保管してください。
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安全上のご注意
ご使用の前に必ずお読みください。
ここに示す注意事項は、本製品を正しく安全にご使用頂き、お使いになる人や周辺の方々へ
の危害や損害を未然に防ぐためのものです。
●本製品をご使用になる前に、取扱説明書や同梱の印刷物を必ずお読みください。
●取扱説明書はすぐに取り出せるところに保管し、必要な時にお読みください。
●ご不明な点は、弊社サービスセンター（048-949-2888）までご連絡ください。
誤った使い方で生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
絵表示の例

警告
注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容です。
誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性または物的損
害の発生が想定される内容です。
記号は、「警告・注意」の内容です。
記号の中や近くに具体的な注意内容が記載されています。
記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
記号の中や近くに具体的な注意内容が記載されています。
記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
記号の中や近くに具体的な指示内容が記載されています。

警告

分解・改造・修理
独自の改造・分解・修理は絶対にしないでください。
感電、ショート、発火の恐れがあります。
電源/コンセントについて
電 源 は 「 20A 200V 」 と 記 載 さ れ て い る 壁 面 の コ ン セ ン ト か ら
直接お取りください。
電源は交流 200V 50/60Hz をご使用ください。
それ以外の電源を使用されますと火災の原因になります。
コンセントは本製品のみ単独で使用してください。
タコ足配線すると火災の原因になります。
電源プラグ/電源コードについて
電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取ってください。
ショート、発煙、発火の恐れがあります。
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電源プラグ、コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
は さみ込んだり 、束ねたり 、加工したり 、重いものをの せたり 、
火気の近くで使用しないでください。
コードが破損して感電、火災の原因になります。
濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。
感電する恐れがあります。
本体、電源プラグ、コードを水につけたり、水をかけないでください。
感電、ショートの恐れがあります。
電源プラグやコードが痛んだり、コンセントへの差し込みがゆるい
時は使用しないでください。感電、ショート、発火の恐れがあります。
使用していないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
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安全上の注意

（続き）
警告

使用中/使用後
お子様だけで使用したり、乳幼児の手の届くところで使用しないで
ください。
ヤケド、ケガの原因となります。
使用中は、熱を帯びる部分（抽出口）、スチーム・給湯ノズルに手や
コードを触れさせないでください。ヤケド、破損の原因となります。
スチーム・給湯ノズルの噴出口に手や顔を近づけたり、触れないで
ください。
ノズルから高温の蒸気・熱湯が噴出しますので、ヤケド、ケガの
原因となります。
本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。
火災、故障の原因となります。
万が一、異常が発生した場合には、直ちに電源を切り、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
注意

設置場所
不安定な場所に設置しないでください。
ヤケド、破損の原因となります。
水や火気の近く、壁や家具の近くで使用しないでください。
故障・破損の原因となります。また、壁や家具を傷め、変色変形の
原因となります。
高温ガス、電気コンロの上やオーブンの近くへ置かないでください。

屋外では使用しないでください。
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安全上の注意

（続き）
注意

お手入れ
コンセントから電源プラグを外し、マシンが冷めてから行って
ください。ヤケドの原因となります。
洗剤をご使用の場合は台所用洗剤を使用してください。クレンザー
などの研磨剤が入った洗剤は避けてください。故障・破損の原因と
なります。
除石灰剤を用いた除石灰作業を定期的に行ってください。
除石灰作業を怠ると故障の原因となります。
使用後は必ずお手入れをしてください。
お手入れを怠ると故障の原因となります。
その他
電源コードをテーブルやカウンターの縁から垂らさないでください。
ケガ、破損の原因となります。
本製品に衝撃を与えないでください。

設置場所
・安定した丈夫で平らな所に設置してください。
・万が一水やドリンクがこぼれてもよい場所に設置してください。
・温度 10℃～40℃、湿度 90％以下の環境で使用してください。
・水のかかる場所には設置しないでください。
・火気のある場所、ほこりっぽい場所、オイルミストが浮遊する場所では使用しないでください。
・本製品を他の機器の上に設置しないでください。
・熱源の上に置かないでください。また熱源の近くに置く時は 10ｃｍ以上離してください。
・可燃物、危険物の近くに置かないでください。
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１３

各部の名称 （続き）
A: ショートボタン

（左
（レフトグループ）・・・
高圧抽出

B: ルンゴボタン

（左
（レフトグループ）・・・
高圧抽出

C: ロングボタン

（左
（レフトグループ）・・・
低圧抽出

D: クリーニングボタン

（左
（レフトグループ）

E: 給湯ボタン

（左
（レフトグループ）

F: ショートボタン

（右
（ライトグループ）・・・
高圧抽出

G: ルンゴボタン

（右
（ライトグループ）・・・
高圧抽出

H: メニューボタン

（右
（ライトグループ）

Ｉ : ラテマキアートボタン

（右
（ライトグループ）・・・
高圧抽出

L: カプチーノボタン

（ライトグループ）・・・
高圧抽出
（右

M: 水タンク蓋
N: カプセル開閉レバー

（左
（レフトグループ）

O: ディスプレイ
01 – 数値（データ）減少ボタン
02 – 数値（データ）上昇ボタン
03 – 確認（OK）ボタン
P: カプセル開閉レバー

（右
（ライトグループ）

Q: コーヒー抽出口

（左
（レフトグループ）

R: 給湯口
S: 空カプセル収納ケース
T: コーヒー/ミルク抽出口

（右
（ライトグループ）

U: ミルク用チューブ
X: ドリップトレイ（目皿付き）
W: メインスイッチ（主電源）
Y: 電源コード
Z: クリーニングカプセルキット（同梱品）
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INSTALLATION

初めて使用する場合、または長時間使用しなかった場合。

First use or after a long period of disuse
注意：水道直結式の場合、電源を入れる前に水道の元栓を開いてください。自動的に
NB:
If the machine has a connection to the water supply, open the tap located
マシンに給水されます。
upstream
before starting the machine; this will automatically fill the tank when it is

started. In this case, go straight to installation step 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

水タンクフタを取り外してください（図1）。
Remove the tank lid (Fig.1)
ハンドルを持ち上げ水タンクを取り外してください（図2）。
Lift the handle and remove the tank from its seat (Fig.2)
水タンクに新鮮な水を注いでください（図3）。（水道直結式の場合も同様）
Fill
the tank with fresh, still water (Fig.3).
水タンクも元の位置にセットし、フタを閉めてください。
Refi
t the tank, making sure it is properly in place, and refit the lid.

