
ドリップケトル　温度調整＆タイマー機能付 
取扱説明書 

お使いになる前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。



OXOウェブサイトでお客様の製品登録をされることをおすすめします。
http://www.oxojapan.com/registration

製品登録をされなくても保証は有効ですが、 
アップデートのご案内などのため、登録をおすすめします。

CONGRATULATIONS
on your new OXO appliance!

OXO 製品をお買い求めいただき
ありがとうございます！

コーヒーのハンドドリップは探究心をくすぐる作業です。精密さと根気が必要です
が、うまくいけば究極の自分好みの一杯が手に入ります。ハンドドリップの魅力に魅
せられたOXOは、この素晴らしい作業があともう少しだけ簡単にできたら…と考え
ました。（特に一日の最初の一杯、手間と時間をかけたのにがっかり…は避けたいで
すよね？）

“ドリップケトル 温度調整＆タイマー機能付”なら、他の道具の手は一切借りずに温
度の指定やタイマー機能までこなします。お湯を注ぐ際のバランスを入念に考察して
設計された本体重量とハンドルデザイン、さらに絶妙にカーブした形のグースネック
の注ぎ口が正確なコントロールを可能にします。この「ケトル」があなたの理想のハ
ンドドリップの実現をお手伝いします。
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Find balance 

バランスの探究
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安全上の重要事項
すべての説明をお読みください。

電気製品をご使用の際は、火事や電気ショック、人体のケガや損傷のリスクを低減す
るため、以下の記載を含む安全のための基本的な注意事項を必ずお守りください。

・ 本取扱説明書の記載事項をすべてお読みください。本取扱説明書に記載外の方法では使用しないでください。
・ 梱包材(段ボール、プラスチック、袋など)は開封後破棄するか、お子様の手の届かないところで保管してください(ケガや窒息

の防止)。
・ 火災や電気ショック、ケガ防止のため電源プラグ、電源コード、ケトルおよびそのベースは決して水またはその他の液体に浸

さないでください。
・ フタの上にはいかなる物も置かないでください。
・ 蒸気によるヤケドの恐れがあるため、本機動作中にフタを開けることはお避けください。
・ 蒸気穴から出る蒸気でヤケドしないよう、ご注意ください。
・ 電源の入っている状態での移動はお避けください。
・ 傾いた場所でのご使用はお避けください。
・ 本機は常に、乾いた水平面に置いて使用し、テーブルなどの端でのご使用はお避けください。
・ ご使用中の本機を無人の状態で放置しないでください。
・ 電源プラグや電源コードに損傷がある場合、機能不全となった場合、機器に何らかの損傷があった場合、適切な動作をして

いない場合は直ちにご使用を中止し、P14のお問い合わせ先までご連絡ください。
・ ご使用の際は本機の上および周囲全体に充分な空気循環スペースを確保してください。熱や蒸気で変色や破損の恐れのあ

る家具のそばでのご使用はお避けください。
・ 水を入れる際は満水ライン(max) を超えないでください。
・ 空焚きはしないでください。
・ 使用中は必ずフタをしてください。
・ ガス台やIH調理器、コンロ、加熱中のオーブンなどの熱源の近くに本機を置かないでください。
・ 熱くなっている本体表面（金属部）に触れないでください。操作の際はハンドル、ノブ、ベースにあるボタン以外の部分には触

れないでください。
・ お取り扱いは常に細心の注意を払って行ってください。ケトルにヒビがあったりハンドルに緩みがある場合はご使用にならな

いでください。
・ ベースからケトルを取り外し、また戻す際には、指、毛髪、衣類、その他の異物が挟まらないようご注意ください。
・ 電源コードが、テーブルやカウンターの端や角にかかる、お子様の手の届く位置、足に引っ掛かる位置でのご使用はお避けく

ださい。また熱源に触れる位置や結び目のある状態、タコ足配線でのご使用はお避けください。
・ 電源コンセントは他の機器と共有せず、単独でご使用ください。
・ 電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。
・ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをすることは絶対にお避けください。
・ 電源プラグ付近にほこりやごみがたまらないよう、定期的にお手入れしてください。
・ ご使用中、電源プラグやコードが異常に熱くなる場合は、直ちにご使用を中止してください。
・ OXOおよび輸入元が販売する、または推奨するもの以外の付属品のご使用は火災や電気ショック、ケガなどの原因となる可

能性があります。

本取扱説明書を必ず保管してください

A Note About Safety 

安全のために(必ずお読みください)

 

