






設定が決まりましたら　　キーで決定します。

　　キーで終了します。※注意　２杯取りメニューの場合は１杯分の量で設定します。

●ミルク量の設定ADJUST MILK QTY.

設定メニューの状態で　　または　　を押してディスプレイにADJUST MILK QTY.を表示させます。

　　キーを軽く押してからミルク量を変えたいメニューキーを押します。

※注意　ミルクを使わないメニューは無効です。

ディスプレイに現在の設定量が秒数(SEC.)で表示されます。

　　キーまたは　　キーを押して秒数の加減を行います。

設定が決まりましたら　　キーで決定します。

　　キーで終了します。

●給湯量の設定HOT WATER PORTION

設定メニューの状態で　　または　　を押してディスプレイにHOT WATER PORTIONを表示させます。

給湯ノズルの下に量を合わせたいカップを置き給湯キー　　を押します。

実際に給湯ノズルからお湯が出ますので適量になりましたら、もう一度　　を押します。

これで設定完了です。

　　で終了します。

●使用水硬度の設定WATER HARDN.※カルシウム除去の周期に関する設定

コーヒーマシーンをカルシウムや水あかによる故障から守るためにご使用になる場所の水質を

チェックし、硬度を設定する必要があります。

同梱のWelcome Packに入っているAQUADUR（水質試験紙）でご使用水の高度を測定します。

・試験紙を紙袋から出し一秒間水に浸けます。・水を切り一分間待ちます。・余白の多いほうを

右に、左から0,1,2,3,4,と読み、何番の色まで赤っぽく変色しているかを確認し、その番号が

硬度となります。

設定メニューの状態で　　または　　を押してディスプレイにWATER HARDN.を表示させます。

　　キーを軽く押すと現在の設定数値が点滅します。

　　または　　キーを押して測定した使用水硬度の数値に合わせます。

　　キーで決定。　　キーで終了です。

●時刻の設定TIME

ON OFFタイマーを使用する場合に設定します。

●ONタイマーUNIT ON

設定した時刻に電源が入ります。

OFFタイマーUNIT OFF

設定した時刻に電源が切れます。

●使用言語LANGUAGE

設定メニューの状態で　　または　　を押してディスプレイにLANGUAGEを表示させます。

初期設定ではENGLISHになっています。　　キーで選択されている言語が点滅しますので、　　

または　　キーで使用言語を変更できます。※日本語はありません。

決定は　　キーで終了は　　キーです。

設定メニューへの入り方

　　キーをピッと音が鳴るまで長押ししますと、ディスプレイの表示がADJUST COFFEE QTY.に変わります。

ここで　　　　を押すことにより設定したい項目の変更ができます。

●コーヒー濃度の設定ADJUST COFFEE QTY.

ディスプレイにADJUST COFFEE QTY.が表示されていることを確認し　　を軽く一回押します。

濃度を変えたいメニューキーを押します。

ディスプレイが目盛りに変り、現在の設定がカーソル（縦線）で表示されます。

このカーソルを　　　　キーで左右に移動させ濃度を調整します。

右に行くほど濃くなります。※注意　２杯取りを設定しているメニューでは１杯取りメニューを中心より右側に

設定しますと２杯取りメニューとの味のバランスが崩れます。左半分で設定してください。

お好みの濃度にカーソルを合わせたら　　キーを軽く押して決定します。

次に左右のミルのバランスが表示されますので　　　　キーで設定します。

決定は　　を軽くおしてください。　　

別の項目を設定する場合はこのまま　　または　　キーで設定項目を変更します。

終了する場合は　　キーを軽く一回押してSELECT  PRODUCT画面に戻ります。

●抽出温度の設定ADJUST TEMPERATURE

設定メニューの状態で　　または　　を押してディスプレイにADJUST TEMPERATUREを表示させます。

　　キーを軽く押してから抽出温度を変えたいメニューキーを押します。

ディスプレイにメニュー名と現在の設定状態が表示されます。

　　または　　キーでTEMP. HIGH.（高温）またはSTAND.TEMP（通常）を選びます。

決定は　　を軽くおしてください。

　　で終了します。

●コーヒー抽出量の設定ADJUST WATER QTY.

設定メニューの状態で　　または　　を押してディスプレイにADJUST WATER QTY.を表示させます。

　　キーを軽く押してからコーヒー抽出量を変えたいメニューキーを押します。

ディスプレイにメニュー名と現在の設定量が表示されます。

　　キーまたは　　キーを押して量の加減を行います。一回押すごとに5mlの調整ができます。
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Jura インプレッサX7-S 設定マニュアル
設定できる項目
●コーヒー濃度（ADJUST COFFEE QTY.)●抽出温度(ADJUST TEMPERATURE)
●コーヒー抽出量(ADJUST WATER QTY.)●ミルク量(ADJUST MILK QTY.)
●給湯量(HOT WATER PORTION)●使用水硬度(WATER HARDNESS)
●時刻(TIME)●オンタイマー(UNIT ON)●オフタイマー(UNIT OFF)
●使用言語(LANGUAGE)

