


　

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
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カプチーノ等に使用するストロングコーヒーをコーヒー
アラカルトキーから抽出する方法です。
（*2 杯取ボタンを使用されていない場合は他のボタン（H)、（F)
にストロングコーヒーを設定する事も可能です）

推奨例：
200cc カップを基準
コーヒー 90cc STORNG
ミルク 50cc フォームドミルク約14秒※

①抽出口の下にカップを用意してコーヒーアラカルト
キーを押します。

②ロータリースイッチを右へ回し、下記の表示が出たら
ロータリースイッチを押します。マシンが豆をひきはじ
めます。

③すぐにロータリースイッチを左へ回し、90ml と表示さ
せておくとコーヒーが自動的に 90ml 抽出されてとまりま
す。

④カップをオートカプチネーターの下に移し、コーヒー
の上にフォームドミルクを抽出します。

※フォームドミルクの抽出方法は p.4
　フォームドミルクの秒数設定は p. ６定量スチーム時間の項を
　ご参照ください
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＋－
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カプチーノ等に使用するストロングコーヒーをコーヒーカプチーノ等に使用するストロングコーヒーをコーヒー
アラカルトキーから抽出する方法です。アラカルトキーから抽出する方法です。
（*2 杯取ボタンを使用されていない場合は他のボタン（H)、（F)（*2 杯取ボタンを使用されていない場合は他のボタン（H)、（F)（*2 杯取ボタンを使用されていない場合は他のボタン（H)、（F)
にストロングコーヒーを設定する事も可能です）にストロングコーヒーを設定する事も可能です）

推奨例：推奨例：推奨例：
200cc カップを基準200cc カップを基準
コーヒーコーヒー 90cc90cc90cc STORNGSTORNG
ミルク 50cc50cc フォームドミルク約14秒※フォームドミルク約14秒※

①抽出口の下にカップを用意してコーヒーアラカルト①抽出口の下にカップを用意してコーヒーアラカルト
キーを押します。キーを押します。

②ロータリースイッチを右へ回し、下記の表示が出たら②ロータリースイッチを右へ回し、下記の表示が出たら
ロータリースイッチを押します。マシンが豆をひきはじロータリースイッチを押します。マシンが豆をひきはじ
めます。めます。

③すぐにロータリースイッチを左へ回し、90ml と表示さ③すぐにロータリースイッチを左へ回し、90ml と表示さ③すぐにロータリースイッチを左へ回し、90ml と表示さ
せておくとコーヒーが自動的に 90ml 抽出されてとまりませておくとコーヒーが自動的に 90ml 抽出されてとまりま
す。す。

④カップをオートカプチネーターの下に移し、コーヒー④カップをオートカプチネーターの下に移し、コーヒー④カップをオートカプチネーターの下に移し、コーヒー
の上にフォームドミルクを抽出します。の上にフォームドミルクを抽出します。の上にフォームドミルクを抽出します。
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空の容器

ぬるま湯
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その他の設定

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

定量スチーム時間 スチーム噴出時間を
秒単位で設定

給湯量
※WATER QUANTITY
( コーヒー抽出量）と間違
えないようご注意下さい

給湯量を
5ml 単位で設定

エコノミーモード

常時抽出スタンバイ状態。
マシンの加熱を待たずに抽出
可能。

コーヒー抽出は常にスタンバ
イ状態、スチーム（＝ミルク
フォーム）は必要時のみ稼動。
スチームの加熱には約 1分か
かります。

必要時のみマシンを加熱。最
後に抽出してから５分経過す
ると自動的に節電モードへ。
マシンがスタンバイ状態にな
るまで約 30 秒かかります。

時刻
時：あわせて短押し
　　　　↓
分：あわせて短押し

自動電源ON/OFF
( 時刻設定後）

自動電源ON時刻

何時間後に自動終了

表示言語：LANGUAGE ：日本語はありません
フィルター：FILTER ：日本では使用しません
水質硬度：WATER HARDNESS：販売代理店で設定します
メンテナンス：RINSE： 洗浄プログラム、カルシウム除去プログラムへの入り口　詳細はそれぞれのページへ
ディスプレイ：24 ｈ表示 /12 ｈ表示　ml 表示 /oz 表示　が選択できます
情報：INFO：販売代理店が設定します