このシンボルマークは操作・取り扱い上重要
な注意事項を説明しています。

このシンボルマークは火災や電気ショックの恐れに関する注
意事項を説明しています。

警告！電気ショック
ボルテージの異なる電源や、本機
底部に記載されている仕様以外
の電源はご使用にならないでく
ださい。アダプターはご使用いた
だけません。タコ足配線なども避
け、電源コンセントは単独でご使
用ください。

電源コードの長さについて
絡まりやコードにつまづく危険性を減らすため、本機は短めのコード
を採用しています。もし、長めのコードがご入用の場合は認証をうけ
た延長コードをご使用ください。延長コードの電気容量は本機と同
じ、またはそれ以上のものであることをご確認ください。

延長コードご使用の際は、カウンターやテーブルから垂れ下がって
お子様がひっぱったり、つまづいたりする危険性がないよう充分な
注意のもとご使用ください

火災の原因となる過電流を防ぐため、定格15A/100Vの電源コンセ
ントを単独でご使用ください。他の機器を本機と同回路でご使用に
なると発熱による火災や故障の原因となります。

・湯沸中のケトルに触れないでください。湯沸中にフタを開けたりす
るとヤケドをする恐れがあります。

・本取扱説明書に記載外の目的でのご使用はできません。
・屋外でのご使用はできません。
・本製品はご家庭でのご使用に限ります。

警 告 警 告
電気ショック

定格15A/100Vの電源を単独でご
使用ください。アダプター使用禁止

本警告をお守りいただけない場合、
致死の事故、火災、電気ショックなど

の可能性があります。

火災や電気ショックの恐れ 
開けないでください

火災や電気ショックのリスク低減のため、本機を
分解しないでください。内部に消費者の方が取扱

可能な部品は入っていません。 
資格のある技術者のみ修理可能です。

・ お子様のご使用はお避けください。また、お子様の近くで本機をご使用になる場合は充分にご注意ください。
・ ご使用にならないとき、およびお手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。お手入れや部品の取り付け、取り外しは機

器が充分に冷めてから行ってください。
・ ケトル内には水、またはカルキ除去剤以外の物質は入れないでください。本ケトルで調理をしたり食品を温めたりすることは

絶対にしないでください。
・ LEDディスプレイが消えている(オフ状態)ことを確認してから､電源プラグを抜いてください。LEDが点灯している場合は

OXOボタンを短く1回押し、LEDディスプレイが消えている(オフ状態)ことを確認してから、電源プラグを抜いてください。
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1. すべての梱包材、ラベル、タグ類を取り除きます。

2. 柔らかい布で本体を水拭きし、ケトル内部をすすいで完全に乾か
します。 

注意：機器の表面を傷つける恐れがあるため、研磨剤(入りのスポ
ンジ類)や刺激の強い化学薬品、スプレー式の化学薬品クリーナ
ーなどはご使用にならないでください。いかなる部品も食器洗い
乾燥機のご使用はお避けください。

3. 満水ライン(max)まで水を満たして、P6クイックスタートガイドを
参考に100℃のお湯を沸かし、最初のお湯は捨てます。この際、 蒸
気などでヤケドしないようご注意ください。

Before We Begin 

ご使用になる前に

1. フタを取り、ケトルにお好みの量の水(“max”が上限です)を入れ、フタをしっかり
と閉めます。

2. ケトルをベースにしっかりと取り付けます。

3. 電源プラグをコンセントに差し込み、LEDディスプレ 
イを点灯させます。

4. ダイヤルを回してお好みの温度を表示させ、再度
OXOボタンを短く押して温度を決定します。（選択
範囲：40℃～100℃）ケトルが加熱を始め、設定
温度に到達するとビープ音が鳴って、その後30分間、 
温度をキープします。 
加熱中にもう一度OXOボタンを押すといつでも動作
をキャンセルできます。

ケトルの操作方法についてさらに詳しく  
→ P9 湯沸について

カルキ除去 、その他お手入れなどについて 
→ P12 カルキ除去・お手入れ／保管について

（カルキ除去は加熱効率を長く維持するために、どのようなケトルでも必要な簡単な
お手入れです。）

Quick Start Guide 

クイックスタートガイド
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LEDディスプレイ
バックライトスクリーンとワンダイヤル
のシンプルなインターフェイスで簡単に
温度指定。設定温度に達するとアラー
トでお知らせします。

正確な温度コントロール
コーヒーや紅茶用に1℃単位でお好
みの温度が指定できます(選択範囲： 
40℃～100℃)