設定パネル
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 電源キー　ポットキー　ミルクフォームキー　プログラムキー　＋キー

 リンスキー    　　－キー
 
 給湯キー    　　スチームキー

EXITキー　　洗浄キー

カルシウム除去
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Contrasto
テキストボックス
食洗機使用禁止部品の脱落や変形、不具合の原因となります。お手入れの際は必ず手で洗うようにしてください。





MALFUNCTION

EMPTY
DRIP TRAY

FILL
WATER TANK

ディスプレイに表示されるケース

表示 意味 状態 解決方法 それでも復帰しない場合は

水タンクに
水を入れて下さい

水タンクの水が
少ない

水を補給する ★水タンクが正しくセットされて
いるかご確認下さい

コーヒー豆を
入れて下さい

豆ホッパーに
豆が入っていない

コーヒー豆を補給する ★もう一度抽出を試みて下さい
★豆の油脂でホッパー内が汚
れていれば拭き取って下さい

粕ケースを
空にして下さい

粕ケースが
コーヒー粕でいっぱい
になっている

粕を捨てて下さい ★粕ケースを取り出し、 10 秒
後に再セットしてください

ドリップトレイが
入っていません

ドリップトレイが
きちんと
入っていない

ドリップトレイを入れなおす ★ドリップトレイ後端の金属接
点をブラシで磨いてみて下さい

ドリップトレイを
空にして下さい

ドリップトレイが
排水でいっぱいに
なっている

ドリップトレイに溜まった
排水を捨てて下さい

★ドリップトレイ後端の金属接
点のすきまをブラシで清掃し、
（裏側も） 乾いた布で拭き取っ
て下さい

洗浄タブレットに
よる洗浄が必要
です

抽出ユニット内部が
汚れている

洗浄タブレットを使って
洗浄プログラムを実行
して下さい

★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
て下さい

カルシウム
（水垢） 除去が
必要です

内部配管に水垢が
蓄積しています

カルシウム除去剤を使って
カルシウム除去プログラム
を実行して下さい

★カルシウム除去剤を使わず
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

機能不全 操作不能です 販売代理店にご連絡下さい
（電源を切りコンセントを抜いて、
15 秒後に再度電源を入れて下さ
い。 一時的に復帰する場合があ
ります）

★販売代理店にご連絡下さい

それ以外のケース

症状 原因 対応

コーヒーの抽出量が
極端に少ない

豆の挽きが細かすぎる ★豆の挽き調整を粗くする

蒸らし後抽出されない コーヒー豆が十分に
供給されていない

★もう一度抽出を試みる

グラインダーの音が
うるさい

グラインダーに異物が入った ★販売代理店に
連絡して下さい

ミルクの泡立ちが悪く、
温度が低い

ミルクフォーマーが
汚れています

★次ページを参照し
ミルクフォーマーの清掃を
行って下さい

スイッチが入らない 背面スイッチが
OFF になっている

背面カバーが開いている

★背面スイッチを入れる

★背面カバーを閉じる

リンスをしても繰り返し
RINSE UNIT が
表示される

水タンクと本体の間に
異物が挟まっている

本体給水口が目詰まりしている

★異物を取り除く

★給水口のごみを取り除く

FILL
COFFEE BEANS

EMPTY
DRAWER

DRIP TRAY
MISSING

CLEANING
NECESSARY

DECALCIFYING
NECESSARY

ディスプレイに表示されるケースディスプレイに表示されるケースディスプレイに表示されるケース

表示 意味 状態状態 解決方法解決方法 それでも復帰しない場合はそれでも復帰しない場合は

水タンクに水タンクに
水を入れて下さい水を入れて下さい

水タンクの水が
少ない

水を補給する水を補給する ★水タンクが正しくセットされて★水タンクが正しくセットされて
いるかご確認下さいいるかご確認下さい

コーヒー豆を
入れて下さい

豆ホッパーに
豆が入っていない

コーヒー豆を補給するコーヒー豆を補給するコーヒー豆を補給する ★もう一度抽出を試みて下さい★もう一度抽出を試みて下さい
★豆の油脂でホッパー内が汚★豆の油脂でホッパー内が汚★豆の油脂でホッパー内が汚
れていれば拭き取って下さいれていれば拭き取って下さい

粕ケースを
空にして下さい空にして下さい

粕ケースが
コーヒー粕でいっぱいコーヒー粕でいっぱい
になっているになっている

粕を捨てて下さい粕を捨てて下さい ★粕ケースを取り出し、 10 秒
後に再セットしてください

ドリップトレイがドリップトレイが
入っていません入っていません

ドリップトレイが
きちんときちんときちんと
入っていない

ドリップトレイを入れなおすドリップトレイを入れなおす ★ドリップトレイ後端の金属接
点をブラシで磨いてみて下さい

ドリップトレイを
空にして下さい空にして下さい

ドリップトレイが
排水でいっぱいに排水でいっぱいに
なっている

ドリップトレイに溜まったドリップトレイに溜まった
排水を捨てて下さい排水を捨てて下さい

★ドリップトレイ後端の金属接
点のすきまをブラシで清掃し、点のすきまをブラシで清掃し、
（裏側も） 乾いた布で拭き取っ（裏側も） 乾いた布で拭き取っ（裏側も） 乾いた布で拭き取っ
て下さいて下さい