電源コード及びブレーカーがセットされているか確認してください。
Make
sure the plug is properly inserted in the socket.
マシンの電源スイッチをＯＮ（Ｉの位置）にしてください。
Turn
the machine on by setting the main switch to "I".
マシンのすすぎが完了し、使用可能になるまでお待ちください。
Wait
for the machine to complete the water circuit filling cycle.
マシンのコーヒ抽出が可能になるとボタン（Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｆ－Ｇ）が点灯します。
Wait until the machine finishes heating the coffee groups; the buttons (A - B - C - F -G)
will then be lit up steady.
9. レバー（Ｎ）を上げてください（図4）。
Raise the lever (N) to open the capsule compartment of the left group (Fig.4).
付属の「クリーニングカプセル」を挿入してください（図5）。
10. Insert
a “cleaning” capsule supplied (Fig.5).
11. レバー（Ｎ）を完全に下げてください（図6）。
Close the lever (N) (Fig.6).
12. コーヒー抽出口（左側）の下に、大きめの容器（250㎖）を置いてください（図9）。
Place a large container (at least 250 ml) under the left coffee dispenser (Fig.9).
13. ボタン（Ｄ）を押してください。マシンが洗浄を開始するので終了後、容器を空にしてください。
Press the button (D). Wait for the machine to finish dispensing. Empty the container.
レバー（Ｎ）を上げ、クリーニングカプセルを空カプセル収納ケースに落とし（図4）、レバーを完全
14. Raise
the lever (N) to eject the “cleaning” capsule (Fig.4). Close the lever (N) (Fig.6).
に下げてください（図6）。
15. Pull
out the used capsule drawer (S) and recover the “cleaning” capsule (Fig.23).
15. Reinsert
クリーニングカプセルを空カプセル収納ケースから取り出してください（図23）。
the drawer.
16. レバー（Ｐ）を操作して（図11-12-13）、ライトグループにクリーニングカプセルを挿入します。
Insert the “cleaning” capsule in the right group, operating the lever (P) (Fig.11 - 12 - 13).
コーヒー/ミルク抽出口（右側）の下に大きめの容器（250㎖）を置きます（図16）。
17. Place
a large container (at least 250 ml) under the right coffee dispenser (Fig.16).
Capsule」を選択します。
18. ボタン（Ｈ）を押してからボタン（02）を押し、「Cleaning
Press the button (H). Press the button (02) and select “Cleaning
Capsule”.
19. ボタン（03）を押すとマシンが洗浄を開始します。終了後、容器を空にしてください。
Press the button (03). Wait for the machine to finish dispensing. Empty the container.
レバー（Ｐ）を上げ、クリーニングカプセルを空カプセル収納ケースに落とし（図11）、レバーを完全
20. Raise
the lever (P) to eject the “cleaning” capsule (Fig.11). Close the lever (P) (Fig.13).
に下げてください（図13）。
21. Pull
out the used capsule drawer (S) and recover the “cleaning” capsule (Fig.23).
クリーニングカプセルを空カプセル収納ケースから取り出してください（図23）。
21. Reinsert
the drawer.
ミルク用チューブ、ミルクを入れる容器を良く清掃してください。（冷蔵庫を使用する場合は冷蔵
22. Carefully
clean the outside of the milk suction pipe (U1) or the refrigerator (as indicated
庫取扱説明書を参照）
in
the specific manual).
23. きれいな水を入れた容器に、ミルク用チューブを挿入します。（冷蔵庫を使用する場合は冷蔵庫
Arrange a container with drinking water and immerse the suction pipe (Fig.19) in it; if
取扱説明書を参照）
there is the refrigerator, insert the container for the wash with water.
24. ボタン（Ｈ－Ｉ－Ｌ）が点灯するのを待ちます。
Wait for the buttons (H - I - L) to light up steady.
25. コーヒー/ミルク抽出口（右側）の下に大きめの容器（250㎖）を置きます（図16）。
Place a large container (at least 250 ml) under the right coffee dispenser (Fig.16).
26. ボタン（Ｈ）を押した後、ボタン（02）を押し「Milk」を選択してください。
Press the button (H). Press the button (02) and select “Milk”.
27. ボタン（03）を押すとマシンが洗浄を開始します。終了後、容器を空にしてください。
Press the button (03). Wait for the machine to finish dispensing. Empty the container.
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English
NB: The “cleaning” capsule can be used several times while it is still intact. In case
注意：クリーニングカプセルは繰り返し使用することができます。紛失しないように大切に
of loss保管してください。
or depletion of the “cleaning” capsule supplied, an old capsule can be used
after emptying it.
A new “cleaning” capsule can be purchased at Caffitaly shops.

言語の設定

Setting the language

ディスプレイ上のに表示されるメッセージ言語を選択することができます。選択方法は以下の手順に
The machine allows quick selection of the language in which messages are shown on the
従ってください。
display. To carry out the selection, proceed as follows.
• マシンの電源をＯＦＦにしてください。
Turn the machine off.
ボタン（Ａ－Ｂ）を同時に押しながら、メインスイッチを押し電源をＯＮにしてください。
• Press
the buttons A-B and, at the same time, turn the machine on by pressing the main

switch.
•
•
•

言語メニューがディスプレイに表示されます。
The language menu appears on the display.
ボタン（01）または（02）を押して、希望の言語を選択します。
Press the button 01 or 02 to select the desired language.
ボタン（03）を押して確定します。メインメニューに戻ります。
Press the button 03 to confirm. The machine returns to the main menu.

主電源を入れる
•
•
•

Turn the appliance on

Remove
and fill the tank with fresh, still water (Fig.3).
水タンクにきれいな水を注いでください。（水タンク式の場合）
メインスイッチをＯＮ（「Ｉ」の位置）にしてください。
Turn
the machine on by setting the main switch to "I".
ディスプレイに様々な表示がされます。SELECTが表示されるまでお待ちください。
The display shows the various machine phases. Wait until it is ready to use.
NB: If the machine has a connection to the water supply, open the tap located
注意：水道直結式の場合、電源を入れる前に水道の元栓を開いてください。自動的にマシ
ンに給水されます。
upstream
before starting the machine; this will automatically fill the tank when it is
started.

General operating indications
マシンは作業に必要なすべての情報をディスプレイに表示します。
The machine has a display which provides the user with all the information necessary for its

operation.
The display is divided into sections in order to better communicate with the user. Messages
are shown by categories to facilitate their understanding. Messages can be combined and
different for each group, because the machine allows all functions to be managed in an
independent way.
加 熱 中 の 表 示

HEATING UP

右グループは加熱中です
Right
group in heating up
phase.
Heating Up

Left group in heating up
左グループは加熱中です。
phase.
Heating Up

給湯用ボイラーは加熱中です。
Dispensing
of water in heating
up phase.

１６

ミルク用ボイラーは加熱中です。
Dispensing of products with

milk in heating up phase.
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English
使 用 可 能
表 示 TO USE
THE MACHINE
IS の
READY
SELECT

Left group ready.
左グループは使用可能です。

右グループは使用可能です。
Right
group ready.

SELECT

Dispensing
of steam for milk
ミルクフォーマーは使用可能
です。
emulsion
ready.

給湯は使用可能です。
Hot
water dispensing ready.

THE MACHINE IS READY TO USE (MACHINE WITH REFRIGERATOR)
SELECT

REFRIGERATOR TEMP: 5°C

SELECT

The machine
indicates the
temperature of
the milk contained in the
refrigerator.

SELECT
REFIGERATOR IN STAND-BY MODE

SELECT

The machine
indicates that
the refrigerator is in standby mode and
is not cooling
the milk.

SELECT
REFRIGERATOR
DISCONNECTED

SELECT

The machine
indicates
that the
refrigerator is
disconnected.
(Contact the
operator).

NB: In this case, the refrigerator status is shown at the top of the machine display to
allow better management of the system.
コーヒー抽出時の表示
WHEN DISPENSING
AN ESPRESSO

Dispensing an espresso in
右グループは
ドリンクの抽出中。
right group.
Dispensing

Dispensing an espresso in left
左グループは
ドリンクの抽出中。
group.
Dispensing

NB: The icon that appears during dispensing is that of the button pressed for each
注意：抽出中に表示されるアイコンは、抽出されているメニューのアイコンです。左右の
group.グループが異なるメニューを同時に抽出することができます。
With this machine, each group can separately and autonomously dispense a
different type of coffee at the same time.
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給 湯 中 の 表HOT
示 WATER
WHEN DISPENSING
SELECT

Left group ready.

Right group ready.

SELECT

給湯中
Dispensing of hot water

(animated icon).

ミルクフォーマー使用中の表示
WHEN DISPENSING
PRODUCTS WITH MILK
右グループは
Dispensing of products with
ドリンクの抽出中。
milk (animated icon).
Dispensing

Left group ready.

SELECT

注意：ミルクメニューは右グループのみ抽出可能です。抽出前にミルクの入った容器を
NB: Products with milk can only be dispensed by the right dispenser. Before
マシンに接続する必要があります。ボタン（Ｉ）（Ｌ）のいずれかを押すことで、
dispensing
products with milk, the machine must be connected to a milk
ワンタッチでのミルクメニュー抽出が可能です。
container
or the refrigerator. The products that can be immediately dispensed are:

Cappuccino, by pressing the button (I), and Latte Macchiato (milk with a dash of
coffee), by pressing the button (L).

１８
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English
MACHINE MENU, 右グループマシンメニューの表示
RIGHT GROUP - PRESS THE BUTTON (H)
FILTER COFFEE
CLEANING CAPSULE
MILK

Right group ready.

CAFFE MACCHIATO
FLAT WHITE
EVENING CLEANING

Left group ready.

