こ の た び は カ フ ェ ロ イ ド を お 買 い 上 げ い た だ き 、ま こ と に あ り が と う ご ざ い ま す 。
取 扱 説 明 書 を よ く お 読 み の う え 、正 し く 安 全 に お 使 い く だ さ い 。
保 証 書 は 、記 載 さ れ て い る 日 付 及 び 文 面 を 確 か め 、こ の 取 扱 説 明 書 と と も に 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。
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ご使用の前に

生豆からコーヒー（約 29 分～）
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1. 安全上のご注意

各部のなまえ
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●ご使用の前に、この｢安全上のご注意｣をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告
●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない
やけど、感電、ケガの恐れがあります。
●屋外で使用しない
雨やほこりによる発煙・発火・感電の恐れがあります。

誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

火災の原因になります。
●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
束ねたりしない。また、電源コードに重い物をのせたり、挟み込んだりしない
（梱包状態では電源コードは束ねてあります。使用前に結束を解いてください）
感電やショートによる火災の原因になります。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び家屋・家財
に損害の発生が想定される内容を示しています。

火災や感電の原因になります。
●燃えやすいもののそばやカーテンなどの近くで使用しない

ご使用の前に

ご使用の前に

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容を示しています。

●交流 100V 以外では使用しない

各部のなまえ

各部のなまえ

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

安全上のご注意

安全上のご注意

1. 安全上のご注意

●電源コードや電源プラグが痛んでいるときは使用しない
お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

火災の原因になります。
●内部に針金など金属性の異物を入れない
感電やショートによる火災の原因になります。

その他の操作

その他の操作

●ドリッパー及びガラスサーバーなしでドリップをしない
やけどや感電、漏電の原因となります。
●焙煎中にフタを開けない

してはいけない禁止内容です。

やけど、ケガの恐れがあります。
●定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する
他の器具と併用すると、発熱による火災や故障の原因となります。

お手入れ

お手入れ

実行しなければならない指示内容です。

●電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合は、よく拭く
湿気などで絶縁不良が生じ、火災の原因になります。
●電源プラグは根元まで確実に差し込む
感電やショートによる火災の原因になります。
発煙、発火、感電、けがの原因となります。
〈異常・故障の例〉

●改造はしない。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしない
火災、感電、けがの原因となります。
電源コードの交換も危険です。電源コードや電源プラグに破損や異常がみられた

●水につけたり、水をかけたりしない
ショート、感電の恐れがあります。

ショート、感電の恐れがあります。
●焙煎中及び焙煎後しばらくは排気口や焙煎部 ( 扉・ガラス ) に手や顔を近づけたり、
やけどをする恐れがあります。
●ドリップ中、給湯ノズルに手や顔を近づけたり、触れたりしない
やけどをする恐れがあります。

製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
タッチパネルが反応しない
本体や給水タンクから水漏れする
排気口以外から熱風が出る
本体が変形したり、異常に熱くなる
このような場合は、すぐに電源プラグを抜いてご相談窓口にご相談ください。
●電源はアースを確実に取り付ける
故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
●お手入れは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行う
感電やけがの恐れがあります。

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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触れたりしない

異音・異臭がする

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

電源コードや電源プラグに深い傷や変形がある
仕様

仕様

場合は、ご相談窓口に相談し、点検・修理を依頼してください。

電源コードや電源プラグが異常に熱くなる

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

警告

●異常・故障時には、直ちに使用を中止する

5

お願い
●長期間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜く

●不安定な場所や傾いた場所で使用しない
転倒して火災の原因になります。
●熱に弱い敷物の上で使用しない
●壁や家具の近くで使用しない
煙及び熱により壁や周囲の家具、天井が変色・変形する恐れがあります。
本機の上側には 70ｃｍ、側面及び背面には 7cm 以上のスペースを開けてください。
発煙、発火による火災の原因になります。
●給水タンクに水を入れ過ぎない
熱湯があふれ、やけどや感電の原因になります。
●焙煎部には、
コーヒー生豆以外のものを入れない・規定された量以上の豆を入れない・
濡れた豆を入れない
●チャフおよび余剰液は毎回捨てる
チャフからの発煙・発火や、余剰液あふれによる漏電の原因になります。
●運転中は本機のそばをはなれない
異常の発見が遅くなり、事故の原因につながります。
やけど、けがの恐れがあります。
●使用後は必ずお手入れをする
動作不良による発煙、発火の原因になります。

転倒し破損したり、やけど、感電の原因になります。
●使用中は換気を行う
焙煎時に発生する煙で煙感知器等が作動しないよう注意してください。
2 ハゼ以降は煙の量が多くなりますので特に注意してください。
感電やショートによる発火の原因になります。

動作異常、故障の原因となります。
●給水タンクは空焚きしないでください。
故障の原因となります。
●使用後、給水タンクは空にして保管してください。
タンク内の水が残ったままですと、故障、変色、においや腐敗の原因となります。
●サーバー台は重量センサーになっています。過度の重量物（3kg 以上）をのせたり、衝撃を加えたりしないでください。
動作異常、故障の原因となります。
●使用しないとき、及び、移動させるときはガラスサーバーをサーバー台から外してください。
落下すると割れる恐れがあります。
●ガラスサーバーは直火にかけないでください。
●焙煎扉のガラス部やガラスサーバーは熱いうちに濡れた布で触れたり水をかけたりしないでください。
ガラス部は急冷すると割れる恐れがあります。
●標高の高い地域や厳寒地などでは、焙煎・ドリップの仕上がりが他の地域での仕上がりと異なる可能性があります。
適宜レシピを調整してください。
●焙煎時には排気口フィルターを取り付けてください。
●ミル中は脱着ミルを外さないでください。
●本機は業務用として設計されておりません。
業務用として使用しないでください。
●コーヒー豆のサイズが大きいと焙煎部からの排出がスムーズに行えなかったり、ミルに時間がかかったりします。
サイズの大きい生豆や、焙煎による膨らみが大きい豆を使う際は注意してください。
●他の機器から離れた所に設置してください。

仕様

仕様

●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く

水漏れや故障の原因になります。
●給水タンクに水以外のものを入れないでください。

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

●ガタツキの無いように水平に設置する

ドリッパーからコーヒーがあふれ、やけど、感電、故障の原因となります。
●給水タンクをセットするときは、必ず給水タンクふたを取り付けてください。

お手入れ

お手入れ

●ペットを近づけない

生豆や硬い豆を入れて運転するとミルが壊れることがあります。
●細挽き粉を使用しないでください。

その他の操作

その他の操作

発煙や発火、故障や動作異常の原因になります。

本体のプラスチック部分が熱で損傷し、故障の原因となります。
●ミルには焙煎されたコーヒー豆以外のものを入れないでください。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

●本体上部に物をのせて運転しない

持ち手部以外を持つと破損することがあります。
●ストーブやガスコンロなどの熱源のそばに置かないでください。

ご使用の前に

ご使用の前に

火災の原因になります。

●本機を移動させるときは、底面左右の持ち手部（凹部）に手を入れて持ち上げてください。
各部のなまえ

各部のなまえ

けが、やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

安全上のご注意

安全上のご注意

注意

テレビなどへ雑音や映像の乱れといった影響が出ることがあります。
●本機使用中は、電源の状況により、近くの照明が明滅することがあります。
●廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従い分別してください。