洗浄タブレットに
よる洗浄が必要よる洗浄が必要
です

抽出ユニット内部が
汚れている汚れている

洗浄タブレットを使って
洗浄プログラムを実行
して下さい

★洗浄タブレットを使用せずに★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もう一度洗浄プログラムを行っ
て下さいて下さい

カルシウムカルシウム
（水垢） 除去が
必要です

内部配管に水垢が
蓄積しています蓄積しています

カルシウム除去剤を使って
カルシウム除去プログラムカルシウム除去プログラム
を実行して下さいを実行して下さい

★カルシウム除去剤を使わず
にもう一度カルシウム除去プロ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グラムを行ってください

機能不全 操作不能です操作不能です操作不能です 販売代理店にご連絡下さい販売代理店にご連絡下さい
（電源を切りコンセントを抜いて、（電源を切りコンセントを抜いて、
15 秒後に再度電源を入れて下さ15 秒後に再度電源を入れて下さ
い。 一時的に復帰する場合があい。 一時的に復帰する場合があ
ります）ります）

★販売代理店にご連絡下さい★販売代理店にご連絡下さい

それ以外のケースそれ以外のケース

症状症状 原因原因 対応

コーヒーの抽出量が
極端に少ない極端に少ない

豆の挽きが細かすぎる ★豆の挽き調整を粗くする★豆の挽き調整を粗くする

蒸らし後抽出されない コーヒー豆が十分に
供給されていない供給されていない供給されていない

★もう一度抽出を試みる★もう一度抽出を試みる

グラインダーの音が
うるさい

グラインダーに異物が入ったグラインダーに異物が入ったグラインダーに異物が入った ★販売代理店に
連絡して下さい

ミルクの泡立ちが悪く、
温度が低い温度が低い

ミルクフォーマーが
汚れています

★次ページを参照し★次ページを参照し★次ページを参照し
ミルクフォーマーの清掃をミルクフォーマーの清掃をミルクフォーマーの清掃を
行って下さい

スイッチが入らないスイッチが入らない 背面スイッチが
OFF になっているOFF になっている

背面カバーが開いている

★背面スイッチを入れる★背面スイッチを入れる

★背面カバーを閉じる★背面カバーを閉じる

リンスをしても繰り返しリンスをしても繰り返しリンスをしても繰り返し
RINSE UNIT が
表示される表示される

水タンクと本体の間に水タンクと本体の間に
異物が挟まっている

本体給水口が目詰まりしている本体給水口が目詰まりしている本体給水口が目詰まりしている本体給水口が目詰まりしている

★異物を取り除く★異物を取り除く

★給水口のごみを取り除く★給水口のごみを取り除く★給水口のごみを取り除く



インプレッサX7-S　ミルクフォーマーの清掃
ミルクの温度が低くなった、ミルクの泡立ちが悪いなどの原因はエアーサクション（空気孔）の目詰まりが原因です。
下記の要領で清掃してください。

①抽出口カバーを取り外す

カバー解除ボタンを押しながら上部を手前に引くとカバーが外れます。

カバー解除ボタン

②エアーサクションを取り外し、下図のように押してみて口の部分がくっついてしまっていないか確認します。

③L字型の黒いチューブが付いていた根元の孔を細めのブラシ等で清掃します。 ④L字型チューブ、エアーサクションを元通り差し込み
カバーを取り外したときとは逆に下部から差し込んで
上部を抽出口に覆い被せるようにします。
カチッと音がするまで差し込んでください。

カバー内部

push

push
下から見た図

push

push

不具合がある場合は付属のスペアと取替えます。

　手前のホースを
抜かないよう
指でおさえながら
L字型の黒いチューブごと
上に引きぬき、

エアーサクション

エアーサクション
を外します　



■インプレッサX7-S　カプチーノノズルの洗浄

カプチーノノズルの目詰まり防止と除菌の為、一週間に一度終業時にノズルの洗浄を行って下さい。 
マシンの電源を切ってから行って下さい。

①50～70℃のお湯200ccをグラスや計量カップなどに取りラテウォッシュ10ｃｃをよく溶かします
②カプチーノノズルの先端がラテウォッシュ溶液に浸かるようにセットします。（下図参照）

③このままの状態で30分以上放置して下さい。
④容器を取り除き、ノズル先端の汚れを柔らかい布等で拭き取って下さい。
⑤コーヒーマシンの電源を投入し、リンスを２回行って下さい。





●ラテ・ウォッシュ

●ステンレスカップ

●カルシウム除去剤 ●洗浄タブレット

■備品

■洗浄剤

●エアーサクション（スペア）