QUICKSELEZIONARE
CLEANING
Up/-

Ok

Down/+

注意：ボタン（Ｈ）を押すとメニューが表示され、10秒間何もしないと自動的に通常表示に
NB: Press the button (H), the menu is displayed for 10 seconds and then
戻ります。選択したメニューにマーカーが表示されます。
disappears
automatically if no action is performed; the selected menu is highlighted

by the marker.
Button (01): トップメニューの選択（マーカーが上に移動）
Top menu selection (the marker moves upwards)
ボタン(01)：
ボタン(02)：
Button (02): トップメニューの選択（マーカーが下に移動）
Bottom menu selection (the marker moves downwards)
ボタン(03)：
Button (03): トップメニューの決定
Confirm selection (the menu where the marker is located is activated)
Menu (Filter coffee): レギュラーコーヒーの抽出。
for dispensing a filter coffee.
Menu (Cleaning Capsule): for
cleaning the group with the “cleaning” capsule.
クリーニングカプセルで抽出回路の洗浄を行う。
Menu (Milk): ミルクを入れる。
for dispensing a beverage with milk without coffee.
Menu (Caffè Macchiato): カフェマキアートを抽出する。
for dispensing a caffè macchiato (coffee with a dash of milk).
Menu (Flat White): ホットミルク（フォームミルク無し）で作られたカプチーノを抽出する。
for dispensing a Cappuccino made with hot milk without froth.
Menu (Evening Cleaning): マシン内部のミルク回路の洗浄を行う。（「ミルク回路の自動洗浄作
for evening cleaning of the machine's internal circuits used for
milk treatment. See the section
"Milk circuit automatic cleaning cycle (at end of day)”.
業（1日の終了時）」参照）
Menu (Quick Cleaning): ミルクメニュー抽出後に必要な、簡単な洗浄を行います。（「コーヒー
A brief clean is carried out after dispensing a product with milk.
/ミルク抽出口（Ｔ）の簡単な洗浄（ミルクフォーム抽出毎）」参照）

Qick
Cleaning（コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）の簡単な洗浄）の表示
MILK
CIRCUIT QUICK CLEAN (RIGHT DISPENSER)
Press OK
for Short Wash

右グループは簡単な
Execution of right group auto洗浄を行ってください。
matic cleaning cycle (animat-

ed icon).
Left group ready.

SELECT

注意：コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）の簡単な洗浄は、ミルクメニューを抽出した後、一定時間
NB: This wash is required after dispensing one or more beverages with milk. This
の抽出がない場合に必要です。簡単な洗浄後、ミルクメニューの抽出が可能になります。
message
appears if the machine is not used for a certain time and the dispensing

of beverages with milk is blocked; the subsequent preparation of other beverages is
possible only after this cleaning.
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１９

English
Evening EVENING
Cleaning（ミルク回路の自動洗浄作業（1日の終了時））の表示
CLEANING OF MILK CIRCUITS

The machine is washing (or
ミルク回路の自動洗浄作業（1日
の終了時）を実行中。
rinsing) in the milk circuit
Dispensing

Left group ready.

evening cleaning cycle.

SELECT

ミルク回路の自動洗浄作業とすす
The machine is waiting beぎ作業の間で待機中です。
tween the wash cycle and the
Press OK to continue

Left group ready.

rinse cycle.

SELECT

注意：ミルク回路の衛生状態と動作を保証するため、この洗浄は毎晩行ってください。
NB: This wash must be carried out every evening to ensure the correct hygiene of

the milk circuits and that the machine works perfectly.
Cleaning
Capsule（抽出口の自動洗浄作業中）の表示
DURING THE
AUTOMATIC
CLEANING CYCLE OF THE 2 GROUPS
コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ)の自
Execution of right group auto動洗浄作業を実行中。
matic cleaning cycle (animatClean Group

ed icon).

コーヒー抽出口（Ｑ)の自動洗浄
Execution of left group
作業を実行中。
automatic cleaning cycle

(animated icon).

２０

Clean Group

41

English
Cleaning
Capsule（抽出口の自動洗浄作業終了時）の表示
AT THE END OF
THE AUTOMATIC
CLEANING CYCLE OF THE 2 GROUPS
REMOVE
DUMMY

Raise
the lever (N) of the left group
左グループのレバー（Ｎ）を上げ
、クリーニングカプセルを空カプ
to
eject the “cleaning capsule”
セル収納ケースに落とします。
into
the special drawer.

右グループのレバー（Ｐ）を上げ
Raise
the lever (P) of the right
、クリーニングカプセルを空カプ
group
to eject the “cleaning” capセル収納ケースに落とします。
sule
into the special drawer.

REMOVE
DUMMY

除石灰表示（除石灰時期に達すると表示されます）
DESCALING ALERT
SELECT
Decal. Message

Descale as soon as possible.
左グループの除石灰作業を速やか
に行ってください。

右グループの除石灰作業を速やか
Descale as soon as possible.
に行ってください。

SELECT
Decal. Message

ALARM MESSAGES FOR THE USER IF THE LEVER IS RAISED DURING
エラー表示
DISPENSING
右グループのレバー（Ｐ）を閉じ
Close the lever of the right
てください
。
group.
Close Lever

左グループのレバー（Ｐ）を閉じ
Close the lever of the left
てください
。
group.
Close Lever
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２１

English

Drawer Full

Drawer Full

Empty Drawer
Raise the dispensers to
pull out the drawer

空カプセル収納ケース
The
machine indicates the
内の使用済カプセルを
need
to empty the used
捨て、15秒後にマシン
capsule
drawer. Raise both
に戻してください。
dispensers and pull out
the続けてコーヒーの抽出
drip-tray and the used
は可能です。
capsule
drawer (Fig.24).
Coffee can still be
dispensed.

Water Lacking

Re-insert Drawer

Empty Drip Tray

水タンクに水を補充し
ドリップトレイ内の排
空カプセル収納ケー
空カプセル収納ケース
The drip-tray
The water tank The
used
The used capsule
てください。
スをセットしてくだ
内の使用済カプセルを
must be empmust be filled.
capsule
drawer 水を空にしてください
drawer must be
。
さい。 be rein捨て、15秒後にマシン
tied.
The machine is
must
emptied. Raise both
に戻してください。

dispensers and pull out blocked.

the drip-tray and the
コーヒーの抽出は不可
used capsule drawer
となります。

serted.
The machine is
blocked.

The machine is
blocked.
NOTE: If the function
is ACTIVE.

(Fig.24).
The machine is
blocked.

SELECT

Open Lever Fully

SELECT

SELECT

...for lack of milk

High milk temperature

SELECT

SELECT

Refrigerator Alarm

The
machine re使用済カプセル除去のた
め、レバーを上げてくだ
quires
opening of
さい。
the
lever to remove
the non-dispensed
capsule.

The
refrigerator temミルクの保管温度が高す
ぎます。チェックを行っ
perature
is too high.
てください。
Check
operation.

ミルクがないため、抽出で
The
machine does
きません。
not
dispense products because milk
is lacking inside the
refrigerator container.

ミルクの温度が最適温度より
The
milk temperature
も高くなっています。
is
higher than the
optimum set temperature.

コーヒー抽出口（ディスペンサー）の位置調整
Adjusting the cup / espresso cup height.
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。
The coffee dispensers can be adjusted in height to allow the use of the desired cups/espres（図7）、（図14）を参照してください。
so cups.

To adjust the coffee dispenser, it must be moved vertically to the desired height.
To adjust:
• the dispenser of the left group, adjust the dispenser (Fig.7);
• the dispenser of the right group, adjust the dispenser (Fig.14).

２２

43

English
コーヒーおよび粉末カプセル類（ココアなど）の抽出につい
DISPENSING THE PRODUCT
ボタンの正しい使用方法

Correct use of the buttons

エスプレッソやルンゴコーヒー（豆量をそのままに抽出量のみ増やしたエスプレッソ）を抽出するに
To dispense “Espresso” or “Long coffee”, only use the buttons (A or B for the left group)
は、左グループは（Ａ）または（Ｂ）ボタン、右グループは（Ｆ）または（Ｇ）ボタンを使用します
(F or G for the right group). Depending on the amount, use the same buttons for dispensing
。ココアの抽出には（Ｂ）または（Ｇ）ボタンを使用してください。
barley or ginseng capsules.
フィルターコーヒーやアメリカンの抽出は、左グループは（Ｃ）ボタン、右グループは（Ｈ）ボタン
For "Filter coffee" or "Americano", only use the button (D) (3rd from the top, lit up BLUE) for
（ともに青で点灯）を使用します。（Ｈ）ボタンを押すとメニュが表示されるので「Filter Coffee」
the left group and (H) for the right group. The menu of choice appears in the latter; select
を選択し、ボタン（03）を押して抽出を開始します。同ボタンで、ティー、レモンティーの抽出が可
"Filter Coffee" and press the button (03) to start dispensing. The same button can be used
能です。

for tea, chamomile or herbal tea capsules.