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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安全上のご注意

安全上のご注意

2. 各部のなまえ
うら側

回転ドラム

※排気口フィルター

ペーパーフィルター
1 袋 (40 枚 )

ロック解除ボタン

ご使用の前に

ご使用の前に

排気リング
※ふさぎワッシャー

ハケ

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

排気口

焙煎扉
電源コード

焙煎部

その他の操作

その他の操作

計量スプーン

※ミルふた
※脱着ミル

電源スイッチ

電源プラグ

お手入れ

お手入れ

※ふさぎ
ワッシャー
チャフ回収ボックス

タッチパネル

排気リング
故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

※ドリッパー

回転ドラム
給湯ノズル

※回転リング

給水扉

※ミルふた

仕様

仕様

チャフ回収ボックス

余剰液扉
※余剰液受け

※給水タンクふた

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

※ガラスサーバー

※脱着ミル

サーバー台

※の部品は本体から外れた
状態で梱包されています。

※余剰液受けカップ

※給水タンク

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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※（その他付属品）

各部のなまえ

各部のなまえ

おもて側

9

余剰液受けカップ
▲マーク

●取付け
余剰液扉の右上 ▲ マークの部分を押すと扉が少し飛び出しますので

70cm

側面に指をかけて扉を開けてください。

●熱風や油煙、水、水蒸気が直接かからない屋内で使用してください。

とって側が手前になるように空の余剰液受けカップを入れ、扉を閉めて

●本体上部には物をのせないでください。

ください。

●ガタツキがないように水平に設置してください。

（ ▲マーク部を押し、扉とパネルを平らにしてください）

●他の機器から離れた所に設置してください。
（テレビなどへの雑音や映

ご使用の前に

ご使用の前に

7cm

各部のなまえ

各部のなまえ

（1）設置場所

7cm

安全上のご注意

安全上のご注意

3. ご使用の前に

●取外し

像の乱れを防止）

取付けと同じ要領で扉を開けてカップを取り出し、
▲ マーク部を押して

●本機の上側には 70cm、側面及び背面には 7cm 以上のスペースを開け

扉を閉めてください。

てください。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

●本機使用中は、
電源の状況により、
近くの照明が明滅することがあります。

余剰液受け

7cm

●取付け
余剰液受けをホルダーの奥まで差し込んでください。

その他の操作

その他の操作

（運転時、ホルダーは前後に動きます）
●取外し
ホルダーを軽く押さえ、余剰液受けの先端を下げるようにして引き
抜いてください。
※抜け止めの突起がありますので、無理に引っ張らず上下方向の力を
加えながら抜いてください。
※上イラストにはガラスサーバー、

下げながら

ドリッパー、及び、ドリッパー受け部が
描かれておりません

メッシュ面

お手入れ

お手入れ

（2）各部の取付け・取外し

排気口フィルター

引く
故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

●取付け
向きを合わせて上から差し込んでください。
●取外し

ホルダー

２か所の凹部に指をかけて引き抜いてください。
焙煎中及び焙煎後は高温になりますので絶対に触らないでください。

余剰液受け

仕様

仕様

回転リング 及びドリッパー
●取付け

チャフ回収ボックス

回転リングを本体中央のドリッパー受けに水平にのせ、ペーパー
回転リングに浮きがあるとドリップ時にドリッパーが回転しないこと

正面からまっすぐに、奥に当たるまで差し込んでください。

があります。

●取外し

●取外し

凹部に指をかけて引き出し、まっすぐに抜いてください。

上方向へ持ち上げて取り外してください。

焙煎中は取り外さないでください。熱風が吹き出します。
焙煎後は熱くないことを確認してから取り外してください。
ドリッパー

回転リング

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

フィルターをセットしたドリッパーをのせてください。

●取付け

11

焙煎部

●取付け
扉の下方を持っていっぱいまで引き出し、給水タンクをのせてください。

●取付け
ロック解除ボタンを押し込んで焙煎扉を上に開き回転ドラム、排気リ

位置決め用穴（右下）

ング、ふさぎワッシャーの順に取り付けてください。
●本体の軸と位置決め（2 か所）に回転ドラムの穴をあわせてください。

●取外し

●排気リングは上面が本体と平らになるよう角度を合わせてはめ込んで

取付け時と同じ要領で扉を引き出し、給水タンクを上方に持ち上げて
ご使用の前に

ご使用の前に

ください。

取り外してください。

●排気リングには位置決め用の穴が空いています。ずれていると焙煎扉が
閉まりませんので、必ず角度をあわせて取り付けてください。

●ふたを持つとタンク本体が落下してけが、やけど、機器の破損につながり

●焙煎扉を閉める際は、ロック解除ボタンを押しながら、ロックがかかる

ますのでタンク本体を持ってください。

位置までしっかりと扉を押してください。
●異物を挟み込まないようにしてください。

ください。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

●給水扉上部は強度が低くなっておりますので、無理な力を加えないで

●焙煎扉が正常に閉められていない場合、焙煎時に熱風が漏れて故障または

●急激な開閉は機器の破損につながりますので、
給水扉の開閉、
給水タンク

火災の原因となります。

の取付け・取外しはゆっくりと行ってください。

コネクタ

各部のなまえ

各部のなまえ

給水扉の ▲ マークの部分を押すと扉が手前に飛び出します。

安全上のご注意

安全上のご注意

給水タンク

●取外し

●給水タンクを取り外したとき、本体内で湯気等による水滴が落ちること

その他の操作

が全開又は全閉であればコネクタに水が垂れません）

その他の操作

取付けの逆の順序で取外してください。

があります。コネクタに水がつかないよう注意してください。（給水扉

●必ず釜が冷えてから取外しを行ってください。

●コネクタに水がついた場合は、よくふき取って乾かしてからタンクを
セットしてください。
（濡れたまま給水タンクをのせると漏電、故障に

●左図※部を押さえながらロック解除ボタンを押すと、軽い力で焙煎扉の

つながります）

開閉が可能です。
お手入れ

お手入れ

※
脱着ミル
●取付け
まっすぐ差し込んでください。
（奥まで入ると自然と持ち上がります）
溝

●取外し

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

脱着ミルにミルふたをしっかりと取付け、本体の溝に合わせて正面より

ロック解除ボタン
押し込み方向

突き当たるまで真下に引き下げ、そのまま手前に引いてください。
●焙煎豆が残った状態でミル動作を停止すると軸が固定されてしまい
仕様

仕様

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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ミルを引き下げにくくなります。

13

安全上のご注意

安全上のご注意

（3）電源投入～レシピ選択画面
初期画面
●電源の接続

本体背面の電源スイッチを ON にしてください。
タッチパネルに初期画面が表示され、しばらくするとスタート画面に

焙煎を行います
ミル
（粉砕）
を行います
ドリップを行います

スタート画面

【DEFAULT】：
選択中のレシピをデフォルト（工場出荷状態）に戻します
選択中のレシピの焙煎・ドリップの設定も出荷時の状態に戻ります
【COUNTRY EDIT】：