コントロールしやすい 
グースネックの注ぎ口

特徴的なカーブで細長い形状の注ぎ
口は、お湯の流れが見やすく、微細な
コントロールを可能にします。

ステンレス製ケトル
キッチンや食卓でも素敵に映え
るBPAフリーのステンレス製 自動保温モード

＋自動オフ機能
ケトルは30分間設定温度をキープ。そ
の後はビープ音が鳴り、自動的に電源
を落とす安全設計です。

熱くならず 
持ちやすいハンドル

ハンドルとフタのノブは加熱中も熱
くならず、滑りにくくて持ちやすい。

コンパクト収納
ベース裏側に電源コードをコンパクト
に収納可能。

カウントアップ
タイマー

内部タイマーがハンドドリップのプロセ
スに必要な時間の計測をお手伝い。

バランスを考慮した 
デザイン

お湯を注ぐ際の負担を軽く、より細かなコ
ントロールが効きやすいようハンドルと本
体の快適なバランスを追及したデザイン。

          温度ガイド
ベースにはコーヒーや紅茶に最適な温
度が一目でわかるガイド付き。

コードレスケトル
360℃旋回可能なベースから外せば、
ケトル本体は移動の楽なコードレス。

手を守る安心設計
フタを開ける際にヤケドしないよう、ノ
ブ周囲には耐熱性の高いシリコンを施
しています。

Meet Your Kettle 

本ケトルの特徴
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過熱(空焚き)防止機能
• 水量不足によるオーバーヒートが起きそうな場合には

自動的に過熱防止機能が作動し、加熱を中止します。
• 水を入れなおして再スタートするためには約20分間

お待ちください。ケトルが充分に冷えると過熱防止機
能は自動的にリセットされます。
警告：本ケトルは飲料水の加熱・沸騰のための製品で
す。作動前に必ずフタがしっかりと閉まっているか確
認してください。

   警告：満水ライン（max）を超える量の水を入れない
でください。お湯が噴き出す可能性があります。

   表示アイコン

加熱中

カウントアップタイマー

自動保温モード

ケトルがベースに正しく
セットされていません

The Particulars of Boiling Water 

湯沸について

メモ：本ケトルは、ベースに取り付け、温度を指定することで
はじめて稼働します。設定温度に達し、30分間保温した後
は自動的に電源を落とします。どの段階でもOXOボタンを
押すことで動作を止めることができます(電源オフ)
1. ベースからケトルを外して黒いノブを持ってフタを取り外

し、ケトルにお好みの量の水を入れます。水量は満水ライ
ン(max)を超えないようにしてください。 

注意：水量が少なすぎると設定温度に達する前に電源
が切れたり、空焚きとなる恐れがあります。水量が満水
ライン(max)を超えていると沸騰したお湯が注ぎ口か
ら噴き出し、ヤケドや深刻なケガをする恐れ、また、上部
からあふれたお湯がケトルのベースにたまってしまう恐
れがあります。

2. フタを閉めケトルをベースにしっかりと差し込みます。電
源プラグをコンセントに差し込みます。
メモ：タコ足配線や他の機器との電源共用による電圧不
足の状態ではご使用いただけません。電源プラグをコン
セントに差し込む前に必ずご確認ください。

3. LEDディスプレイに、温度が表示されます。ダイヤルを回
してお好みの温度を表示させ、短くOXOボタンを押すと
ケトルが加熱を始めます。設定温度に達するまでの間、デ
ィスプレイには現在の温度が随時表示されます（選択範
囲：40℃～100℃）。

4. 設定温度に達するとビープ音が鳴り、30分間の保温モー
ドが自動的にスタートします。

飲　料 おすすめの温度

玉　露 50°C

煎　茶 70-80°C

紅茶/コーヒー 93°C

ハーブティー 98°C

熱　湯 100°C

   メモ：本ケトルは飲料水の加熱・沸騰のための製品です。水
以外の液体や食品は決して加熱しないでください。紅茶や
コーヒーを加熱することも決してしないでください。

   メモ：沸点はお住まいの地域の標高によって異なります。標
高の高い地域では沸点は低くなります。したがって標高の
高い地域では100℃には達しないことをご留意ください。

   警告：標高の高い地域で満水ライン(max)まで水を入れ
100℃を選択した場合、加熱中に注ぎ口からお湯が噴き出
ることがあります。

5. 動作を止めたい場合はOXOボタンを押します。加熱中にケ
トルをベースから外す必要がある場合は、60秒以内に戻せ
ば継続して加熱を続けます。60秒が過ぎた場合は自動的
にキャンセル(電源オフ)となります。
メモ：自動保温モードを止めたい場合もOXOボタンを押
します。