Do not use the buttons D and H for espresso or in any case for coffee with a strong flavour.
エスプレッソには（Ｃ）（Ｈ）ボタンは使用しないでください。低圧抽出の設定がされており、
In this function the machine is set for low pressure and this reduces the "crema", diminishes
「クレマ」が減少、コーヒーの風味が低下し、マシンの故障の原因になります。
the flavour of the coffee, and could cause a break in the flow.
注意：ココアなどミルクおよび糖分を含むカプセルを抽出した際にはすすぎ作業を行ってく
NB:
Traces of the product just dispensed may remain in the circuit of the machine.
ださい。すすぎ作業を行うにはクリーニングカプセルをマシンにセット、いずれかの
To retain
the full flavour when dispensing soluble beverages, it is advisable to do a
抽出ボタンを押してください。
brief rinse.
To rinse, see the section "Cleaning cycle".
In any case, it is advisable to carry out this procedure at least once a day.

レギュラーコーヒーを抽出する
Dispensing

•
•
•
•
•
•
•
•

coffee

注意：コーヒー抽出は左右両グループで同時に行うことが可能です。それぞれのグループは、
NB:
Coffee dispensing is managed in an equivalent way in both groups installed on
サイドボタンパネルを操作し別々のメニューを抽出することができます。
the machine.
Each coffee group is managed independently, using the side button
panel.
レバー（Ｎ）または（Ｐ）を上げます（図4、14）。
Raise the lever (N) or (P) to open the capsule compartment (Fig.4 or Fig.11).
カプセルをカプセル投入口にセットします（図5、12）。
Insert the capsule, pressing it gently inside (Fig.5 or Fig.12).
レバーを完全に下げます（図6,13）
Close the lever (N) or (P) (Fig.6 or Fig.13).
カップをコーヒー抽出口の下に置きます（図8、9
15、16）。
Place a cup or espresso cup under the coffeeまたは
dispenser
(Fig.8/9 or 15/16).
抽出したいコーヒーに応じて、（ＡまたはＢ）もしくは（ＦまたはＧ）ボタンを押します
Press (briefly) the button (A or B) or (F or G), depending on the desired coffee.
コーヒーの抽出が始まり、設定量で自動的に停止します。
Dispensing stops when the programmed amount is reached.
Raise the lever (N) or (P) to eject the used capsule into the special drawer (Fig.4 or Fig.11).
レバー（Ｎ）または（Ｐ）を上げ、使用済カプセルを空カプセル収納ケースに落とします（図4、11）。
レバー（Ｎ）または（Ｐ）を完全に下げます（図6、13）
Close the lever (N) or (P) (Fig.6 or Fig.13).

NB:
The amounts of coffee dispensed can be programmed according to personal
注意：コーヒーの抽出量は、カップの大きさや好みに応じて、プログラムすることが可能で
taste and
す。the size of the cups or espresso cups used.
To program the amounts, see the section "Programming the amount of coffee in a
cup".

レギュラーコーヒーおよび粉末カプセル類の抽出量設定
Programming the amount of coffee
•
•
•
•
•
•
•
•
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in a cup

レバー（Ｎ）または（Ｐ）を上げます（図4、11）
Raise
the lever (N) or (P) to open the capsule compartment (Fig.4 or Fig.11).
カプセルをカプセル投入口にセットします（図5、12）。
Insert
the capsule, pressing it gently inside (Fig.5 or Fig.12).
レバーを完全に下げます（図6,13）
Close
the lever (N) or (P) (Fig.6 or Fig.13).
カップをコーヒー抽出口の下に置きます（図8、9
または
15、16）。
Place a cup or espresso cup under the dispenser
(Fig.8/9
or 15/16).
抽出量を調整したいコーヒーに応じて、（ＡまたはＢ）もしくは（ＦまたはＧ）ボタンを
Press
and hold the desired coffee button.
押し続けます
On
reaching the desired amount of coffee, release the button. The button is now
programmed. The amount of coffee dispensed can be programmed from a
所望の抽出量に達したら、ボタンから手を離します。抽出が止まり抽出量が記憶されます。
minimum of 20 to a maximum of 250 ml.
抽出量の調整は、最低20㎖、最高250㎖です。
レバー（Ｎ）または（Ｐ）を上げ、使用済カプセルを空カプセル収納ケースに落とします（図4、11）。
Raise the lever (N) or (P) to eject the used capsule into the special drawer (Fig.4 or Fig.11).
レバー（Ｎ）または（Ｐ）を完全に下げます（図6、13）
Close the lever (N) or (P) (Fig.6 or Fig.13).

２３

English
給湯

Dispensing hot water
ATTENTION!
The hot water wand gets very hot: Danger of scalding! After
警告！ 給湯口は非常に熱くなります。使用後は給湯口を湿った布で拭いてくだ
each useさい。
clean, the pipe with a damp cloth.

•
•
•

カップまたは容器を給湯口の下に置きます（図22）。
Place a metal container under the hot water wand (Fig.22).
ボタン（Ｅ）を押すと給湯が開始します。
Press
the button (E). Dispensing of hot water starts.
Dispensing
stops when the programmed amount is reached; to finish the dispensing in
設定量に達すると給湯が自動的に停止します。設定量より少なく給湯を終了するには、ボタン
advance,
press the button (E).
（Ｅ）を押してください。

•

Take the container of hot water.
NB:
After dispensing hot water, the system requires a pause time of 15 seconds
注意：給湯後、再び給湯するには15秒の休止時間が必要です。
before給湯を2回連続行った場合、1分間の休止時間をとって下さい。
being able to dispense again. If hot water is dispensed 2 times consecutively,
it is advisable to wait 1 minute before dispensing hot water or products with milk
again.

カプチーノ/ラテマキアートを抽出する
Preparing Cappuccino

/ Latte Macchiato

ATTENTION!
During preparation there may be some brief sprays of very hot
警告！
準備中に熱湯と高温のスチームが噴出することがあります。
water and
steam: Danger of scalding! The milk must be properly stored as
人体や使用するミルクにかからないよう、十分ご注意ください。
indicated
by the producer and the safety regulations.
ヤケドの原因になります。
NB:
The preparation of cappuccino and latte macchiato (in addition to other
注意：ＷＡＥＣＯ等のミルク容器を接続した後、右の抽出口（Ｔ）からのみ、
カプチーノとラテマキアートを抽出することができます。
beverages
with milk) can only be done from the dispenser on the right (T) after
connecting the machine to a milk container or the refrigerator.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

マシンの右側にミルクの入った容器を置きミルク用チューブをセットします。チューブがミルクにしっ
Place a container with milk on the right side of the machine and insert the pipe, making
かり挿入されているか確認してください（図19）。熱容器も使用できます（図20）。専用冷蔵庫がある
sure it is properly inserted (Fig.19): a thermal container can also be used (Fig.20). If the
場合は（図21）、ミルクの充填と管理のマニュアルを参照してください。
refrigerator is present (Fig.21), refer to its manual for milk filling and management.
コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）の下に、カプチーノ用のカップ（図16）、またはラテマキアート用の
Place a cup for Cappuccino (Fig.16) or a glass for Latte Macchiato (Fig.17) under the
グラス（図17）を置きます。
dispenser (T).
コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）のつまみを回して、ミルクフォームの量を調整します。
Adjust the amount of froth by turning the knob on the dispenser (T) (Fig.18).
レバー（Ｐ）を上げて、カプセル投入口を開きます。（図11）
Raise the lever (P) to open the capsule compartment (Fig.11).
カプセルをカプセル投入口にセットします。（図12）
Insert the capsule, pressing it gently inside (Fig.12).
レバーを完全に下げます。（図13）
Close the lever (P) (Fig.13).
カプチーノボタン（Ｌ）を押し、カプチーノの抽出を開始するか、ラテマキアートボタン（Ｉ）を
Press the button (L) to start the dispensing of Cappuccino or the button (I) for Latte
押し、ラテマキアートの抽出を開始してください。
Macchiato.
マシンはミルクフォームを抽出した後、コーヒーを抽出します。
The machine automatically dispenses the milk and then the coffee.
プログラムされた量に達すると、自動的に抽出が停止します。
Dispensing stops when the programmed amount is reached.
レバー（Ｐ）を上げて、カプセルを空カプセル収納ケースに落とします。（図11）
Raise the lever (P) to eject the capsule into the special drawer (Fig.11).
レバー（Ｐ）を完全に下げてください。（図13）
Close the lever (P) (Fig.13).