＋－

その他の設定その他の設定

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

備考 決定決定 通常画面へ戻る通常画面へ戻る

定量スチーム時間定量スチーム時間 スチーム噴出時間をスチーム噴出時間を
秒単位で設定秒単位で設定

給湯量給湯量
※WATER QUANTITY※WATER QUANTITY
( コーヒー抽出量）と間違( コーヒー抽出量）と間違( コーヒー抽出量）と間違
えないようご注意下さいえないようご注意下さい

給湯量を給湯量を
5ml 単位で設定5ml 単位で設定

エコノミーモード

常時抽出スタンバイ状態。常時抽出スタンバイ状態。
マシンの加熱を待たずに抽出マシンの加熱を待たずに抽出
可能。可能。

コーヒー抽出は常にスタンバ
イ状態、スチーム（＝ミルクイ状態、スチーム（＝ミルク
フォーム）は必要時のみ稼動。フォーム）は必要時のみ稼動。フォーム）は必要時のみ稼動。フォーム）は必要時のみ稼動。
スチームの加熱には約 1分かスチームの加熱には約 1分かスチームの加熱には約 1分か
かります。かります。

必要時のみマシンを加熱。最必要時のみマシンを加熱。最必要時のみマシンを加熱。最
後に抽出してから５分経過す後に抽出してから５分経過す
ると自動的に節電モードへ。ると自動的に節電モードへ。ると自動的に節電モードへ。
マシンがスタンバイ状態になマシンがスタンバイ状態になマシンがスタンバイ状態にな
るまで約 30 秒かかります。るまで約 30 秒かかります。

時刻時刻
時：あわせて短押し時：あわせて短押し
　　　　↓
分：あわせて短押し分：あわせて短押し

自動電源ON/OFF自動電源ON/OFF
( 時刻設定後）( 時刻設定後）

自動電源ON時刻自動電源ON時刻

何時間後に自動終了何時間後に自動終了

表示言語：LANGUAGE ：日本語はありません表示言語：LANGUAGE ：日本語はありません
フィルター：FILTER ：日本では使用しませんフィルター：FILTER ：日本では使用しません
水質硬度：WATER HARDNESS：販売代理店で設定します水質硬度：WATER HARDNESS：販売代理店で設定します
メンテナンス：RINSE： 洗浄プログラム、カルシウム除去プログラムへの入り口　詳細はそれぞれのページへメンテナンス：RINSE： 洗浄プログラム、カルシウム除去プログラムへの入り口　詳細はそれぞれのページへメンテナンス：RINSE： 洗浄プログラム、カルシウム除去プログラムへの入り口　詳細はそれぞれのページへ
ディスプレイ：24 ｈ表示 /12 ｈ表示　ml 表示 /oz 表示　が選択できますディスプレイ：24 ｈ表示 /12 ｈ表示　ml 表示 /oz 表示　が選択できます
情報：INFO：販売代理店が設定します情報：INFO：販売代理店が設定します



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

水タンクに水を入れてください 水を補給する（p.2）

●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。

コーヒー豆を入れてください。
コーヒー豆を補給する（p.2）
豆が入っているのに出る場合はセンサー部を拭く
（p.8) コーヒーが薄くなった、の項参照

●初めてご使用の場合はもう一度抽出ボタンを押してみてください
●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（P）
を引き抜き、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。

粕ケースを空にしてください コーヒー粕を捨てる（p.2） ●粕ケースを取り出し、10 秒後に再度セットしてください。
●ドリップトレイの電極（特に裏側）を中性洗剤で洗ってください。

ドリップトレイが入っていません ドリップトレイを元へ戻す
●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。
●ドリップトレイの電極（特に裏側）を中性洗剤で洗ってください。
●電極がとれていませんか？洗って水気を拭き取り瞬間接着剤で元の位置に取り付けてください。

ドリップトレイを空にしてくださ
い ドリップトレイ内の排水を捨てる（p.2）

●ドリップトレイの電極が汚れていませんか？
中性洗剤とブラシを使ってきれいに洗浄してください（ｐ .2）
※特に電極と電極の間のスキマ（下図参照）をよく洗浄してください。
その後乾いた布で水気を拭き取って再度セットしてみてください。

洗浄タブレットによる
洗浄が必要です
( コーヒー抽出は可能です）

洗浄プログラムを実行してください（冊子裏面 p.9）

●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。

早急に洗浄タブレットによる
洗浄が必要です

すぐに洗浄プログラムを実行してください
（冊子裏面 p.9）

カルシウム ( 水垢）除去が必要です
( コーヒー抽出は可能です）

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.11）

●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。

早急にカルシウム ( 水垢）
除去が必要です

すぐに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.11）

内部に水がありません 初めてご使用の場合はスチームボタンを押してく
ださい。

●水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。
● p.9 ①②の後 RINSE MACHINE を選択、その後⑥～⑧を実行してフィルターに付着したコーヒー粉を拭
き取ってください。

