


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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●2段階スチームジェット ●ミルククーラー 1.0ℓ
（Cool Control）
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OFF ON

はじめてお使いになる時
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低温

泡立ちなし

泡立ちあり
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設定項目 設定画面へ
（共通操作） サブメニュー選択 備考 サブメニュー

決定
設定の増減・選択
ロータリースイッチを回す

決定 通常画面へ戻る

コ
ー
ヒ
ー
ボ
タ
ン

コーヒー抽出量（湯量）

※抽出量は1杯取りボタン、2杯取りボタン、
それぞれに設定を行って下さい。
（連動していません。）

設定のヒント
● 2 杯取りボタンでも、設定および表示量は 1杯あ
たりの湯量です ( 例：30mlx2 杯＝ 30ml と設定）
● 1 杯取り /2 杯取りの抽出量を揃えたい場合
2杯取りの湯量を約 5cc 程多めに設定することをお
すすめします。
（粉に吸われる水分量も増えるため）

コーヒー抽出量を
25 ～ 240ml のあいだで
設定（5ml 単位）

コーヒー濃度（粉量）

※ 2杯取りボタンはコーヒー濃度の
　設定ができません。（1杯取と連動の為）

※ 1杯取りボタンの濃度は下記の範囲で
　設定して下さい（２杯取と連動の為。2杯取ボタン
　不使用の場合は自由に設定可能）
●レギュラー1杯取り：
　XM（エクストラマイルド）～MILD（マイルド）
●エスプレッソ1杯取り：
　M（マイルド）～NORMAL（ノーマル）

※コーヒーアラカルトキー（E)の設定は別紙 P.
■応用操作をご覧ください

XMILD     ö
MILD　   öö
NORMAL  ööö
STRONG   öööö
XSTRONG ööööö

上記５段階から選択

コーヒー温度

※温度を HIGH に設定していても、温めて
いないカップを使用するとコーヒーはすぐ
に冷めてしまいます。カップは必ず温めて
お使い下さい。

NORMAL
HIGH
温度を 2段階から選択
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設定項目 設定画面へ
（共通操作）

サブメニュー選択
ロータリースイッチを回す

備考 サブメニュー
決定

設定の増減・選択
ロータリースイッチを回す

決定 通常画面へ戻る

ワ
ン
タ
ッ
チ
ボ
タ
ン

コーヒー抽出量（湯量） コーヒー抽出量を
25 ～ 240ml のあいだで
設定（5ml 単位）

　　

コーヒー濃度（粉量） ５段階から選択
前頁コーヒー濃度参照

コーヒー温度
NORMAL
HIGH
温度を 2段階から選択

ミルクフォーム量 3 ～ 120 秒のあいだで設定
（1秒単位）

ポーズ（一時停止）　 0 ～ 60 秒のあいだで設定

セ
レ
ク
タ
ー
ス
イ
ッ
チ

定量ミルクz

連続ミルクn
( 定量ミルクのみ）

3 ～ 120 秒のあいだで設定

ACTIVE      使用
INACTIVE不使用（ロック）

定量給湯a

連続給湯m

( 定量給湯のみ）

15 ～ 450ml のあいだで設定

LOW
NORMAL
X HIGH
3 段階から選択

ACTIVE      使用
INACTIVE不使用（ロック）
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設定項目 設定画面へ
（共通操作） 設定項目選択 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

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。消費電力約 30％カット

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。消費
電力約 40％カット

時刻・曜日設定

時：あわせて短押し
　　　　↓
分：あわせて短押し
                 ↓
曜日：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
時：あわせて短押し→ 分：あわせて短押し
　　　　

自動電源OFF 時刻
時：あわせて短押し→ 分：あわせて短押し

自動電源ON/OFF 機能を使用するかどうか
曜日毎に YES  NOで選択

自動終了
（最後の作動から
　　　　・・時間後）

0.5H（30 分）～ 15H
0.5 以外は 1時間単位

リンス設定

起動時リンス設定
MANUAL（手動）またはAUTO（自動）から選択
※設定の切替は電源OFF後マシンが完全に冷えた後に有
効となります。（＝変更直後の動作確認はできません。）

フローサーのリンス勧告設定
AFTER 10' 10 分後
NOW使用後すぐ　　から選択

メンテナンス / MAINTENANCE： フローサーの洗浄（p.19)、洗浄プログラム（p.20)、カルシウム除去プログラム（p.21) への入り口　詳細はそれぞれのページへ
浄水器 /FILTER ：日本では使用しません
水質硬度 / HARDNESS：販売代理店で設定します
情報 /INFORMATION：各ボタンの抽出杯数やメンテナンス回数が確認できます
水量・時刻表記方法 /SETTINGS：24 ｈ表示 /12 ｈ表示　ml 表示 /oz 表示　が選択できます
表示言語 / LANGUAGE ：日本語はありません（英・独・仏・伊・ｵﾗﾝﾀﾞ・ｽﾍﾟｲﾝ・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ）
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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 それでも復帰しない場合

　
　

　

　
　
　

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。

IMPRESSA Xs90OT-15

●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
●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。
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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。
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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
ご注意ください。

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。●延長コード、タコ足配線厳禁

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（p.9 挽き目調整　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 ●販売代理店にご連絡ください

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

ミルクフォームが泡立たない
ミルクフォームがぬるい

ミルクフォームが出てこない

エアーサクションの汚れ・目詰り

フローサーの汚れ

　　

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（10）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.12 コーヒー温度）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。
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エアサクション

ボディ

ダイヤル

プレート

エアサクション

ボディ

プレート

ダイヤル

ミルク抽出口
ミルク抽出口

①125cc程度のぬるま湯に対し5cc(付属の計量カップひと目
盛）のラテ・ウォッシュ（注*1）をよく溶かして洗浄液を作り、ミ
ルクチューブの先を浸します。フローサーの下には空の容器
を置きます。

④すすぎの為、よく洗ったきれいなカップにぬるま湯を用意して
ミルクチューブの先を浸し、フローサーの下には空の容器を置き
ます。
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トラブルシューティング洗浄方法

ミルクシステム
クリーニング

マシン洗浄 【ミルクが出ないとき】スチームノズル洗浄

Youtube Channel

【ミルクの泡立ちが悪い時】フローサー分解洗浄
お使いのフローサーと同じ写真の下にあるQRからおすすみください。

Impressa XS90 OTメンテナンス動画（Youtube でご確認いただけます）

分解洗浄 分解洗浄 分解洗浄分解・組立方法 分解・組立方法


