
アゥリカ 取扱説明書
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　一般事項

対象とする用途： 本製品は小規模のオフィスならびに小規模な店舗向けです。

以下に記載した原因による損傷および故障には責任を負いかねます。
・本来の目的に反する間違った使用
・修理を弊社が指定するサービスセンターで行われなかった場合
・電源コードを改ざんされた場合
・マシンのどこかを改ざんされた場合
・純正ではない部品やアクセサリーを使用された場合
・除石灰作業を行わなかった場合、マシンを摂氏０度以下で使用または保管された場合

これらの場合、保障は無効となりますので予めご了承ください。

使用者の安全の為に警告および注意表示は全ての重要な注意点を示しています。
大きな損害事故を避ける為、これらの注意書きをしっかり守って下さい。

　取扱説明書の利用方法

本取扱説明書は安全な場所に保管して下さい。そして本マシンを使用される全ての方が利用出来るように
して下さい。更に詳しい情報は弊社サービスセンター（048-949-2888）にお問い合わせ下さい。

後日参照の為、本取扱説明書はきちんと保管して下さい。

　電源コードの取扱

・電源コードのねじれ、引っ掛かりなどを防止する為、短いコード（約１．２ｍ）を使用しております。
・電源コードを延長されたい場合、弊社サービスセンターにご連絡をお願いします。

　安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

ここに示す注意事項は、本製品を正しく安全にご使用頂き、お使いになる人や周辺の方々への危害や
損害を未然に防ぐためのものです。

●本製品をご使用になる前に、取扱説明書や同梱の印刷物を必ずお読みください。
●取扱説明書はすぐに取り出せるところに保管し、必要な時にお読みください。
●ご不明な点は、弊社サービスセンター（０４８－９４９－２８８８）までご連絡下さい。

誤った使い方で生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です

　誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性または物的損害のみの発生が想定
　される内容です

１  一般事項 

２  安全上のご注意 
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絵表示の例

　　　　　記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

　　　　　記号は、必ず実行して頂く「強制」の内容です。

　

　この表示は「警告・注意」の表示です。
　　　　記号の中や近くに具体的な注意内容が記載されています。

警　告

電源は「２５０Ｖ ２０Ａ」と記載（刻

印）されている壁面のコンセントか

ら直接お取り下さい。 
 

 
 
 
タコ足配線などすると火災の原因となり

ます。 

電源は交流２００Ｖをご使用下さい。 

 
 
 
 
 
 
交流２００Ｖ以外の使用は火災の原因

となります。 

アースを必ず取り付けて下さい。 

 
 
 
 
 
 

アースを取りつけていないと、故障や漏

電のときに感電する恐れがあります。 

濡れた手で電源プラグの抜き差し

をしないで下さい。 

 
 
 
 
 
 
感電する恐れがあります。 

電源コードを抜く時は、コードを持

たずにプラグを持って引き抜いて下

さい。差し込む時は根元まで差し込

んで下さい。 

 
 
 
 
感電、ショート、発煙、発火の恐れがあ

ります。 

電源プラグにホコリが付着している

場合は、よく拭きとって下さい。 

 
 
 
 
 
 
ショート、発煙、発火の可能性がありま

す。 
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　設置場所について

・安定した丈夫で平らな場所に設置して下さい。
・水のかかる場所には設置しないで下さい。
・温度１０～４０℃の範囲、湿度９０％以下の環境でご使用下さい。
・摂氏０℃以下の場所に設置する場合、弊社サービスセンターまでご相談下さい。
・湿気が少なく風通しの良い場所に設置をして下さい。
・火気のある場所、ほこりっぽいところ、オイルミストが浮遊する場所では使用しないで下さい。
・本製品を他の機器の上に置かないで下さい。
・熱源の上に置かないで下さい。又、熱源からは１５ｃｍ以上離して下さい。
・危険物、可燃物の近くに設置はしないで下さい。
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　安全上のご注意

1 一般事項 2
2 安全のご注意 2
2 目次 6
3 付属品 7
4 マシン各部の名称と仕様 8

マシン設置方法について 9
4.1 水の補充
4.3 コントロールパネルについて 10

5 マシンの使用開始 10
5.1 マシンの電源を入れる
5.2 ウォームアップとリンシング 11
5.3 自動リンスについて
5.5 エコ・フレンドリースタンバイ
5.6 抽出口の高さ調整
5.7 水の硬度測定とマシン設定 12
5.8 使用言語の設定
5.9 グラインダーの調整
6.1 コーヒーの抽出 13
6.2 コーヒーカスを捨てる
6.3 コーヒー量目の調整

6.3.1 目視による量目調整
6.4 ミルクメニューの抽出準備 14
6.4 ミルクメニューの量目調整
6.5 アロマ（コーヒー粉量）の調整

6.3.2 数値による量目調整 15
7 プログラムメニュー 17
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7.3 インリョウメニュー
7.4 メニュー設定 21