NB:
The machine allows the preparation of other beverages with milk by repeating
注意：ミルクフォームを使用したメニューを抽出するには、上記の操作を繰り返してくださ
い。ミルク使用後、あらかじめ設定した時間内に再度ミルクメニューを抽出しない場
the operations
just described. After a preset time without the use of milk, the
合、内部回路のすすぎが必要となり、ミルクフォームの抽出ができないようになりま
machine
requires a brief rinse of the internal circuits and in this case dispensing
す。ミルクフォームを抽出するためには「簡単な洗浄（ミルクフォーム抽出後）」の
is blocked.
To allow the dispensing of milk, carry out the wash as described in the
指示に従い洗浄を行ってください。
section.
“Brief Clean (after each dispensing of milk)”

２４
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English
ホットミルク/
カフェマキアート/
Preparing
Hot Milk / フラットホワイトを抽出する。
Caffè Macchiato / Flat White
注意：「カプチーノ/ラテマキアートを抽出する」に関する指示に従ってください。マシンの
NB: Follow all the instructions and indications for the preparation of Cappuccino /
右側にミルクを入れた容器を置き、ミルク用チューブが正しく挿入されていることを確認して
Latte Macchiato. Place a container with milk on the right side of the machine and
ください（図19）。
insert the pipe, making sure it is properly inserted (Fig.19): a thermal container can

also be used (Fig.20). If the refrigerator is present (Fig.21), refer to its manual
for milk filling and management.
ホットミルク
Hot Milk
• コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）の下にラテマキアート用のグラス（図17）を置きます。
Place a glass for Latte Macchiato (Fig.17) under the dispenser (T).
• コーヒー/ミルク抽出口のつまみを回してミルクフォームの量を調整します（図18）。
Adjust the amount of froth by turning the knob on the dispenser (T) (Fig.18).
ボタン（Ｈ）を押し、ボタン（01）または（02）でメニュー「ミルク」を選択し、ボタン（03）を
• Press
the button (H), select the menu (Milk) with the buttons (02) or (01) and press the
押してください。
button
(03) to start dispensing.
• The
machine automatically dispenses the milk.
マシンは自動的にミルクを抽出します。
プログラムされた量に達すると抽出が停止します。
• Dispensing
stops when the programmed amount is reached.
カフェマキアート（ミルク入りコーヒー）
Caffè macchiato (coffee with a dash of milk)
• コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）の下にエスプレッソ用のカップ（図15）を置きます。
Place an espresso cup (Fig.15) under the dispenser (T).
• コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）のつまみを回して、ミルクフォームの量を調整します（図18）。
Adjust the amount of froth by turning the knob on the dispenser (T) (Fig.18).
• レバー（Ｐ）を上げて、カプセル投入口を開きます（図11）。
Raise the lever (P) to open the capsule compartment (Fig.11).
• カプセルをカプセル投入口にセットします。（図12）
Insert the capsule, pressing it gently inside (Fig.12).
• レバー（Ｐ）を完全に下げてください。（図13）
Close the lever (P) (Fig.13).
• ボタン（Ｈ）を押し、ボタン（01）または（02）でメニュー「カフェマキアート」を選択し、ボタ
Press the button (H) and select the menu (Caffè Macchiato) with the buttons (01) or
ン（03）を押してください。
(02) and press the button (03) to start dispensing.
• マシンはコーヒーを抽出した後、ミルクフォームを抽出します。
The machine will automatically dispense the coffee, then milk.
• プログラムされた量に達すると、自動的に抽出が停止します。
Dispensing stops when the programmed amount is reached.
• レバー（Ｐ）を上げて、カプセルを空カプセル収納ケースに落とします。（図11）
Raise the lever (P) to eject the capsule into the special drawer (Fig.11).
レバー（Ｐ）を完全に下げてください。（図13）
• Close
the lever (P) (Fig.13).
Flat White
フラットホワイト（ホットミルク（フォームミルク無し）入りエスプレッソ）
コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）の下にカップ（図16）を置きます。
• Place
a cup (Fig.16) under the dispenser (T).
コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）のつまみを回して、ミルクフォームの量を調整します（図18）。
• Turn
the knob on the dispenser (T) (Fig.18) all the way clockwise.
レバー（Ｐ）を上げて、カプセル投入口を開きます（図11）。
• Raise
the lever (P) to open the capsule compartment (Fig.11).
カプセルをカプセル投入口にセットします。（図12）
• Insert
the capsule, pressing it gently inside (Fig.12).
レバー（Ｐ）を完全に下げてください。（図13）
• Close
the lever (P) (Fig.13).
• Press
the button (H) and select the menu (Flat White) with the buttons (01) or (02) and
ボタン（Ｈ）を押し、ボタン（01）または（02）でメニュー「フラットホワイト」を選択し、
ボタン（03）を押してください。
press
the button (03) to start dispensing.
マシンはコーヒーを抽出した後、ミルクフォームを抽出します。
• The
machine will automatically dispense the coffee, then milk.
プログラムされた量に達すると、自動的に抽出が停止します。
• Dispensing
stops when the programmed amount is reached.
レバー（Ｐ）を上げて、カプセルを空カプセル収納ケースに落とします。（図11）
• Raise
the lever (P) to eject the capsule into the special drawer (Fig.11).
レバー（Ｐ）を完全に下げてください。（図13）
• Close
the lever (P) (Fig.13).
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コーヒー抽出口の洗浄（左グループ）
Coffee dispenser

cleaning, left group

注意：コーヒー抽出口（Ｑ）の洗浄は毎日行ってください。洗浄には付属のブラシを使用し
NB:
It is advisable to carry out this operation every day, together with the daily
てください。
cleaning
illustrated in the instruction manual. Use the special tool supplied (brush).

• コーヒー抽出口側面に4つあるタブを開いて、抽出口の前面カバーを取り外します（図27）。
Remove the front cover of the coffee dispenser by opening the 4 tabs at the sides
(Fig.27).
• 抽出口カバー内の本体を取り外します（図28）。
Remove the coffee dispenser inner body (Fig.28).
• 抽出口本体を分解します（図29）。
Disassemble the coffee dispenser body (Fig.29).
• ブラシを曲げ、コーヒー抽出口本体上部の穴の中をスライドさせ、汚れを取り除きます（図30）。
Bend the brush and slide it inside the hole in the top cover of the coffee dispenser
(Fig.30), until removing any residues.
図中の矢印で示している穴を良く洗浄してください。
• ブラシを曲げ、コーヒー抽出口本体中部の穴の中をスライドさせ、汚れを取り除きます（図31）。
Bend the brush (where necessary, see figure) and slide it inside the hole in the coffee
dispenser body (Fig.31), until removing any residues.
• ブラシを曲げ、コーヒー抽出口本体下部の出口穴の中をスライドさせ、汚れを取り除きます
Bend the brush (where necessary, see figure) and slide it inside the coffee dispenser
（図32）。
outlet hole (Fig.32), until removing any residues.
濡れた布で抽出口全体（マシン側も）を拭き、抽出口本体を組み立てマシンに取り付けてください。
• Refi
t the coffee dispenser assembly on the machine (Fig.33).
（図33）