ご使用の前に

ご使用の前に

移ります。

運転モード表示について

各部のなまえ

各部のなまえ

定格 15A のコンセントに電源プラグを差し込んでください。
●電源の投入

レシピに表示されている国旗を変更することができます
●運転モード
【FULL MAKE】：
フルメイクモード…焙煎～ミル～ドリップを行います

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

【ROAST】：
ローストモード…焙煎のみ行います
【MILL-DRIP】：
ミル・ドリップモード…ミル～ドリップを行います
【DRIP】：

その他の操作

その他の操作

ドリップモード…ドリップのみ行います

【SET UP】：本体のセットアップを行います（→P.28）

（4）初期洗浄について

レシピ一覧画面
【←】：前の画面に戻ります
【→】：次の画面に進みます
【COPY】
：レシピをコピーできます (→P.29）
【MAINTENANCE】：メンテナンスモードへ進みます (→P.29）
重さをはかることができます (→P.29）
【EDIT】：レシピエディット画面に移ります
●18 通りのレシピが保存できます。
（【

】及び【

】ボタンにてページ切り替え）

方法で初期洗浄を行ってください。
・ドリッパー及びガラスサーバーを水洗いした後、よく水気を切って
カフェロイド本体にセットしてください。
・給水タンクの内部を水ですすいだ後、給水タンクの FULL の線まで
水を入れて、給水扉内にセットしてください。
・クエン酸洗浄操作をクエン酸なしで実行して内部を洗浄してくだ
さい。(P.29 5.(3) メンテナンス 及び P.31 6. お手入れ クエン酸
洗浄

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

【MEASUREMENT】：サーバー台の重量センサーで

●初めてお使いになるときや長期間使用していなかったときは、以下の

お手入れ

お手入れ

●スタート画面をタップすると、レシピ一覧画面に移ります。

参照 )

仕様

仕様

●赤枠内が選択中のレシピです。

レシピエディット画面
●レシピエディット画面
レシピを一つ選択し、エディットボタンをタップしてレシピ内容の変更

【MODE SELECT】：

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

を行うことができます。
【←】：前の画面に戻ります
運転モードを選択できます

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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画面左上に現在の運転モードが表示されています

15

安全上のご注意

安全上のご注意

■ 焙煎とドリップの設定

4. コーヒーを淹れる

レシピ一覧画面

■ 機器の準備

～フルメイクモード～

●40g 以下の生豆をデフォルトのレシピで焙煎すると、コゲが生じる恐れ
があります。
※豆の重さは本機のサーバー台ではかることができます。

●排気口フィルターに異物の付着がなく、正しく取り付けられていること

(→P.29 5.(4) 重さ測定 )

を確認してください。

※レシピごとの焙煎とドリップの設定は電源を切っても記憶されます。

●チャフ回収ボックスが清掃済みで内部にチャフが残っていないことを

●焙煎とドリップの設定はレシピエディット画面で出荷時の設定に戻す
ことができます。
（レシピ数に限りがありますので、お気に入りの設定

●余剰液受けカップが正しくセットされ、
また、
中に何も入っていないこと

ご使用の前に

ご使用の前に

確認してください。

は別途ノートを残しておくことをお勧めします）

を確認してください。

●レシピ一覧画面でフルメイクモードが設定されているレシピを選択し、

●余剰液受けが取り付けられていることを確認してください。
●焙煎部に前回焙煎時の豆や異物が入っていないことを確認して焙煎扉

各部のなまえ

各部のなまえ

（1）生豆からコーヒーを淹れるときは

焙煎設定画面

【→】ボタンをタップします。
（赤枠内が選択中のレシピです）

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

●焙煎設定画面が表示されますので、温度設定を確認または変更してくだ

を閉めてください。

さい。

●焙煎扉を閉めるときは、生豆やその他の異物が挟まれていないことを

※極端に焙煎の浅い豆はミルの損傷の原因となります。
デフォルトのレシピ

確認してください。

で焙煎された豆を基準として、少しずつ浅煎りにしていきながら、

●指示があるまで生豆は入れないでください。

スムーズに粉砕される硬さの豆を使用してください。
【→】：次の画面に進みます

●ふたを取り付けた脱着ミルを本体にセットし、ミル底面のダイヤルを

【RESULT PREVIEW】：焙煎温度のカーブを確認できます

回して挽きの粒度を調整してください。

【時間 / 温度】：焙煎温度のカーブを変更できます

●ダイヤルは 90 度回すごとにロックがかかります。

TIME…焙煎開始からの経過時間を表します。
［分．秒］で表示されます

●ダイヤルをいっぱいにしめた状態から戻していき、
【二つ目のロック】…中粗挽き
【三つ目のロック】…粗挽き

※安全上 18 分を上限としています。
TEMP…上段で設定した TIME のときの目標温度を表します

機能上、細挽きは
対応しておりません

※安全上 255℃を上限としています。
TIME・TEMP ともに数値をタップすると、数値入力用のテンキーが

となります。

表示されます。

●緩め続けますとダイヤルが外れますのでご注意ください。

ください。
※ドリッパーをのせる際給湯ノズルを破損しないよう注意してください。
によりドリップの仕上がりに差が出ます。
●ガラスサーバーをサーバー台の中央にのせてください。
●生豆に石や異物が混ざっていないことを確認してください。
極端に小さい豆や、欠けている豆などの不良豆を取り除いておくと、より
安定した焙煎が楽しめます。
●生豆の量は最大で 50g までとしてください。
●デフォルトのレシピは 40 ～ 50g の生豆を想定して作成してあります。
●生豆の量が少ないと同じレシピでも焙煎は深くなります。

【→】：次の画面に進みます
【WATER TEMP】：ドリップする際の湯温を入力します
数値をタップすると入力用テンキーが表示されます
※安全上 93℃を上限としています。小数点以下は入力できません。
【BEANS】：焙煎後の豆の量を選択します
以下を目安とし、適宜調整してください
生豆 50g→焙煎豆 42g
生豆 45g→焙煎豆 37g
生豆 40g→焙煎豆 32g
【ROAST】：焙煎の仕上がりに合わせて焙煎度合いを選択します
【GRIND】：脱着ミルの設定に合わせてミル度合いを選択します
【AMOUNT】：ドリップ量を選択します
●ドリップの設定が完了したら【→】ボタンをタップして次の画面に移り

