
ユーラ　インプレッサ F50　ご使用に際して（重要事項）
本マニュアルは大切に保管してください。また長くご使用いただくために下記の事をお守りください。

1. 定期点検
メインユニットは約一年でオーバーホールが必要です。年に一度販売代理店で定期点検を行ってください。

2. カルシウム除去
定期的にボイラーや配管のカルシウム詰まりを防ぐためカルシウム除去が必要です。
カルシウム除去剤を販売代理店でご購入いただきカルシウム除去を行ってください。

3. 毎日の洗浄
長くお使いいただくために洗浄タブレットによる洗浄を毎日行ってください。
毎日洗浄を行わなかった場合メインユニットの寿命が半分程度になる場合があります。
洗浄を行っていない場合の故障は保証外となりますのでご注意ください。洗浄剤は販売代理店でご購入ください。

4. 保証書
故障で保証をお受けになる場合保証書を必ずご提示ください。保証書の提示がない場合保証を受けられない場合があります。

5. 修理の場合
故障、定期点検の場合は販売代理店にご連絡ください。

Impressa F50取扱いマニュアル ( 業務用）



安全にお使いになるために
本機を安全にお使いいただくため、機械の電源、設置及び日常の取り扱い時にぜひ守っていただきたい注意とお願いを記述しました。必ずお読みください。

機械電源について

　　注意：コンセントについて
●コンセントは、100V（ﾎﾞﾙﾄ）で機械一台あたり 15A( ｱﾝﾍﾟｱ）以上の容量を持ったものを
　本機専用としてご使用ください。
テーブルタップ等でのタコ足配線は発煙、発熱など思わぬ事故につながる恐れがあります。

　　注意：電源プラグ /コードについて
●機械の電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていないと、発煙、発熱など思わぬ
　事故につながる恐れがあります。
　機械の電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。確実に差し込まれていて
　も電源プラグとコンセントの差し込み状態がゆるんでいる場合は販売店にご相談下さい。
●機械の電源プラグやコードが損傷したりすると、発熱、ショート、発火などの事故につ
　ながる恐れがあります。
　機械の電源コードに重いものを乗せたり、足で蹴るなど衝撃を与えないでください。万一
　衝撃を与えて電源プラグ端子を曲げたり、コードを傷つけたときは、販売店に連絡し、修
　理を依頼してください。
　お客様が独自に修理をしないでください。

　　注意：タコ足配線の禁止について
●発熱、発火などの事故につながる恐れがありますので、テーブルタップや分岐コンセント、
　分岐ソケットを利用したタコ足配線は絶対にしないでください。

　　注意：延長コードについて
●延長コードには流せる電流に限界があり、不適切な延長コードを使用すると発煙、発熱
　など思わぬ事故となります。
　電源の延長コードが必要な場合は、販売店にご相談ください。定格不足の延長電源コー
　ドやリール式延長電源コードは絶対に使用しないでください。また、機械の電源コード
　や接続している延長電源コードは束ねないでください。

　　警告：アース線について
●接続（アース）していないと、機械に漏電があるとき、機械の操作中に感電する危険が
　あります。アース線は機械に付属品としてついています。
●アース線を不適切な場所に接続すると、爆発したり、感電したりする危険があります。
　アース線は次の場所に接続しないでください。
　①ガス管②避雷針③電話専用アース線④樹脂製の水道管および水道局がアースの対象物
　と許可していない水道管や蛇口
　アース線の長さが足りないなど、お困りのことや不明な点は、販売店にご相談ください

日常の取り扱いの注意

　　注意：コーヒー抽出時の事故防止
●スチームノズルやコーヒー抽出部は高温になっています。火傷の恐れがありますので、蒸
　気やコーヒーまたは金属部分に直接触れないようご注意ください。