異常低温
（一定時間内に温度が上がらない） 再度電源を入れなおし数分待ってください。 ●販売代理店にご連絡ください。

起動不良
電源を切り電源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。

ERROR 2

ERROR 8

ディスプレイ表示ディスプレイ表示 意味意味 解決方法解決方法 それでも復帰しない場合それでも復帰しない場合

水タンクに水を入れてください水タンクに水を入れてください 水を補給する（p.2）水を補給する（p.2）水を補給する（p.2）水を補給する（p.2）

●水タンク内の水位感知部品が外れていませんか？●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。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。●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。

コーヒー豆を入れてください。コーヒー豆を入れてください。
コーヒー豆を補給する（p.2）コーヒー豆を補給する（p.2）
豆が入っているのに出る場合はセンサー部を拭く豆が入っているのに出る場合はセンサー部を拭く
（p.8) コーヒーが薄くなった、の項参照（p.8) コーヒーが薄くなった、の項参照

●初めてご使用の場合はもう一度抽出ボタンを押してみてください●初めてご使用の場合はもう一度抽出ボタンを押してみてください
●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（P）●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（P）
を引き抜き、掃除機でミル出口の粉を吸い取ってみてくださいを引き抜き、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。●解決しない場合は至急販売代理店に連絡してください。

粕ケースを空にしてください粕ケースを空にしてください コーヒー粕を捨てる（p.2）コーヒー粕を捨てる（p.2） ●粕ケースを取り出し、10 秒後に再度セットしてください。●粕ケースを取り出し、10 秒後に再度セットしてください。
●ドリップトレイの電極（特に裏側）を中性洗剤で洗ってください。●ドリップトレイの電極（特に裏側）を中性洗剤で洗ってください。

ドリップトレイが入っていませんドリップトレイが入っていません ドリップトレイを元へ戻すドリップトレイを元へ戻す
●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。●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。
●ドリップトレイの電極（特に裏側）を中性洗剤で洗ってください。●ドリップトレイの電極（特に裏側）を中性洗剤で洗ってください。
●電極がとれていませんか？洗って水気を拭き取り瞬間接着剤で元の位置に取り付けてください。●電極がとれていませんか？洗って水気を拭き取り瞬間接着剤で元の位置に取り付けてください。

ドリップトレイを空にしてくださドリップトレイを空にしてくださ
いい ドリップトレイ内の排水を捨てる（p.2）ドリップトレイ内の排水を捨てる（p.2）

●ドリップトレイの電極が汚れていませんか？●ドリップトレイの電極が汚れていませんか？
中性洗剤とブラシを使ってきれいに洗浄してください（ｐ .2）中性洗剤とブラシを使ってきれいに洗浄してください（ｐ .2）
※特に電極と電極の間のスキマ（下図参照）をよく洗浄してください。※特に電極と電極の間のスキマ（下図参照）をよく洗浄してください。
その後乾いた布で水気を拭き取って再度セットしてみてください。その後乾いた布で水気を拭き取って再度セットしてみてください。

洗浄タブレットによる洗浄タブレットによる
洗浄が必要です洗浄が必要です
( コーヒー抽出は可能です）

洗浄プログラムを実行してください（冊子裏面 p.9）洗浄プログラムを実行してください（冊子裏面 p.9）

●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。●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。●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。

早急に洗浄タブレットによる早急に洗浄タブレットによる
洗浄が必要です洗浄が必要です

すぐに洗浄プログラムを実行してくださいすぐに洗浄プログラムを実行してください
（冊子裏面 p.9）（冊子裏面 p.9）

カルシウム ( 水垢）除去が必要ですカルシウム ( 水垢）除去が必要です
( コーヒー抽出は可能です）

カルシウム除去プログラムを実行し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.11）（冊子裏面 p.11）（冊子裏面 p.11）

●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。●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。

早急にカルシウム ( 水垢）早急にカルシウム ( 水垢）早急にカルシウム ( 水垢）
除去が必要です除去が必要です

すぐにカルシウム除去プログラムを実行してくだすぐに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.11）さい（冊子裏面 p.11）