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス

（付属の計量スプーンで約 2 杯）

【←】：前の画面に戻ります

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

■ 生豆の準備

●焙煎設定画面で【→】ボタンをタップするとドリップ設定画面に移ります。

仕様

仕様

●付属品以外のペーパーフィルターをセットすることも可能ですが、種類

ドリップ設定画面

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

※240℃以上の条件を 3 分間を超えて設定しようとするとエラーが表示
されます。

●ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、回転リングの上にのせて

お手入れ

お手入れ

【一つ目のロック】…中挽き

その他の操作

その他の操作

FULL
ライン

【←】：前の画面に戻ります

●給水タンクの FULL の線まで水を入れて、給水扉内にセットしてください。

ます。

16
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安全上のご注意

安全上のご注意

■ 予熱～焙煎

■ 冷却～ミル

予熱スタート画面
●ドリップ設定画面で【→】ボタンをタップすると、予熱スタート画面に

冷却画面
●焙煎が終わると自動的に冷却モードに入ります。
●5 分間の冷却の後、豆は脱着ミルに落とされ、ミル動作が始まります。

【PREHEATING START】ボタンをタップして予熱を開始してください。

以降、ドリップが完了するまでドリッパーは回転し続けます。

※焙煎の条件をそろえるため、焙煎前に予熱を行います。

※冷却の開始に合わせて給水タンクでの湯沸かしが始まります。

この時、生豆を入れないよう注意してください。

熱湯が作られますので、給水タンクの取り扱いには十分注意して

各部のなまえ

各部のなまえ

移ります。

ください。

●これ以降は、焙煎部周辺が高温となり、排気口から熱風が排出されます

ご使用の前に

ご使用の前に

予熱中表示

ミル画面
●ミル画面では中央のバーが残り時間を表しています。
【MANUAL END】：終了時間を待たずにミルを終了しドリップ作業に

●焙煎部の温度が高い時にはヒーターが入らず、ファンの風のみで焙煎

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

ので、取り扱いには十分に注意してください。

入ります

部の温度を調節します。
（故障ではありません）

【DELAY+30S】：

●【MEASUREMENT】ボタンをタップすると、サーバー台で重さがはか

1 回のタップでミルを 30 秒延長します（上限 10 分まで）

れます。(→P.29 5.(4) 重さ測定 ) 生豆の重さ測定に利用し、測定後は

【STOP】：ミルを一時停止します

【←】ボタンで予熱中画面に戻ってください。
（ガラスサーバーを忘れず

その他の操作

その他の操作

以下の選択肢が表示されますので次の動作を指定してください

にセットしてください）

【再スタート】：引き続きミルを行います
【レシピ画面に戻る】：レシピ一覧画面に戻ります

「生豆を投入」表示が点滅
●予熱が完了すると、確認画面が表示されます。
●やけどに注意して焙煎扉を開け、生豆を投入してください。
確認してください。

●ミルが終了するとドリップ動作に移行します。
●余剰液受けが奥に移動しコーヒーがガラスサーバーに落ちるように

お手入れ

お手入れ

焙煎扉を閉めるときは、生豆やその他の異物が挟まれていないことを

ドリップ画面

なります。
●湯温が設定値まで到達すると給湯ノズルからお湯が出始めます。
ドリップの設定に応じてお湯が落ち、設定された抽出量に達すると
余剰液受けが移動し、余剰分は余剰液受けカップに落とされます。

安全を確認後、
【START】ボタンをタップして焙煎を開始してください。

【STOP】：給湯を一時停止します
以下の選択肢が表示されますので次の動作を指定してください
【再スタート】：引き続きドリップを行います

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

●焙煎扉を閉めると【START】ボタンが表示されます。

【レシピ画面に戻る】：レシピ一覧画面に戻ります

仕様

仕様

●焙煎・ミルの度合いによりドリッパーからお湯があふれそうなときは、
ストップボタンで給湯を止めてください。
●抽出動作移行前にガラスサーバーがセットされていないとサーバー台

※表示される温度は、焙煎釜の排気温度です。
【MANUAL END】：終了時間を待たずに焙煎を終了し、冷却動作に入
ります
【DELAY+10S】
：1回のタップで焙煎を10秒延長します
（上限18分まで）
●焙煎の進み方によって、早期終了または延長を行うことができます。
●焙煎中は焙煎扉を開けないでください。

●全工程が終了すると FIN 画面が表示されます。淹れたてのコーヒーを
お楽しみください。
●P.30 6. お手入れを参照して各部の清掃を行ってください。

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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の重量センサーにずれが生じ、正しい抽出量が測定できません。
部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

●焙煎中は温度カーブ、経過時間、残り時間、現在温度が表示されます。

19

焙煎設定画面

●排気口フィルターに異物の付着がなく、正しく取り付けられていること

●焙煎設定画面が表示されますので、温度設定を確認または変更して

を確認してください。

ください。

●チャフ回収ボックスが清掃済みで内部にチャフが残っていないことを

【←】：前の画面に戻ります

確認してください。

【→】：次の画面に進みます

●焙煎部に前回焙煎時の豆や異物が入っていないことを確認して焙煎扉

【RESULT PREVIEW】：焙煎温度のカーブを確認できます

を閉めてください。

各部のなまえ

各部のなまえ

■ 機器の準備

～ローストモード～

安全上のご注意

安全上のご注意

（2）コーヒー豆の焙煎だけ行うときは

【時間 / 温度】：焙煎温度のカーブを変更できます
TIME…焙煎開始からの経過時間を表します。
［分．秒］で表示されます

確認してください。

ご使用の前に

ご使用の前に

●焙煎扉を閉めるときは、生豆やその他の異物が挟まれていないことを

※安全上 18 分を上限としています。

●指示があるまで生豆は入れないでください。

TEMP…上段で設定した TIME のときの目標温度を表します

●脱着ミルを取り付けてください。

※安全上 255℃を上限としています。

■ 生豆の準備

示されます

●生豆に石や異物が混ざっていないことを確認してください。

※240℃以上の条件を 3 分間を超えて設定しようとするとエラーが表示

極端に小さい豆や、欠けている豆などの不良豆を取り除いておくと、より

されます。

安定した焙煎が楽しめます。
●生豆の量は最大で 50g までとしてください。
（付属の計量スプーンで約 2 杯）
●生豆の量が少ないと同じレシピでも焙煎は深くなります。

■ 予熱～焙煎

その他の操作

その他の操作

●デフォルトのレシピは 40 ～ 50g の生豆を想定して作成してあります。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

TIME・TEMP ともに数値をタップすると、数値入力用のテンキーが表

予熱スタート画面
●焙煎設定画面で【→】ボタンをタップすると、予熱スタート画面に移ります。

●40g 以下の生豆をデフォルトのレシピで焙煎すると、コゲが生じる恐れ

【PREHEATING START】ボタンをタップして予熱を開始してください。

があります。
お手入れ

お手入れ

※焙煎の条件をそろえるため、焙煎前に予熱を行います。

※豆の重さは本機のサーバー台ではかることができます。

この時、生豆を入れないよう注意してください。

(→P.29 5.(4) 重さ測定 )
●焙煎豆のふくらみにより脱着ミルが取外しづらいことがあります。
適宜生豆の量を加減してください。

※レシピごとの焙煎とドリップの設定は電源を切っても記憶されます。

予熱中表示
●これ以降は、焙煎部周辺が高温となり、排気口から熱風が排出されます

焙煎とドリップの設定はレシピエディット画面で出荷時の設定に戻す

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

■ 焙煎の設定

ので、取り扱いには十分に注意してください。

ことができます。
（レシピ数に限りがありますので、お気に入りの設定

●焙煎部の温度が高い時にはヒーターが入らず、ファンの風のみで焙煎部

は別途ノートを残しておくことをお勧めします）

の温度を調節します。( 故障ではありません )
仕様

仕様

レシピ一覧画面

●【MEASUREMENT】ボタンをタップすると、サーバー台で重さがはか

●レシピ一覧画面でローストモードが設定されているレシピを選択し、

れます。(→P.29 5.(4) 重さ測定 ) 生豆の重さ測定に利用し、測定後は

【→】ボタンをタップします。
（赤枠内が選択中のレシピです）

【←】ボタンで予熱中画面に戻ってください

●予熱が完了すると、確認画面が表示されます。
●やけどに注意して焙煎扉を開け、生豆を投入してください。

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

「生豆を投入」表示が点滅

焙煎扉を閉めるときは、生豆やその他の異物が挟まれていないことを
保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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確認してください。
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●焙煎扉を閉めると【START】ボタンが表示されます。