　　注意：トラブルがあったときの処置
●機械内部には高温・高電圧の部分があり、触れると火傷や感電する恐れがあります。
●機械の修理が必要なときは必ず販売店に連絡してください。お客様ご自身の修理は
　絶対に行わないでください。
●機械から異常な音、臭い、煙などが発生したら、直ちに使用を中止して、電源スイッチ
　を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に連絡してください。
●ブレーカーやヒューズが切れるようなことがありましたら、使用を中止して販売店にご
　連絡ください。
　ヒューズ取付の際、定格以外のヒューズや針金などは絶対に使用しないでください。

　　注意：火災などの事故防止
●火災などの原因となることがありますので、機械の近くではシンナーやアルコールなど
　の揮発性可燃物の使用は避けてください。

　　注意：機械改造の禁止
●機械の改造や部品の取り外しは思わぬ事故を引き起こします。絶対に行わないで下さい。

　　注意：漏電などの事故防止
●機械に水やその他の液体をこぼさないでください。

　　注意：機械故障の防止
●機械の内部にクリップなどの金属片を落とさないでください。
●コーヒー抽出以外の目的に使用しないでください。

　　注意：日常の機械点検のお勧め
●定期的に下記の点検を必ず行ってください。
　①電源コードやプラグが異常に発熱していませんか。
　②電源コード、プラグのゆるみ、およびコードの切り傷や擦り傷がありませんか。
　③アース線が正しく接続されていますか。

　　注意：通電について
●夜間など長時間ご使用にならないときは必ず電源を切ってください。
　　
        

警告：死亡や重傷を負う可能性がある行為
注意：軽傷や中程度の障害および物的損傷を負う可能性がある行為

　　注意：コンセントについて　　注意：コンセントについて

　　注意：電源プラグ /コードについて　　注意：電源プラグ /コードについて

　　注意：タコ足配線の禁止について　　注意：タコ足配線の禁止について

　　注意：延長コードについて　　注意：延長コードについて

　　警告：アース線について　　警告：アース線について

　　

　　注意：トラブルがあったときの処置　　注意：トラブルがあったときの処置

　　注意：火災などの事故防止　　注意：火災などの事故防止

　　注意：機械改造の禁止　　注意：機械改造の禁止

　　注意：漏電などの事故防止　　注意：漏電などの事故防止

　　注意：機械故障の防止　　注意：機械故障の防止

　　注意：日常の機械点検のお勧め　　注意：日常の機械点検のお勧め

　　注意：通電について　　注意：通電について

株式会社コントラスト

東京都品川区戸越 5-14-17-201( 〒 142-0041)
TEL03-3783-8899　FAX03-3783-6589
e-mail :  info@contrasto.jp
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HEATING 加熱中

STEAM
READY

スチーム
選択可能

STEAM スチーム

ノブ　閉CLOSE  TAP

STEAM
READY

スチーム
選択可能

ぬるま湯

空の容器

イージーオートカプチーノ ファインフォームフローサー



 



設定項目 設定画面へ 設定項目選択 設定項目決定 設定の増減・選択
ロータリースイッチを回す

備考 決定 通常画面へ戻る

浄水器使用・不使用
（＝クラリス）

クラリスのページ（ｐ .3）参照

水質硬度

アロマ　　　

※上段に英語表記の場合
下段に日本語表記の場合を
示しています。

　　　　

どちらかを選ぶ

温度 どちらかを選ぶ

時刻
（時計機能はありません）

ロータリースイッチを回して

時：あわせて短押し
　　　　↓
分：あわせて短押し

自動電源ON
( 時刻設定後）

自動電源OFF
起動後 1 ～９時間後の間で
設定
ロータリースイッチを回して
任意の時間を表示

 

 



設定項目 設定画面へ 設定項目選択 設定項目決定 設定の増減・選択
ロータリースイッチを回す

備考 決定 通常画面へ戻る

抽出回数カウンター　

※上段に英語表記の場合
下段に日本語表記の場合を
示しています。

　　　　

抽出総数が表示されます。
例）100 杯

１杯取り抽出ボタン（5）
2 杯取り抽出ボタン（6）を押
すと個々のボタン毎の抽出数
が表示されます。

パウダーコーヒーの抽出数を
調べるにはパウダーコーヒー
投入口（11）のフタを開けま
す。

表示言語

例）日本語表示

日・中・韓・英・独の
５ヶ国語から選択

時刻表示方法

ロータリースイッチを回して

好みの方の表記
（24H または AM.PM)