コーヒー/ミルク抽出口の洗浄（右グループ）
Cleaning the coffee / milk dispenser,

right group

NB: It is advisable to carry out this operation every day, together with the daily
注意：コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）の洗浄は毎日行ってください。洗浄には付属のブラシ
を使用してください。
cleaning
illustrated in the instruction manual. Use the special tool supplied (brush).
•

コーヒー/ミルク抽出口（Ｔ）の全面カバーを、反時計回り方向に手動で開きます（図34）。
Open the front cover of the coffee dispenser by turning it anticlockwise (Fig.34). Keep it

•

•

抽出口カバー内の本体を取り出し、抽出口本体下部が落ちないよう、片手でしっかり固定してく
Remove the coffee dispenser inner body, holding the lower part of the dispenser steady
ださい（図35）。
with one hand (Fig.35).
抽出口本体を分解してください（図36）。
Disassemble
the coffee dispenser body (Fig.36).
ブラシを曲げ、抽出口本体上部の中（図37）でスライドさせ、汚れを取り除きます。図中の矢印
Bend the brush and slide it inside the hole in the top cover of the coffee dispenser
で示している穴を良く洗浄してください。
(Fig.37), until removing any residues.
同様に、抽出口本体中部も洗浄してください（図38）。
Bend the brush (where necessary, see figure) and slide it inside the hole in the coffee

•

同様に、抽出口本体下部も洗浄してください（図39）。
Bend the brush (where necessary, see figure) and slide it inside the coffee outlet holes at

•

the sides (Fig.39), until removing any residues. Then slide the brush also into the central
hole where the milk is managed.
コーヒー/ミルク抽出口を組み立てマシンに取り付けてください。
Refit the coffee dispenser assembly on the machine.

open manually.
•
•

dispenser body (Fig.38), until removing any residues.
濡れた布で抽出口全体（マシン側も）を拭いてきれいにしてください。

マシン内部のミルクフォーマー洗浄（毎週）
Internal frother wash

(Weekly)

注意：マシン内部ミルクフォーマーの洗浄は、マシンが完全に作動するために、毎週実
NB:
This procedure must be carried out every week to ensure that the machine
施する必要があります。
works
perfectly.

•

コーヒー/ミルク抽出口の前面カバーを、反時計回り方向に手動で開きます（図34）。
Open the front cover of the coffee dispenser by turning it anticlockwise (Fig.34). Keep it

•
•
•
•
•
•
•

ロッキングフォークを手前に引いて取り外します（図40）。
Pull out the locking fork (Fig.40).
つまみを外します（図41）。
Remove the knob (Fig.41).
ミルクフォーマーを取り外します（図42）。
Remove the frother (Fig.42)
図のようにミルクフォーマーを分解します（図43～46）。
Remove the components as shown in the figures (Fig. 43-44-45-46).
中性洗剤で全ての部品を充分に洗浄してください。
Wash the components thoroughly with a mild detergent.
全ての部品をしっかりすすいでください。
Rinse all components thoroughly.
After drying them, reassemble all the components by carrying out the disassembly
全ての部品を乾燥させた後、分解手順の逆の手順を実行し、ミルクフォーマーを組み立ててく
ださい。
procedure in reverse order.
ミルクフォーマーをマシンに取り付けノブを差し込み、ロッキングフォークで固定します。
Then install the frother, insert the knob and secure them with the fork.
前面カバーを閉じます。
Close the front cover.

open manually.

•
•
２６
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コーヒー/ミルク抽出口の簡単な洗浄（ミルクフォーム抽出毎）
Brief Clean (after each dispensing of milk)
注意：ミルクメニュー抽出後、あらかじめ設定された時間が経った場合、コーヒー/ミルク抽
NB: This cleaning is only necessary for the right dispenser group (T) when the
出口（Ｔ）にのみ必要な洗浄作業になります。（設定時間は変更可能）
use of milk has ended and after a time preset by the manufacturer (this time can
洗浄を実行しない場合、ミルクメニューの抽出ができなくなります。
be changed by the operator according to personal needs). Failure to carry out this

cleaning cycle blocks the dispensing of products with milk.
•

After the dispensing of beverages with milk, OK
when
display
shows the message
ミルクメニュー抽出後、ディスプレイに「Press
for the
Quick
Wash」というメッセージが表示され
た場合、簡単な洗浄を行う必要があります。
“Press OK for Quick Wash” the circuits need washing in order to continue dispensing

•
•
•

ボタン（03）を押すと、自動的に簡単な洗浄が実行されます。
Press the button (03) and the machine automatically carries out the brief wash.
ライトグループの操作キーが操作可能になります。
The right group keypad is enabled.
Before dispensing again, it is advisable to remove the suction pipe (U1) from the milk
洗浄後、ミルク用チューブ（Ｕ）を取り外し、洗浄することをお勧めします。冷蔵庫が取付けられ
ている場合、フロントカバーを開き、接続レバーを一時的に上げます。
and clean it; If the refrigerator is installed, open the front cover and momentarily raise the

•

Press the button I or L and stop the dispensing after a few seconds by pressing the
ボタン（Ｉ）もしくは（Ｌ）を押し、数秒後にもう一度同じボタンを押して抽出を停止します。

•

ミルク用チューブ（Ｕ）をミルクに入れます。冷蔵庫が取付けられている場合は、フロントカバーを
Put the suction tube (U1) in the milk; if the refrigerator is installed, open the front cover
開き接続レバーを下げます。
and lower the connection lever.
ミルクメニューの抽出が可能になりました。
New dispensing can now be done.
注意：ミルクメニュー抽出後、設定時間中に再度のミルクメニュー抽出がなかった場合この洗
NB:
This cleaning is required because the machine verifies that milk is not being
浄が必要となります。容器から直接ミルクを使用している場合、冷蔵庫に保管することをお勧
used.
If using milk straight from the container, it is advisable to put it back in the
めします。
refrigerator.

the products. The right group keypad is disabled.

connection lever.
selected button again.
•

ミルク回路の自動洗浄作業（1日の終了時）
Milk circuit automatic cleaning

cycle (at end of day)

NB: This procedure must be carried out every evening to ensure perfect hygiene
注意：ミルク回路の衛生状態、マシンの適切な機能、抽出された飲料の完全性を保証するた
of the milk circuits, proper functioning of the machine and perfect integrity of
めに、一日の終わりにミルク回路の自動洗浄作業を実行する必要があります。
the dispensed products. If the machine is connected to the refrigerator, refer to
the refrigerator manual for correct management of the phases described in the
procedure.
この作業を行う前に、ミルクは冷蔵庫に保管してください。
NB: During this procedure, keep the milk in a refrigerator to avoid altering its
organoleptic characteristics.
•

ミルク用チューブ（Ｕ）の外側を洗浄してください。
Wash the outside of the milk suction pipe. (Wash the wash/rinse tank as indicated in

•

約１ℓの容器を用意し、約500㎖の飲料水を容器に注いでください。
Use a container that holds about 1 litre. Fill the container with about 500 ml of fresh

•

専用の洗剤（弊社推奨品：MEL
F1000）を、洗剤の取扱説明書に記載されている希釈率分容器に
Put the detergent (tablets orーliquid)
in the container and stir until completely dissolved.
注ぎ、完全に撹拌するまでよくかき混ぜてください。
(Add the detergent as indicated in the refrigerator manual).
ミルク用チューブを容器に入れます（図19）。
Place
the suction pipe in the container (Fig.19). (Insert the wash tank as indicated in

the refrigerator manual).

drinking water. (Fill the wash/rinse tank as indicated in the refrigerator manual).
•

the refrigerator manual).
•
•
•
•

ボタン（Ｈ）を押し、ボタン（02）でメニュー（Evening
Cleaning）を選択、ボタン（03）を押し
Press the button (H), select the menu (Evening cleaning)
with the button (02) and press
て洗浄を開始します。
the button (03) to start dispensing.
マシンはあらかじめ定められた間隔でコーヒー/ミルク抽出口から洗浄液排出し始め、ディスプレイ
The machine starts dispensing the detergent solution from the dispenser at predefined
には「Ｄｉｓｐｅｎｓｉｎｇ」というメッセージを現すアイコンが表示されます。
intervals and the display shows the icon with the message “Dispensing”.
At the end of the wash phase the machine stops and the display
shows
message
洗浄段階が終了するとマシンが停止し、ディスプレイに「Turn
container
then the
press
OK」という
“Press OK to confirm”.
メッセージが表示されます。
Wash the container used to hold the washing solution and fill it with 500 ml of fresh
洗浄液を入れた容器をきれいに洗浄し、飲料水を500㎖注いでください。

drinking water.
• ミルク用チューブを容器に入れます（図19）。
Place the suction pipe in the container (Fig.19). (Insert the rinse tank as indicated in
the refrigerator manual).