■ 機器の準備

●余剰液受けカップが正しくセットされ、また、中に何も入っていないこと
を確認してください。
●余剰液受けが取り付けられていることを確認してください。
●異物を挟み込まないように焙煎扉を閉めてください。

※表示される温度は、焙煎釜の排気温度です。
ります

●給水タンクの FULL の線まで水を入れて、
給水扉内にセットしてください。
― FULL ―

【DELAY+10S】
：1 回のタップで焙煎を 10 秒延長します
（上限 18 分まで）

●ふたを取り付けた脱着ミルを本体にセットし、ミル底面のダイヤルを

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

【MANUAL END】：終了時間を待たずに焙煎を終了し、冷却動作に入

FULL
ライン

ご使用の前に

ご使用の前に

●焙煎中は温度カーブ、経過時間、残り時間、現在温度が表示されます。

各部のなまえ

各部のなまえ

安全を確認後、
【START】ボタンをタップして焙煎を開始してください。

安全上のご注意

安全上のご注意

（3）焙煎済みの豆からコーヒーを淹れるときは ～ミル・ドリップモード～

回して挽きの粒度を調整してください。
●ダイヤルは 90 度回すごとにロックがかかります
●ダイヤルをいっぱいにしめた状態から戻していき、

●焙煎の進み方によって、早期終了または延長を行うことができます。

【一つ目のロック】…中挽き
【二つ目のロック】…中粗挽き

機能上、細挽きは
対応しておりません

その他の操作

その他の操作

●焙煎中は焙煎扉を開けないでください。

【三つ目のロック】…粗挽き

■ 冷却

となります
●緩め続けますとダイヤルが外れますのでご注意ください。
●焙煎が終わると自動的に冷却モードに入ります。

お手入れ

お手入れ

●一度脱着ミルを取外し、
焙煎豆を入れて再び本体にセットしてください。

●5 分間の冷却の後、豆は脱着ミルに落とされます。

●生豆や極端に焙煎の浅い豆を入れるとミルが損傷します。デフォルトの
レシピで焙煎された豆を基準として、少しずつ浅煎りにしていきながら、
スムーズに粉砕される硬さの豆を使用してください。
●焙煎豆の量は 42g までとしてください。
3 種類から選択することで、抽出条件を選ぶことができます。
●ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、回転リングの上にのせて

●全工程が終了すると FIN 画面が表示されます。

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

●本機のドリップ設定では焙煎豆（コーヒー粉）の量を 32g、37g、42g の

ください。

●別容器にて焙煎豆を保存する場合は脱着ミルを外して焙煎豆を取り

※ドリッパーを置く際給湯ノズルを破損しないよう注意してください。

出してください。

仕様

仕様

●付属品以外のペーパーフィルターをセットすることも可能ですが、種類

●P.30 6. お手入れを参照して各部の清掃を行ってください。

によりドリップの仕上がりに差が出ます。
●ガラスサーバーをサーバー台の中央にのせてください。

※レシピごとの焙煎とドリップの設定は電源を切っても記憶されます。
●焙煎とドリップの設定はレシピエディット画面で出荷時の設定に戻す
ことができます。

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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■ ドリップの設定
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安全上のご注意

安全上のご注意

レシピ一覧画面
●レシピ一覧画面でミル・ドリップモードが設定されているレシピを
●ドリップ設定画面が表示されますので、設定を確認または変更してくだ
さい。
【←】：前の画面に戻ります
【→】：次の画面に進みます

ドリップ設定画面

数値をタップすると入力用テンキーが表示されます。
※安全上 93℃を上限としています。小数点以下は入力できません。
【BEANS】：焙煎後の豆の量を選択します
生豆 50g→焙煎豆 42g
生豆 45g→焙煎豆 37g
生豆 40g→焙煎豆 32g
【ROAST】：焙煎の仕上がりに合わせて焙煎度合いを選択します
【AMOUNT】：ドリップ量を選択します
●ドリップの設定が完了したら【→】ボタンをタップして次の画面に移ります。
●【START】ボタンをタップするとミルが始まります。以降、ドリップが

ドリップの設定に応じてお湯が落ち、設定された抽出量に達すると
余剰液受けが移動し、余剰分は余剰液受けカップに落とされます。
【STOP】：給湯を一時停止します
以下の選択肢が表示されますので次の動作を指定してください
【再スタート】：引き続きドリップを行います
【レシピ画面に戻る】：レシピ一覧画面に戻ります
●焙煎・ミルの度合いによりドリッパーからお湯があふれそうなときは、
ストップボタンで給湯を止めてください。
●抽出動作移行前にガラスサーバーがセットされていないとサーバー台
の重量センサーにずれが生じ、正しい抽出量が測定できません。

その他の操作

その他の操作

【GRIND】：脱着ミルの設定に合わせてミル度合いを選択します

なります。
●湯温が設定値まで到達すると給湯ノズルからお湯が出始めます。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

以下を目安とし、適宜調整してください

●余剰液受けが奥に移動しコーヒーがガラスサーバーに落ちるように

ご使用の前に

ご使用の前に

【WATER TEMP】：ドリップする際の湯温を入力します

●給湯ノズルが手前に移動し豆の上にお湯が落ちるようになります。

各部のなまえ

各部のなまえ

選択し、
【→】ボタンをタップします。
（赤枠内が選択中のレシピです）

●ミルが終了するとドリップ動作に移行します。

●全工程が終了すると FIN 画面が表示されます。淹れたてのコーヒーを
お楽しみください。
●P.30 6. お手入れを参照して各部の清掃を行ってください。

完了するまでドリッパーは回転し続けます。
お手入れ

お手入れ

【MANUAL END】：終了時間を待たずにミルを終了し、ドリップ作業に
入ります

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

●ミル画面では中央のバーが残り時間を表しています。

【DELAY+30S】：1 回のタップでミルを 30 秒延長します（上限 10 分まで）
【STOP】：ミルを一時停止します
仕様

仕様

以下の選択肢が表示されますので次の動作を指定してください
【再スタート】：引き続きミルを行います
【レシピ画面に戻る】：レシピ一覧画面に戻ります
※ミルの開始に合わせて給水タンクでの湯沸かしが始まります。
ください。

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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熱湯が作られますので、給水タンクの取り扱いには十分注意して