(ML または OZ)
を表示させておく

水量表示方法

ご不明の点は販売代理店へお問い合わせください。

    



■トラブルシューティング・1

ディスプレイに表示されるケース
ディスプレイ表示（英語 / 日本語） 解決方法 それでも復帰しない場合

水を補給する（p.4）

●水タンク内の水位感知部品が外れていませんか？
黒いプラスチック部品がはずれている場合はタンク内の小部屋に収め、透明なプラスチックカバーをしてください。また、
水タンクをふって、小部屋内で部品が動くかどうか確認してください。
●水タンクが汚れていませんか？タンク内は常に清潔にしてください。

コーヒー豆を補給する（p.4）

●初めてご使用の場合はもう 2 ～ 3 回抽出ボタンを押してみてください。挽きが細かすぎる場合もあります。p. 4 コーヒー
の抽出の項の一番下をご参照ください
●その他の場合は豆ケースに異物（水、木片等）が入った可能性があります。洗浄タブレット投入口（11）を開け、掃
除機でミル出口の粉を吸い取ってみてください
●解決しない場合は至急販売代理店に連絡してください。

コーヒー粕を捨てる（p.4） ●粕ケースを取り出し、10 秒後に再度セットしてください。

ドリップトレイをしっかりと入れなおす ●ドリップトレイを取り出し、10 秒後に再度セットしてください。
解決しない場合は販売代理店に連絡してください。

ドリップトレイ内の排水を捨てる（p.4）
（トレイ内が満水にになると赤い排水マーカーが

出ます）
●解決しない場合は販売代理店に連絡してください。

カートリッジを交換する（p.3） ●カートリッジがしっかり固定されているか再度確認してください。

洗浄プログラムを実行してください
（冊子裏面 p.11） ●洗浄タブレットを使用せずにもう一度洗浄プログラムを行ってください。

カルシウム除去プログラムを実行してください
（冊子裏面 p.12） ●カルシウム除去剤を使用せずにもう一度カルシウム除去プログラムを行ってください。

初めてご使用の際は p.2 動作準備の項をご参照
ください。

●水タンクがしっかりとささっているか、タンクの下に異物が挟まっていないかご確認ください。
●水タンク下のネットフィルターにごみが溜まっていないかご確認ください。
●本体給水口の外周溝に異物が入っていないかご確認ください。

スチーム / 給湯ノブ (14) を開いて
水分を排出する

●コーヒーの挽きが細かすぎてつまっている可能性があります。
p. 4 コーヒーの抽出の項の一番下をご参照ください。

再度電源を入れなおし数分待ってください。 ●異常加熱、センサー異常。販売代理店にご連絡ください。

再度電源を入れなおし数分待ってください。 ●加熱不良。販売代理店にご連絡ください。

電源を切りプラグを抜いて数分後、再びプラグ
をさし、スイッチを入れるとしばらく使用でき
る場合があります。

●至急販売代理店にご連絡ください。

上記を試しても改善されない場合は販売代理店にご連絡ください。

要補充
水

FILL 
WATER

要補充
豆

FILL 
BEANS

要廃棄
粕

EMPTY
 GROUNDS

トレイ内
要廃棄

EMPTY
TRAY

トレイ
リセット

TRAY 
MISSING

洗浄CLEAN

CA 除去DECALCIFY

浄水器FILTER

要補充
水経路

FILL
SYSTEM

エラー１ERROR 1

エラー 5ERROR 5

エラー 8ERROR 8

ノブ開OPEN
TAP
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■使用方法

ぬるま湯
空容器

※ミルク調整ノブが
ボイラー水抜きの位置にあると
洗浄液を吸い上げないので

ご注意ください。

※ミルク調整ノブの位置を
上下変えて両方とも洗浄を
行ってください。