6. 自動保温モード作動中にケトルをベースから外す場合は
60秒以内に戻せば継続して設定温度での保温を続けま
す。60秒が過ぎた場合は自動的にキャンセル(電源オフ)
となります。

7. 設定温度に達し、ベースからケトルを取り外してお湯を注
ぐ際は、お湯がフタからこぼれないようゆっくりと行います。
ヤケド防止のためハンドルとケトルの底は沸騰後も熱くな
らない設計になっています。また、断熱底になっていますの
で、お湯を注ぐ途中でどのような材質面にケトルを置いても
大丈夫です。ただし、ケトル本体の金属部分は熱くなります
ので、触れないようご注意ください。

カウントアップタイマーモード
ケトルは設定温度に達すると自動保温モードに入ります。
ドリップケトル 温度調整＆タイマー機能付にはハンドド
リップのプロセスに便利なカウントアップタイマー機能が
ついているので、わざわざ他のタイマーを用意する必要
はありません。
1. OXOボタンを1秒間押し続けます。“0：00”という表示

が出て、タイマーがスタートします。
2. タイマーは次にOXOボタンを短く1回押すまでカウ

ントを続けます。タイマーを止めると自動保温モード
に戻ります。ハンドドリップの抽出では、コーヒー粉が
92℃-96℃のお湯に3-4分間浸ることが理想的とさ
れています。
メモ：タイマーの上限値は10分です。

3. 自動保温モード時に電源をオフする際はOXOボタン
を押します。
注意：ご使用中は非常に熱くなりますのでケトル表面に
触れないでください。ヤケドには充分ご注意ください！
持ち運びやお湯を注ぐ際は必ずハンドルを持って行っ
てください。さらに保護が必要な場合はオーブンミトン
などをご使用ください。

4. ケトルが充分に冷めてから電源プラグを抜き、内部に
残った水分を捨てます。電源コードはベース裏側に巻
き付けるとコンパクトに収納することができます。
メモ：本ケトルは電源を切っても前回の設定温度を記
憶しています。 
警告：動作中または動作直後にケトルのフタを開けな
いでください。フタを開けると熱湯が飛び散ったり、蒸
気でヤケドをする恐れがあります。水を補充するために
フタを開ける際はケトル内部に残ったお湯をすべて空
にしてください。

   メモ：キャンセルしない限り自動保温モード作動中は
設定温度を30分間キープします。30分が経過すると自
動的にビープ音が鳴り、電源オフとなります。
 注意：自動保温モード作動中に空になったケトルをベ
ースに戻さないでください。空のケトルをベースに戻す
際は必ず電源をオフにしてください。
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電源に接続しているのに
作動しない

100℃を指定しているのに
96℃で加熱をやめてしまう

普段よりも沸騰に 
時間がかかっている

ケトルが空の状態ではありませんか？過熱(空焚き)防止機能が働
き自動的に電源がオフになった可能性があります。ケトルが安全
な温度に冷えるまで約20分お待ちください。

よくあるご質問／トラブル 説明／解決方法

カルキ除去の必要があります。P12をご参照の上、カルキ除去を
行ってください。また、電力が足りない場合も考えられますので、
別の電源コンセントを使用してください。(タコ足不可)

本ケトルをお使いの地域の標高(海抜)をご確認ください。沸点が
100℃より低い可能性があります。該当地域の沸点が100℃よ
り低い場合、その温度を超えて加熱することはできません。

Troubleshooting 

トラブルシューティング

お手入れについて
必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷えた状態で行ってください。
下記以外の製品ケア（修理など）については資格のある技術者が行います。 
詳しくはP14のお問い合わせ先までお問い合わせください。

その他ご不明な点ございましたらP14のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

警 告 警 告
電気ショック

定格15A/100Vの電源を単独でご
使用ください。アダプター使用禁止

本警告をお守りいただけない場合、
致死の事故、火災、電気ショックなど

の可能性があります。

火災や電気ショックの恐れ 
開けないでください

火災や電気ショックのリスク低減のため、本機を
分解しないでください。内部に消費者の方が取扱

可能な部品は入っていません。 
資格のある技術者のみ修理可能です。

Descaling 

カルキ除去

定期的にカルキ除去を行わない場合、ケトルが正常に動作しない可能性があります。
本取扱説明書の通りにカルキ除去が行われていない場合、製品保証は無効となります。

Cleaning, Care and Storage 

お手入れ／保管について

カルキの堆積は水道水中の不純物やミネラル分が蓄積したり、硬度の高い水を使用することで起こる自然な現象です。ケトルを
正しく機能させるために、定期的にカルキ除去を行ってください (カルキ除去の適正なサイクルはお使いの水の硬度によって異
なります)。本機では60回使用毎のカルキ除去をおすすめします。