25

安全上のご注意

安全上のご注意

（4）挽いてある豆からコーヒーを淹れるときは ～ドリップモード～
●余剰液受けカップが正しくセットされ、また、中に何も入っていないこと

●【START】ボタンをタップするとドリップが始まります。

を確認してください。

各部のなまえ

各部のなまえ

■ 機器の準備

●余剰液受けが取り付けられていることを確認してください。
●異物を挟み込まないように焙煎扉を閉めてください。
●給水タンクの FULL の線まで水を入れて、
給水扉内にセットしてください。
― FULL ―

●ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、中挽き～粗挽きのコー
ヒー粉を入れてください。

ご使用の前に

ご使用の前に

FULL
ライン

●本機のドリップ設定では焙煎豆（コーヒー粉）の量を 32g、37g、42g の
3 種類から選択することで、抽出条件を選ぶことができます。
●コーヒー粉を平らにならし、ドリッパーを回転リングにのせてください。
によりドリップの仕上がりに差が出ます。
※ドリッパーを置く際給湯ノズルを破損しないよう注意してください。
●ガラスサーバーをサーバー台の中央にのせてください。

●余剰液受けが奥に移動しコーヒーがガラスサーバーに落ちるように
なります。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

●付属品以外のペーパーフィルターをセットすることも可能ですが、種類

●給湯ノズルが手前に移動し豆の上にお湯が落ちるようになります。

●給水タンクでの湯沸かしが始まります。
熱湯が作られますので、給水タンクの取り扱いには十分注意してくだ
さい。この時点からお湯を沸かしはじめますので、
ほかのモードに比べて
ここでの待ち時間は長くなります。

レシピ一覧画面

※レシピごとの焙煎とドリップの設定は切っても記憶されます。
●焙煎とドリップの設定はレシピエディット画面で出荷時の設定に戻す
ことができます。

【→】ボタンをタップします。
（赤枠内が選択中のレシピです）

●湯温が設定値まで到達すると給湯ノズルからお湯が出始めます。
●ドリップの設定に応じてお湯が落ち、設定された抽出量に達すると余剰
液受けが移動し、余剰分は余剰液受けカップに落とされます。
【STOP】：給湯を一時停止します
以下の選択肢が表示されますので次の動作を指定してください。
【再スタート】：引き続きドリップを行います

お手入れ

お手入れ

●レシピ一覧画面でドリップモードが設定されているレシピを選択し、

その他の操作

その他の操作

■ ドリップの設定

【レシピ画面に戻る】：レシピ一覧画面に戻ります
●コーヒー粉の状態
（種類）
により、ドリッパーからお湯があふれそうなとき
は、
【STOP】ボタンで給湯を止めてください。
の重量センサーにずれが生じ、正しい抽出量が測定できません。

ドリップ設定画面
●ドリップ設定画面が表示されますので、温度設定を確認または変更して
ください。

お楽しみください。
●P.30 6. お手入れを参照して各部の清掃を行ってください。
仕様

仕様

【←】：前の画面に戻ります

●全工程が終了すると FIN 画面が表示されます。淹れたてのコーヒーを

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

●抽出動作移行前にガラスサーバーがセットされていないとサーバー台

【→】：次の画面に進みます
【WATER TEMP】：ドリップする際の湯温を入力します
数値をタップすると入力用テンキーが表示されます
【BEANS】：焙煎後の豆の量を選択します
以下を目安とし、適宜調整してください
生豆 50g→焙煎豆 42g

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

※安全上 93℃を上限としています。小数点以下は入力できません。

生豆 45g→焙煎豆 37g

【GRIND】：脱着ミルの設定に合わせてミル度合いを選択します
【AMOUNT】：ドリップ量を選択します

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス

生豆 40g→焙煎豆 32g
【ROAST】：焙煎の仕上がりに合わせて焙煎度合いを選択します

●ドリップの設定が完了したら【→】ボタンをタップして次の画面に移ります。

26
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安全上のご注意

安全上のご注意

5. その他の操作
（2）レシピのコピー
レシピ一覧画面

セットアップ画面

●レシピ一覧画面で【COPY】ボタンをタップするとコピー確認画面が

●本体の設定を行う際は、スタート画面から
【SET UP】
ボタンをタップして

開きます。

セットアップ画面へ移動します。

各部のなまえ

各部のなまえ

（1）セットアップ

【LANGUAGE】：表示言語の切り替えができます
ご使用の前に

LED の設定は【SETTING】ボタンをタップして別画面で行います＊１

コピー先に複製されます。

コピー確認画面
コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

TYPE-1…付属のドリッパーを使用するときに選択（初期設定）

】をタップしてコピー先のレシピを選択し【OK】ボタンを

タップするとレシピ一覧画面で選択されているレシピ（コピー元）が

【SOUND】：タップ時の音の有無を選択できます
【DRIPPER】：ドリッパーの設定です

】及び【

ご使用の前に

●【

【LED】：LED 照明の ON/OFF と LED の設定ができます

●コピー先レシピの各設定が上書きされますのでご注意ください。

TYPE-2…付属のドリッパー以外＊２を使用するときに選択
【TP-SET】：タッチパネルのキャリブレーションを行います
タップ位置の補正を行います。
タップ位置がずれているときに行って
ください。
タッチパネルの操作が正常に行えている場合は本機能を実行
しないでください。
【ⅰ】：取扱説明書を確認するための QR コード ® が表示されます
お使いの機器によっては読み取りにくいことがあります。
読み取れない場合はカフェロイドサポートページ
（http://www.caferoid.jp/support/）
よりダウンロードしてください。

（3）メンテナンス
メンテナンス画面

●レシピ一覧画面にて【MAINTENANCE】ボタンをタップするとメンテ
ナンス画面に移行します。
★【BEANS RELEASE】：焙煎部から豆の排出を行います
【MILL CHECK】
：ミルの短時間運転を行い、ミル粒度の確認が行えます

お手入れ

お手入れ

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（ミルに少量の焙煎豆を入れて実行してください）
★【DRAIN】：内部の水を給湯ノズルから 2 分 30 秒間強制排出します

LED 設定画面

クエン酸洗浄後のすすぎに使用します

＊２…付属ドリッパー以外では、本体のドリッパース

また、
給水タンク～給湯ノズル間の水を出し切るときに使用しますが、

ペースに収まり、スムーズに回転するサイズの円錐ド

ください
（必ずドリッパー及びガラスサーバーをセットして実行して
ください）

＊3…タッチパネルのキャリブレーションモードでは画面

★【WASHING】：クエン酸洗浄のためのモードへ移行します
(P.30 6. お手入れ 参照）

表示される + 印を順に 4 か所タップしてください。

●LED の【SETTING】ボタンをタップすると LED 設定
画面が表示されます。
●発光方法
【ON】
：点灯します
【FADE】
：ゆっくりと点滅します
【OFF】
：点灯しません
プレビューが見られます。
●左上のボタンをタップすると LED の 明るさを変更で
きます。