内部に水がありません内部に水がありません 初めてご使用の場合はスチームボタンを押してく初めてご使用の場合はスチームボタンを押してく
ださい。ださい。

●水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。●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。●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。
● p.9 ①②の後 RINSE MACHINE を選択、その後⑥～⑧を実行してフィルターに付着したコーヒー粉を拭● p.9 ①②の後 RINSE MACHINE を選択、その後⑥～⑧を実行してフィルターに付着したコーヒー粉を拭
き取ってください。き取ってください。

異常低温異常低温
（一定時間内に温度が上がらない）（一定時間内に温度が上がらない）（一定時間内に温度が上がらない） 再度電源を入れなおし数分待ってください。再度電源を入れなおし数分待ってください。 ●販売代理店にご連絡ください。●販売代理店にご連絡ください。

起動不良起動不良
電源を切り電源プラグを抜いて数分後、再びプラグ電源を切り電源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。合があります。

●至急販売代理店にご連絡ください。●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。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。
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ディスプレイに表示されるケース
ディスプレイ表示 意味 解決方法

フィルター交換して下さい。
※日本国内では使わない機能
です。

オフ設定で出荷しております
が、操作中に誤って設定をオ
ンにして使用を続けるとこの
表示がでます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

フィルター交換して下さい。
内部に水がありません。

※上記同様日本国内では使わ
ない機能がオンになったまま
使用したためにおきた複合的
なトラブルです。
さらに使用を続けて
FILTER　NO 表示が出るとど
のボタンも反応しなくなって
しまいます。

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。

CHANGE
FILTER

長押し　ピッ

FILTER
YES

短押しで決定　

FILTER
NO

短押しで決定　 短押しで決定　

SELECT
PRODUCT

HEATING UP

FILTER
NO

ディスプレイ表示ディスプレイ表示 意味意味 解決方法解決方法

フィルター交換して下さい。フィルター交換して下さい。
※日本国内では使わない機能※日本国内では使わない機能※日本国内では使わない機能
です。です。

オフ設定で出荷しておりますオフ設定で出荷しております
が、操作中に誤って設定をオが、操作中に誤って設定をオ
ンにして使用を続けるとこのンにして使用を続けるとこの
表示がでます。表示がでます。

フィルター交換して下さい。フィルター交換して下さい。
内部に水がありません。内部に水がありません。

※上記同様日本国内では使わ※上記同様日本国内では使わ※上記同様日本国内では使わ※上記同様日本国内では使わ
ない機能がオンになったままない機能がオンになったまま
使用したためにおきた複合的
なトラブルです。なトラブルです。
さらに使用を続けてさらに使用を続けて
FILTER　NO 表示が出るとどFILTER　NO 表示が出るとど
のボタンも反応しなくなってのボタンも反応しなくなって
しまいます。しまいます。

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。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。
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ディスプレイに表示されないケース
トラブル 考えられる原因 解決方法

使用中に電源が落ちてしまう
※症状を放置すると基盤等の
重要部品が故障する恐れがあるので

電気容量が不足している ●電気工事店にご相談ください。●同じ電源を使用している機器のプラグを外してください

他の機器のノイズを拾っている ●原因になりそうな機器を遠ざけてください

コーヒーの出が悪い
ポタポタとしか出てこない

豆の挽きが細かすぎる ●豆の挽き調整を粗くする（豆ケース内のダイヤル：印が大きくなるほど挽きが粗くなる）

フィルターの目詰まり ● p.9 ①②の後 RINSE MACHINE を選択、その後⑥～⑧を実行してフィルターに付着したコーヒー粉汚れをふきとってください

左右の抽出量が均等でない

抽出口の片側だけ出が悪い

マシンの傾き

抽出口内部の汚れ

ミルクフォームが出てこない

ミルクフォームがぬるい
ミルクフォームが泡立たない

エアーサクションの汚れ・目詰り

オートカプチネーターの汚れ

　　

コーヒーを挽くときに異音がする
ミルが空回りして豆を挽かない

豆ケースに異物が混入した
豆ケース内にコーヒーの微粉が溜まっている ●洗浄タブレット投入口（P）を引き抜き、掃除機でミル出口の粉を吸い取ってみてください　

（設定を変えていないのに）
コーヒーが薄くなった センサーの汚れ

コーヒーがぬるい カップを温めていない
●陶器のカップはコーヒーの熱を奪います。カップは必ず 60 ～ 70℃程度に温めてからお使いくださいエスプレッソ等抽出量の少ないも
のほど事前のカップの温めが重要です
●（p.5 ■コーヒー温度の設定）を参照してコーヒーの温度をＨＩＧＨに設定してください