48

２７

English

•

ボタン（03）を押して、すすぎを開始します。
Press the button (03) to start dispensing.
マシンは所定の間隔でコーヒー/ミルク抽出口から水の排出を開始し、ディスプレイには
The machine starts dispensing the washing water from the dispenser at predefined
「Dispensing」というメッセージを示すアイコンが表示されます。
intervals and the display shows the icon with the message “Dispensing”.
すすぎ終了後、マシンは自動的に停止し通常使用画面に戻ります。
At the end of the wash, the machine stops automatically and returns to the normal use

•

洗浄作業に使用した容器を外してください。
Remove the container used for washing. (Remove the wash/rinse tank as indicated in

•
•

screen.

the refrigerator manual).

毎日の清掃
•
•
•
•

Daily cleaning

Raise both dispensers and pull out the drip-tray and the used capsule drawer (Fig.24).
抽出口を両方上げ、ドリップトレイと空カプセル収納ケースを引き出します（図24）。
Raise the used capsule drawer (Fig.25); empty and rinse it.
ドリップトレイから空カプセル収納ケースを取り外し、空にしてから洗浄してください（図25）。
ドリップトレイを空にし、洗浄してください。
Empty and wash the drip-tray.
水タンクを取り外し（図2）、空にしてからすすいでください。
Remove the water tank (Fig.2); empty and rinse it.
注意：コーヒー等の抽出後、マシンの内部回路に、抽出した飲料が残っている可能性がありま
NB:
Traces of the product just dispensed may remain in the circuit of the machine.
す。ココアやミルク、糖分を含んだカプセルを使用した後には、簡単なすすぎ作業を行
To retain
maximum flavour of the beverage, it is advisable to do a brief rinse when
ってください。すすぎ作業を行うにはクリーニングカプセルを使用し、各グループのコ
dispensing
hot chocolate or soluble beverages. Rinsing is done using a "cleaning"
ーヒー抽出ボタンを押してください。
capsule
supplied and pressing any coffee dispensing button.

Itマシンの外面は少なくとも1週間に1回、柔らかい布と中性洗剤を使用して清掃してください。
is advisable to carry out this procedure at least once a week. Use a soft cloth and
mild detergent to clean the surfaces of the appliance. Do not use jets of water to
clean the appliance.
The
plastic parts of the machine, including the tank, are NOT dishwasher safe.
水タンクを含むプラスチック製部品を、食器洗い機で洗浄しないでください。破損の原因に
なります。

除石灰作業

Descaling

Descaling
alert: when the message "Descaling" appears on the display, it is advisable to
除石灰警告：ディスプレイに「Descaling」というメッセージが表示され次第、下記のように
carry out the除石灰作業を実行することをお勧めします。
descaling cycle, as illustrated below.
The machine has an advanced program that monitors how much water is used to
マシンには、使用した水量を記憶する機能があり、それを元に除石灰作業のアナウンスを
行っています。
dispense products. This measurement lets the user know when the machine needs
to be descaled.
Use
the Caffitaly System descaler, designed to respect the machine's
technical
除石灰作業には専用の溶液を使用してください。弊社推奨除石灰溶液は「MEL
－F2000（1ℓ）」に
なります。使用済の溶液は、溶液の取扱説明書や、使用する地方の指示、規則に従って処分して
characteristics,
in full compliance with consumer safety. The descaler must be
ください。 of according to the manufacturer's instructions and/or the regulations in
disposed
force in the country of use.
除石灰溶液の取扱説明書に記載されている注意事項をよくお読みください。
Read
the precautions given on the descaler package CAREFULLY. Avoid contact
目、皮膚、マシン表面に溶液が付着しないよう注意してください。
with
eyes, skin and machine surfaces. Do not turn the machine off and do not raise
除石灰作業中にマシンを止めたり、レバーを上げたりしないでください。
the
lever during descaling. A person must be present during the operation.
除石灰作業中は、マシンの近くに人がいなければいけません。
Do
not use vinegar: it could damage your machine!
酢を使用しないでください。マシンを損傷する原因になります。

水道直結式でご使用の場合、作業前に水道の元栓を閉じてください。
作業終了後には必ず開栓をしてください。正しく除石灰が行われず、
マシンにダメージを与えます。
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

空カプセル収納ケースとドリップトレイを空にしてすすいでください（図24、25）。
Empty
and rinse the used capsule drawer and drip-tray (Fig.24 and Fig.25).
空の容器（500㎖以上のもの）を2つの抽出口の下に置きます（図9、図16）。
Place
a container (at least 500 ml) under the dispenser (Fig.9 and Fig.16).
ボタン（01）と（02）を同時に5秒間押し続けてください。ディスプレイに「Descaling」と表示さ
Hold
down the buttons (01) and (02) at the same time for 5 seconds. The message
れます。ボタン（03）「ＯＫ」を押すと、除石灰モードに入ります。
“Descaling”
appears on the display. Press the button (03) “OK” to start the descaling.
ディスプレイに「Fill
Tank」と表示されます。
The
message “Fill tank”
appears on the display.
水タンクを取り外し、空にします（図2）。
Remove
and empty the water tank (Fig.2).
Mix the contents of a bottle of Caffitaly System descaler with about 3 litres of water and
水と除石灰溶液を溶液の取扱説明書の希釈率で混ぜ合わせ4ℓの溶液を作成し、水タンクに注ぎま
す。（弊社推奨溶液「MELーF2000」の場合は「水/3ℓ：MELーF2000/1ℓ」）
pour into the tank.
ボタン（03）「ＯＫ」を押してください。ディスプレイに「Close
lever」と表示されます。
Press
the button (03) “OK”. The message “Close levers” appears
on the display.
レバー（Ｎ）と（Ｐ）を上げてください。（図4、11）
Raise
the lever (N) and (P) to open the capsule compartment (Fig.4 and Fig.11).
クリーニングカプセルを2つのカプセル投入口に挿入してください（図5、12）。
Insert
the "cleaning" capsule, pressing it gently inside (Fig.5 and Fig.12).
レバー（Ｎ）と（Ｐ）を下げてください（図6、13）。
Close
the lever (N) and (P) (Fig.6 and Fig.13).
ボタン（03）「ＯＫ」を押してください。ディスプレイに「Confirm
start procedure」と表示さ
Press
the button (03) “OK”. The message “Confirm start procedure”
appears on the
れます。
display.
ボタン（03）「ＯＫ」を押して除石灰作業を開始します。「Runnin」とディスプレイに表示されま
Press
the button (03) “OK” to start the cycle. The message “Running” appears on the
す。
display.
2つの抽出口のうち、先に左グループから溶液が排出され、次に右グループから約75㏄排出されます。
The
machine dispenses 75 cc of descaler first from the Left group and then from the
Right group.
If容器が排水でいっぱいになったら、空にしてください。
the containers fill up, empty them out.
抽出口からの排水は、1分間の休止をはさみ、5回繰り返します。
Dispensing
is repeated after a 1-minute pause. This repetition occurs 5 times.
At
the end of the last cycle, the machine dispenses the remaining solution, from both
最後の排水時に、水タンクが空になるまで2つの抽出口から溶液が同時に排水されます。溶液が無
くなるとディスプレイに「Emptying
groups
at the same time, until thesystem」と表示されます。
tank is empty. The message “Emptying system”
appears on the display.
第一段階が終了するとディスプレイに「Fill
When
the first phase has been completed,tank」と表示されます。
the message “Fill tank” appears on the display.
水タンクをきれいにすすぎ、新鮮な水をＭＡＸまで補充してください（図3）。
Carefully
rinse out the water tank and refill it with fresh water (Fig.3).
抽出口を上にあげ空カプセル収納ケースを取り外し、すすいでから元に戻してください（図24、25）。
Empty
and rinse the used capsule drawer and the containers used and put them back in
ボタン（03）「ＯＫ」を押してください。ディスプレイに「Rinsing
systems」と表示されます。
place
(Fig.24 and Fig.25).
Press the button (03) “OK”.The message “Rinsing systems” appears on the display.
水タンクが空になるまでマシンはすすぎ作業を実行します。
The
machine dispenses the rinse water (until the water tank is empty).
すすぎ作業が終了すると、ディスプレイに「Fill
When
the rinse cycle has been completed, thetank」と表示されます。
message “Fill tank” appears on the display.
水タンクを取り外しきれいにすすぎ、新鮮な水をＭＡＸまで補充してください。
Carefully
rinse out the water tank and refill it with fresh water (Fig.3).
ボタン（03）「ＯＫ」を押して、除石灰作業を終了します。
Press
the button (03) “OK” to exit the cycle.
The
machine is in the heating up phase
マシンが加熱状態になります。
Raise
the lever (N) and (P) to eject the "cleaning" capsules into the special drawer.
レバー（Ｎ）と（Ｐ）を上げ、クリーニングカプセルを空カプセル収納ケースに落としてください。
Empty
and rinse out the used capsule drawer and refit it together with the drip-tray.
空カプセル収納ケースとドリップトレイを取り外し、クリーニングカプセルを回収してから洗浄
してください。
除石灰作業は終了です。
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タブレット洗浄
２．タブレット洗浄
※１週間に１回、抽出口の清掃後にタブレット洗浄を行って下さい。
●準備する物：カマレタ 1 錠（タブレット洗浄剤）
、空カプセル 1 個、クリーニングカプセル 1 個