ボタンを押す前に、画面外周にある 〇 印をタップして正
しい位置に × 印が表示されることを確認してください。
タップした位置に × 印が表示されることを確認できた
場合は、
【OK】ボタンを押してください。
タップした位置に× 印が表示されることを確認できなかっ
た場合は、
【RETRY】を押して再度キャリブレーションを
行ってください。
キャリブレーションを途中でやめる場合は、
【OK】
ボタン
を押さずに電源スイッチを OFF にしてください。

（4）重さ測定
重量測定画面

※本機能は焙煎する生豆や焙煎豆の重さを簡易的にはかるためのもの
です。取引及び証明用の「はかり」ではありません。
●レシピ一覧画面にて【MEASUREMENT】ボタンをタップすると重量
測定画面に移行します。
●0 ～ 999g の範囲で重さを測定できます。
（総重量 3kg 以上のものをのせないでください）
●コーヒー豆の重さ測定にご使用ください。
空の容器をのせて
【RESET】
ボタンを押すと、表示が 0g となり、豆の重さ
だけを簡単にはかれます。

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス

●左欄の工程名をタップすると設定されている LED の

中央に【OK】および【RETRY】ボタンが表示されますが、

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

●各工程での LED 発光色及び発光方法を設定します。

●「★印」の操作は、動作中赤枠が点滅し、再びタップすると停止します。

仕様

仕様

＊１…LED 設定について

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

給水タンクの底には水が残りますので、別途、タンク内の水は捨てて

リッパーがご使用いただけます。

に + 印のみが表示されます。

28

その他の操作

その他の操作

本ボタン長押しでキャリブレーションモードに移行します。＊3

29

安全上のご注意

安全上のご注意

6. お手入れ
焙煎部とその周辺が十分冷えていることを確認してから行ってください

余剰液受けカップ
及び余剰液受け
●余剰液受けカップを取り出し、内部の液を捨てて、洗浄し、乾燥させて

●排気リング、ふさぎワッシャー、回転ドラムを取り外してください。

ください。また、余剰液受けをホルダーから取外し、洗浄し、乾燥させて

●取り外した部品は、付属のハケで清掃してください。

各部のなまえ

各部のなまえ

焙煎部

ください。

●汚れがひどい場合は、やわらかいスポンジ等を用い中性洗剤で洗った

ご使用の前に

ご使用の前に

●洗浄は、やわらかいスポンジ等を用い中性洗剤で洗った後、よくすすいで

後、よくすすぎ、十分に水気をきって取り付けてください。

ください。

●かたいブラシや研磨剤は使用しないでください。

●かたいブラシや研磨剤は使用しないでください。

●適宜ご家庭の掃除機などをご使用ください。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

温度センサー
その他の操作

その他の操作

●本体の焙煎部は、チャフや残っている豆がある場合は取り除いてください。
●深入り焙煎を行った後など、油分が付着しているときは濡れ布巾等で
ふき取ってください。油分によるベタツキがあると豆排出動作不良の

給水タンク

●給水タンクを取り出し、内部の水を捨てて乾かしてください。
●運転直後は高温のお湯が入っておりますので、やけどに注意してください。

原因となります。また、温度センサーにチャフが張り付くことにより温

●内部の洗浄は水洗いとし、汚れが目立つ場合は、やわらかいスポンジ等

度制御不良が生じますので、センサーも清掃してください。
お手入れ

お手入れ

を用い中性洗剤で洗った後、よくすすいでください。

●本体に水をかけないでください。

●かたいブラシや研磨剤は使用しないでください。
●給湯タンク下部には電気部品
（ヒーター）
が入っております。
故障や感電、
火災の原因となりますので水につけないでください。
●タンク外面の清掃には濡らした布等をご使用ください。
●ご使用期間や水質により、給水タンクや本体内には水あかが付着します。

排気口とその周辺が十分冷えていることを確認してから行ってください

水あかの付着を防ぐためにもドリップ運転一回ごとに給水タンクの水
を捨て、内部の水を入れ替えてください。

●排気口フィルターを外して付属のハケで清掃してください。

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

排気口

●排気口の内壁に付着したチャフや微粉はチャフ回収ボックスへ落とし
●適宜ご家庭の掃除機などをご使用ください。

クエン酸洗浄

仕様

仕様

てください。

●給水タンクに水あかが溜まったり、お湯の出が悪くなったときは、以下の要領でクエン酸洗浄を行ってください。

取り付け穴

また、取り付け穴の内部にチャフが落ちている場合には取り除いて
ください。
●適宜ご家庭の掃除機などをご使用ください。

●においが気になるときは、繰り返しすすぎを行うか、コーヒー粉をセットせずにドリップ運転を行ってください。

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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●チャフ回収ボックスを取り出し、中のチャフを捨ててください。

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

チャフ回収
ボックス

①給水タンクの FULL のラインまで水を入れ、クエン酸（ 約15g）を加えてよくかき混ぜてから本体にセットして
ください。
②ペーパーフィルターをセットしたドリッパーとガラスサーバーをセットして、MAINTENANCE 画面から
【WASHING】を実行してください。
（P.29 5.(3) メンテナンス参照）
※ガラスサーバーは空の状態でセットしてください。水やコーヒーが残っていると、洗浄中にあふれる恐れが
あります。
③
【WASHING】が終わったら、給水タンクをすすぎ、水だけを入れて再び本体にセットし、MAINTENANCE 画面
から DRAIN を実行してすすぎを行ってください。
（P.29 5.(3) メンテナンス参照）
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安全上のご注意

安全上のご注意

ドリッパー及びガラスサーバー

●洗浄は、やわらかいスポンジ等を用い中性洗剤で洗った後、よくすすい
で乾燥させてください。

こうしてください。こんな理由です。

焙煎中に回転ドラムが止
まり、冷却モードに入る
または、回転に異常が
みられる

小さい豆や欠片がはさまって
いませんか？

はさまっている豆や欠片を取り除いてください。
まれに、回転ドラムをのせる板の裏側に豆の欠片が入り
込むことがあります。

同じ設定なのに
普段より焙煎が深い

焙煎部の温度センサーに異物
が付着していませんか？

温度センサーにチャフなどが付着すると正常な焙煎が
できません
特に深煎りの後などは油分をふき取ってください
（P.30 6．お手入れ 参照）

●脱着ミルは、付属のハケで清掃してください。
●ミル底面の粒度調整用ダイヤルを反時計方向に回して緩めていくと、

前回焙煎時のチャフがチャフ回収ボックスや排気口内に
残っていると、焙煎の熱により煙が発生することがあります
焙煎ごとに清掃してください

焙煎部から豆が
排出されない

回転ドラムの裏に豆の欠片な
ど が 挟 ま っ て い ま せ ん か？
コーヒー豆の油分で回転ドラ
ムがべたついていませんか？

排出時、回転ドラムがスライドしてシャッターが開く
構造となっています
回転ドラムなどの油分や豆の欠片、微粉はこまめに取り
除いてください

ミルが動かない

生豆や小石などの硬いものを
噛み込んでいませんか

ミルを取り外し、異物を取り除いてください
ミル刃や軸に異常がみられるときは使用しないでください

ミルは動くが
豆が挽かれない

豆のサイズや油分によるベタ
ツキで正常なミルが行えない
ことがあります

ミル刃の上のほうで豆が詰まって落ちないときは、ミルを
一時停止し、取り外して豆の詰まりを解消してください
豆のサイズや油分によるベタツキでうまくミルできない
ときは、ハンドミル等にて粉砕を行ってください