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。

トラブルトラブル 考えられる原因考えられる原因 解決方法解決方法
使用中に電源が落ちてしまう使用中に電源が落ちてしまう
※症状を放置すると基盤等の※症状を放置すると基盤等の※症状を放置すると基盤等の
重要部品が故障する恐れがあるので重要部品が故障する恐れがあるので重要部品が故障する恐れがあるので

電気容量が不足している電気容量が不足している ●電気工事店にご相談ください。●同じ電源を使用している機器のプラグを外してください●電気工事店にご相談ください。●同じ電源を使用している機器のプラグを外してください

他の機器のノイズを拾っている他の機器のノイズを拾っている ●原因になりそうな機器を遠ざけてください●原因になりそうな機器を遠ざけてください

コーヒーの出が悪いコーヒーの出が悪い
ポタポタとしか出てこないポタポタとしか出てこないポタポタとしか出てこない

豆の挽きが細かすぎる豆の挽きが細かすぎる ●豆の挽き調整を粗くする（豆ケース内のダイヤル：印が大きくなるほど挽きが粗くなる）●豆の挽き調整を粗くする（豆ケース内のダイヤル：印が大きくなるほど挽きが粗くなる）

フィルターの目詰まりフィルターの目詰まり ● p.9 ①②の後 RINSE MACHINE を選択、その後⑥～⑧を実行してフィルターに付着したコーヒー粉汚れをふきとってください● p.9 ①②の後 RINSE MACHINE を選択、その後⑥～⑧を実行してフィルターに付着したコーヒー粉汚れをふきとってください

左右の抽出量が均等でない左右の抽出量が均等でない

抽出口の片側だけ出が悪い抽出口の片側だけ出が悪い

マシンの傾きマシンの傾き

抽出口内部の汚れ抽出口内部の汚れ

ミルクフォームが出てこないミルクフォームが出てこない

ミルクフォームがぬるいミルクフォームがぬるい
ミルクフォームが泡立たないミルクフォームが泡立たない

エアーサクションの汚れ・目詰りエアーサクションの汚れ・目詰り

オートカプチネーターの汚れオートカプチネーターの汚れ

コーヒーを挽くときに異音がするコーヒーを挽くときに異音がする
ミルが空回りして豆を挽かないミルが空回りして豆を挽かないミルが空回りして豆を挽かない

豆ケースに異物が混入した豆ケースに異物が混入した
豆ケース内にコーヒーの微粉が溜まっている豆ケース内にコーヒーの微粉が溜まっている ●洗浄タブレット投入口（P）を引き抜き、掃除機でミル出口の粉を吸い取ってみてください　

（設定を変えていないのに）（設定を変えていないのに）
コーヒーが薄くなったコーヒーが薄くなった センサーの汚れセンサーの汚れ

コーヒーがぬるいコーヒーがぬるい カップを温めていないカップを温めていない
●陶器のカップはコーヒーの熱を奪います。カップは必ず 60 ～ 70℃程度に温めてからお使いくださいエスプレッソ等抽出量の少ないも●陶器のカップはコーヒーの熱を奪います。カップは必ず 60 ～ 70℃程度に温めてからお使いくださいエスプレッソ等抽出量の少ないも●陶器のカップはコーヒーの熱を奪います。カップは必ず 60 ～ 70℃程度に温めてからお使いくださいエスプレッソ等抽出量の少ないも●陶器のカップはコーヒーの熱を奪います。カップは必ず 60 ～ 70℃程度に温めてからお使いくださいエスプレッソ等抽出量の少ないも●陶器のカップはコーヒーの熱を奪います。カップは必ず 60 ～ 70℃程度に温めてからお使いくださいエスプレッソ等抽出量の少ないも
のほど事前のカップの温めが重要ですのほど事前のカップの温めが重要です
●（p.5 ■コーヒー温度の設定）を参照してコーヒーの温度をＨＩＧＨに設定してください●（p.5 ■コーヒー温度の設定）を参照してコーヒーの温度をＨＩＧＨに設定してください

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。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。
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CLEAN
MACHINE

SELECT
PRODUCT
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SELECT
PRODUCT

この作業は中断できません。

※水の量が不正確だと適切な効果が
得られません。
また、水が多すぎる場合、水がなく
なるまでプログラムを作動し続け時
間がかかりますのでご注意ください。

■