クリーニングカプセル
空カプセル
① 空カプセルの内側にカマレタ 1 錠をセットします。

カマレタが横になるようにセット。

② ①をマシン（右 及び 左グループ）にセットします。
（２ページ、⑤ ⑥ / ⑫ ⑬ を参照）
※カマレタを落とさないように気をつけてセットして下さい。

③ クリーニング水を受ける容器を抽出口下にセットします。
（２ページ ⑩、３ページ ⑰参照）
※１L 以上の容量が入る容器を用意して下さい。
※排水直結の場合、容器必要無し。
④ 操作パネルの C ボタン及び H ボタン→ FILTER COFFEE を押します。
（１３ページ、１９ページ参照）
白い洗浄液が出ます。

３０

22

⑤ 約 130ml（初期設定の場合）の水を使いクリーニングを実行します。1 回目の洗浄が終わったら、
もう一度同じボタンを押して洗浄液を流します。全部で４回洗浄液を流して下さい。4 回目の洗
浄を完了したらレバーを上げ、空カプセルを落とします。
⑥

Z のクリーニングカプセルをマシンにセットし、C ボタン及び H ボタン→ FILTER COFFEE を押し
て 2 回水を出します。

⑦

レバーを上げ、クリーニングカプセルを空カプセル収納容器に落とします。

⑧

空カプセル収納容器を取り出すと、上記で使用した空カプセルとクリーニングカプセルがありま
す。カプセルは綺麗に洗って無くさないように保管して下さい。

３１
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トラブルシューティング

トラブル内容
コーヒーの温度が低い
レバーが完全に下がらない

原因

処置

① カップの温度が低い

② 事前にカップを温める

② ボイラーに石灰成分が蓄積している

② 除石灰作業を実施してください

カプセルが投入口で引っ掛かっている

カプセルを除去し再度セットする

抽出量設定を変えてしまった

抽出設定を再度試して下さい

コーヒー量が少ない、
あるいは多い。
または全く抽出されない
コーヒー抽出速度が遅い、

高圧用カプセルを低圧ボタンＤまたはＩのボ

あるいは品質が悪い

タンを使用している

A, B または F, G のボタンを使用する
（水道直結式の場合）

（水道直結式の場合）
水道水が供給されていない、または水圧
H2O Tank Time Out 表示

が異常に低い

各ボタンは全て消灯

（水タンク式の場合）
タンクに水が少ない、水タンクのセットが正
しい位置にセットされていない

元栓を開栓する。または設備側に
問題がないか調べる
対処後電源 OFF/ON で復帰します
それでも復帰しない場合は、水タン
クに水を入れ使用してください
（水タンク式の場合）
水を補給、タンクが正しくセットされ
ているか確認

スチームが弱い
スチームが弱い、またはお湯
の温度が低い
悪臭がする

ドリンクの量が少なくドリップ
トレイに流れている

スチームパイプ先端の蒸気出口がミルクの
脂肪分などで詰まっている

パイプ先端の穴を清掃

マシンに石灰成分が蓄積

サービスセンターに連絡してください

メンテナンス不足又はカプセルをマシンに

クリーニングタブレット洗浄を実施す

セットし放置していたため

る
補修用ガスケットの交換

補修用ガスケットの劣化または不具合

（ガスケットはサービスセンターに
お問い合わせをお願い致します）

Boiler Time Out

時間内にボイラーに給水されなかった

電源の OFF/ON（入れなおし）

Close Lever

レバー（N, P）が開いている

レバーを正しくセットする

メインポンプ（1/2）が３回連続してエラーと

電源の OFF/ON 後復帰しない場合

なった

サービスセンターに連絡してください

第２ポンプ（2/2）が 3 回連続してエラーとな

電源の OFF/ON 後復帰しない場合

った

サービスセンターに連絡してください

Group Pumps Fail

ポンプ 1, 2 が 3 回連続してエラーとなった

電源の OFF/ON（入れなおし）

Group Pumps Check

ポンプ 1, 2 の出力が低下した

Pump 1 Fall

Pump 2 Fall
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電源の OFF/ON（入れなおし）
（エラー表示のみ）

マシンが通常より冷えていた際に
Thermo block Prove Alarm

ヒーター回路のタイムアウト

このエラーが出る場合があります。
再度電源を入れてください

Drawer Full

空カプセル収納容器を取り出しカプ

カプセルが満タンになった

セルを捨て再度セットしてください
マシンが通常より冷えていた際に

Boiler Sensor Alarm

時間内にボイラーの温度が上昇しなかった

このエラーが出る場合があります。
再度電源を入れてください

Over Temperature

ボイラー温度が上がり過ぎてしまった

Decal Message

まもなく除石灰時期に達します

電源を OFF にし、5 分経過後に再度
電源を入れる
警告表示のみ
速やかに除石灰を実施して下さい

Decal Alarm

除石灰時期に達しました

放置しているとマシンは停止し、ドリ
ンクの抽出は出来なくなります
（残り 5 リットル使用可能）

ミルク用チューブが詰まっている
ミルクが抽出されない

ミルク容器が接続されていない
ミルク容器のミルク量が足りない

チューブを洗浄してください。
ミルク容器を接続してください。
ミルク容器にミルクを補充してくださ
い

25Kg

26Kg
200V / 1900W
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テクニカルデーター

モデル

S9003

S9003 RI（水道直結モデル）

外形寸法
製品重量

545×435×395
26kg

電源
動作条件（使用環境）

？
温度：10℃（MIN）～40℃（MAX）湿度：90%以下

動作音
メニュー数

？g

70dB 以下
高圧ボタン×4 低圧ボタン×2 ミルクメニュー×5 給湯

クリーニングボタン

2 ヶ所

抽出口およびカプセル投入口

2 ヶ所

使用済みカプセル収納数
排水方式

60 カプセル
ドリップトレイ

排水溝へ直結可

ポンプ圧

Max.1.5MPa（15bar）

ボイラー

コーヒーボイラー×2 スチーム/給湯ボイラー×1

水タンク

4 リットル

水圧（動作条件）

お問い合わせ先
フジ産業株式会社 三郷センター
〒334-0044
埼玉県三郷市戸ヶ崎 1 丁目 105
TEL.048-949-2888 FAX.048-949-4141
http://caffitaly-fujisangyo.com/
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Min. 0.2MPa – MAX. 0.6MPa