ドリップ時に、
お湯の出はじめが遅い

粉からコーヒーを入れるド
リップモードではありません
か？

お湯が沸くまでの時間はおよそ 7 分です
他のモードでは冷却やミルと同時に湯沸を始めますが、
粉からドリップをする場合はミル工程が無いため待ち
時間が生じます

ドリップ時に、
お湯があふれる

細挽きの粉を使用していませ
んか？

細挽きの粉はお湯がたまりやすくなります
本機は中挽き～粗挽きに対応しています

ミルのセッティングとドリッ
プの設定があっていますか？

抽出の設定で GRIND を「FINE」にするとドリップ速度
が変わりあふれにくくなりますが、それでもあふれそう
なときは STOP ボタンでドリップを一時停止してください

ガラスサーバーは正しくセッ
トされていますか？

運転開始前に空のガラスサーバーをセットしてください。
ドリップ工程が始まってからガラスサーバーをのせると
正しい重量がはかれないことがあります
また、ガラスサーバーは壁に触れないよう、サーバー台
の中央に置いてください

●汚れが多いときは分解して清掃することもできますが、取り外した部品
をなくさぬよう注意し、スプリング、セラミック内刃、ダイヤルの順に
元の通りに取り付けてください。

その他

●本体各部の清掃は、付属のハケ・濡らした布等を使用してください。

●焙煎部、排気口、チャフ回収ボックス及び脱着ミルの清掃を行ってくだ

長期間使用しないときは…

さい。給水タンクは水を捨てて乾燥させてください。
●メンテナンスモード
（P.29 5.
（3）参照）
の DRAIN を実施し、ノズル内部
の水を排出してください。
●豆やチャフ、水分が残った状態では保管しないでください。

仕様
部品の交換・
購入について

こんなとき

お確かめください

こうしてください。こんな理由です。

電源スイッチを入れても
電源が入らない
タッチパネルが点灯しない

電源プラグは差し込まれてい
ますか？
ブレーカーは正常ですか？

AC100V が供給されているコンセントに電源プラグを
差し込んでください

電源コードに異常はありませ
んか？

電源コードに損傷等がある場合は本機を使用しないで
ください

焙煎温度設定が低すぎたり時間
が短すぎたりしていませんか？

デフォルトのレシピを元に、少しずつ設定を変えて味の
変化を愉しんでください

コーヒー豆が
焙煎されない

ドリップの量が
設定と異なる

●修理が必要となる異常が生じた場合にはタッチパネルにエラー画面（赤色）が表示されます。
●ご相談窓口へ連絡いただく際は、エラー画面に表示されたエラーコードをお伝えください。

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス
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7. 故障かな？と思ったら

部品の交換・
購入について

チャフがたまっていませんか？

ミル本体からダイヤル、セラミック内刃、スプリングが外れます。

仕様

正常な焙煎でも煙が発生しますが、深煎りの時はより多
くなります

故障かな？
と思ったら

普段より深煎りになっていま
せんか？

排気口から出る煙が
普段より多い

お手入れ

連続で焙煎するなど、諸条件により、通常より焙煎が進
むことがあります。

その他の操作

故障かな？
と思ったら

連続で焙煎していませんか？

脱着ミル

その他の操作
お手入れ

生豆の種類や状況により、焙煎度合いは変わります

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

生豆の種類は変わっていませ
んか？

ご使用の前に

ご使用の前に

●かたいブラシや研磨剤は使用しないでください。

お確かめください

各部のなまえ

各部のなまえ

●ドリップ後のコーヒー粉及びペーパーフィルターは捨ててください。

こんなとき
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10. 保証とアフターサービス
●保証書について

商品名

焙煎機付き全自動コーヒーマシン

・別添の保証書は、記載されている日付及び内容をよく確かめた後、大切に保管してください。

製品名称

カフェロイド

・保証期間は、保証書記載の日付から 1 年間です。

定格電圧

交流

・保証期間内でも有料となることがありますので保証書をよくお読みください。

定格周波数

50- 60Hz

消費電力

焙煎運転

最大 1100W

ミル

33W

ドリップ運転

最大 880W

100V
最小 90W

●修理のご依頼について
ご使用の前に

ご使用の前に

R-CR01

各部のなまえ

各部のなまえ

型式

・修理をご依頼になる前に、7. 故障かな？と思ったら（P.32-P.33）を参考に故障状況をお調べください。
最小 140W

なし

給水タンク容量

800ml

外形寸法（幅×高さ×奥行き）

約 400mm × 610mm × 240mm

質量

約 17.2kg

コード長さ

約 2m

付属品

ドリッパー

・保証期間中に修理を依頼される場合は、保証書をご用意いただき、下記のご相談窓口までご連絡ください。
・保証期間を過ぎている場合であっても、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理
いたします。
・点検・診断のみでも有料となることがあります。

コーヒーを淹れる

コーヒーを淹れる

保温機能

・修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
技術料：診断・修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検などにかかる費用です。

1個

ペーパーフィルター（40 枚入）1 袋
計量スプーン

1個
1個

1本

以下の部品、生豆、ペーパーフィルターは web サイト（http://www.caferoid.jp よりオンラインショップへ）から
購入できます。

・弊社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 5 年間保有
しています。

ご相談窓口
●お電話によるお問い合わせ
【受付時間】9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00

月曜日～金曜日（祝日及び弊社休業日を除く）

フリーダイヤル⇒0120-87-8284
（通話料無料、携帯電話・PHS からもご利用いただけます。）
●WEB からのお問い合わせ⇒http://www.caferoid.jp よりお問い合わせフォームへ

故障かな？
と思ったら

故障かな？
と思ったら

付属品や取り外し可能な部品が損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。

●補修用性能部品の保有期間

お手入れ

お手入れ

9. 部品の交換・購入について

部品代：修理に使用した部品及び補助材料代です。

その他の操作

その他の操作

ガラスサーバー
ハケ

安全上のご注意

安全上のご注意

8. 仕様

●お客様の個人情報の取り扱いについて
お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検

ガラスサーバー

GS-KT

ドリッパー

MDK-41-N

活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

ハケ

BR-KG

計量スプーン

MS-**

オリジナル保存缶

SC-BK

ペーパーフィルター（40 枚入り）

KS-40

生豆

web サイトにてご確認ください

●計量スプーン型式の ** には色により次の記号が入ります

部品の交換・
購入について

部品の交換・
購入について

部品型式

仕様

仕様

部品名

YE: イエロー、CP: チェリーピンク、RD: レッド、CH: チョコレート、WH: ホワイト、BK: ブラック
ください。

保証と
アフターサービス

保証と
アフターサービス

34

●上表の部品以外に関するお問い合わせや、本体や電源コードの損傷についてのご相談はご相談窓口までご連絡
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〒399-8102 長野県安曇野市三郷温 3788 番地

TEL：0263(87)8282 ㈹ FAX：0263(87)8298

＊仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

1711-316241301