1. 満水ライン(max)に対し2/3程度の水をケトルに入れ
ます。

2. 水を沸騰させます。
3. 満水ライン(max)に達するまでカルキ除去剤を足しま

す。（カルキ除去剤は家庭用品売場などでお求めいた

だけます。）お水に対する濃度は実際にお使いになるカ
ルキ除去剤に記載の指示に従ってください。

4. そのまま15分間放置します。
5. 除去剤溶液を捨て、水道水できれいにすすいだ後、よく

乾かしてください。

 注意：
• 機器の表面を傷つける恐れがあるため、アルカリ性

の洗剤や研磨剤(入りのスポンジ類)、刺激の強い化
学薬品、スプレー式の化学薬品クリーナーなどはご
使用にならないでください。お手入れには中性洗剤
や柔らかい布をご使用ください。

• 本製品のいかなる部品も食器洗い乾燥機のご使用
はお避けください。

1. ケトル全体を水道水ですすぎます。
2. ケトルを柔らかい布で水拭きした後、乾いた布巾などで

完全に水分を拭きとります。
3. 60回のご使用毎に上記説明にしたがってカルキ除去を

行ってください。

警告：ケトルのベース、電源コードやプラグは絶対に水
に浸さないでください。またこれらの部品が水分に触れ
ることのないよう充分にご注意ください。

保管について
電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷えてから収納してください。お手入れは上記の説明に従い、保管時はまっす
ぐな状態で置いてください。コンパクトに収納するため、電源コードはベース裏側に巻き付けてください。ケトルの上にものを置
かないでください。ご使用にならない際はケトルをベースの上にセットした状態で保管されることをおすすめします。
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Our Guarantee 

仕様／保証／登録／お問い合わせ先

＜保証規定＞
OXOではご購入日から2年間の保証期間を設けております（対象：材質や製造上の欠陥）。本保証は日本国内においてのみ有
効です。

本取扱説明書に沿った正常なご使用状況において欠陥が確認された場合、部品や製品本体の交換、必要な修理作業費などの
費用をすべて保証します。必要に応じて、修理ではなく新品交換とさせていただく場合があります。本保証下でのOXOの責務は
上記の修理や交換に限られます。
保証を受ける際には、ご購入日がわかるレシートまたは納品書が必要となりますので、本取扱説明書とあわせて、必ず大切に
保管してください。
ただし、お客様による誤用、乱用、事故および不当な修理や改造、正規品以外の付属品を使用したことによる破損、さらに火災、
地震、水害、落雷などの自然災害、その他弊社の責に基づかない要因により生じた故障および破損についても一切の責任を負
いません。 
また、認証外の第三者/OXO提供外の部品による修理の試みが行われた場合は本保証は無効となります。 
本製品はご家庭でのご使用に限ります。業務にてご使用された際、本保証は無効となりますのでご注意ください。
保証期間が終了しても修理は承ります。(費用はお客様のご負担となります) 
ご質問、修理依頼、保証については輸入代理店 株式会社コントラストまでご連絡ください。 
保証期間内に製品のトラブルが生じた場合は販売店へ返品されるのではなく、株式会社コントラストにご連絡ください。

登録
OXOウェブサイトでお客様の製品登録をされることをおすすめします。（http://www.oxojapan.com/registration）

※製品登録をされなくても保証は有効です。また、製品登録をされている場合でも、保証を受ける際には、購入時のレシートは
必要になりますのでご注意ください。

お問い合わせ先
輸入代理店 
株式会社コントラスト 
〒142-0041東京都品川区戸越5-14-17 
TEL 03-3783-8899 
info@contrasto.jp

仕様

8717100　ドリップケトル　温度調整＆タイマー機能付型番および品名
定格電圧

定格消費電力

重　量

定格周波数
外形寸法

100V
1250W
50/60Hz
幅287×奥行き230×高さ207 mm
1.1 kg
1L
中国

容　量
原産国

保証 
＜保証書＞

ドリップケトル　温度調整＆タイマー機能付製品名
保証期間

販売店
（店舗名／住所／ 

電話番号）

ご購入日

購入日より2年間

年 月 日
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