全体設定
ディスプレイ設定 22

水の設定
メンテナンス設定 23

初期設定
8 クリーニングとメンテナンス 24

8.1 メンテナンススケジュール
8.2 毎日のメンテナンス
8.3 毎週のメンテナンス
8.4 ブルーイングユニットのグリスアップ
8.5 除石灰作業

9 ヘルプメッセージ一覧 35
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　安全上のご注意

① 取扱説明書（本書） ⑩　カプチナトーレ（１ユニット付属）

② 水硬度測定紙（１シート付属）
⑪クリーニングタブレット（１箱付属）

③ アクセスキー（２個付属）

④ クリーニングブラシ（１本付属）

⑤ 電源コード（１本付属）

⑥ グリース（１本付属/５ｇ）

⑦ サービスドアーキー（メンテナンス用 ・・・ １本付属）

⑧ 除石灰剤（１本付属）

⑨ ミルクライン洗浄用MEL-F1000（１本付属）

３  付属品 
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　１．上カバー（キーロック仕様）
　２．水タンク（4.0リットル、取り外し可）
　３．コントロールパネル
　４．カプチナトーレ（ミルクフォーマー）
　５．給湯/スチームワンド
　６．右サービスドアー
　７．豆ホッパー（１kg）
　８．ドローアートレイ
　　　（右）カス容器（４０杯分）
　　　（左）アクセサリー入れ
　９．目隠しカバー（カプチナトーレ不使用時）
１０．コーヒー抽出口（上下可動可能）
１１．目皿
１２．満水警告ピン（ドリップトレイ満水時）
１３．ドリップトレイ
１４．カス容器（最大容量４０杯）
１５．メインスイッチ（マシン背面）
１６．電源コード差し込み口（マシン背面）
１７．エスプレッソ・ボタン
１８．コーヒー・ボタン
１９．ディスプレイ
２０．カプチーノ・ボタン
２１．ラテ・ボタン
２２．給湯・ボタン
２３．スペシャル・ボタン
　　①アメリカンタイプ
　　②ホットミルク
　　③アメリカンコーヒー
　　④スチーム
２４．カプチナトーレ・クリーニングボタン
２５．スタンバイボタン（節電機能）
２６．グループ仕切り容器

　上記の仕様は改良の為、予告なく変更される場合があります。

４  各部の名称と仕様 

テクニカルデーター

　外形寸法　(w x h x d)  334 x 574 x 452 mm

　重量  22 kg (23 kg - 水道直結仕様)

　水タンク  取り外し可能　４リットル

 電源電圧  230V 50/60 Hz

 消費電力  1400 W

 ボイラー数  2

 ボイラーの材質  ステンレス

 給湯口およびスチームノズル）  °（可動式）

 コーヒー豆ホッパー容量  1 kg

 （カス受け容量  40杯

 グランダー刃：スチール製、コニカル式  °（有り）

 コーヒー粉【豆】容量  小6g、最大10g

 可動式コーヒー抽出口  °（可）80～105mm

　挽き粗さ調整  °（可）

　事前豆挽き設定  °（可）

 ディスプレイサイズ  5“（5インチ）

 自動除石灰機能  °（有り）

 コーヒー２杯取り機能  °（有り）

 コーヒーメニュー登録可能数  2（他にミルクメニュー２、スペシャルコーヒー２）

 ポンプ圧  15気圧

 １次側水圧（水道直結タイプのみ）  最大：0.8MPa（8bar）　 最小：0.15MPa（1.5bar）

 使用可能環境  温度：１０℃以上、４０℃以下　湿度：90％以下

 安全装置  ボイラーセーフティバルブ、サーモスタット

その他の仕様

基本仕様

電源電圧・消費電力

ボイラー及び給湯
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付属の鍵（キー）にて上カバーのロックを外す。 　　　水タンクをマシンに戻し　　　　で取り外した
　　　カバーを取りつけます。

　　　　豆ホッパーのカバーを取り外します。

上カバーを取り外す。

　　　　　コーヒー豆を豆ホッパーに入れて下さい。

水タンクのカバーを取り外します。

　　　　　ホッパーにはコーヒー豆以外（コーヒー粉や
　　　　　他のパウダー）は絶対に入れないで下さい。
　　　　　故障の原因となります。

　　　　　上図　　　で取り外した豆ホッパーカバーを
水タンクを取り外して下さい。 　　　　　取りつけます。

　　　　　　本マシンは、コーヒー豆が嫌う要素（空気、
　　　　　　（湿気、光など）から極力隔離することが
　　　　　　出来るように設計されています。
　　　　　　その為、センサーが取り付けられており、
　　　　　　カバーを取りつけないと使用出来ない仕様
　　　　　　になっております。

　　　　　　上カバーを取りつけ、キーにてロックします。

取り外した水タンクの洗浄をして下さい。

水タンクに水を補充して下さい。
（水タンクに表示してあるMAXの位置まで水を補充
します。MAX位置で４リットル入ります）

コーヒー抽出口および給湯/スチーム口に
手や顔を近づけたり触らないで下さい。
ノズルからの高温の蒸気や熱湯が噴出しますので
火傷の原因となります。

４  設置手順 

１ 

２ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

４.１  水の補充 

１ 

４.２  コーヒー豆の補充 

１ 

２ 

３ １ 

４ 
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以下に説明するいくつかのボタンは２つの機能を持ちます。
１つの機能はメニュー選択ボタン、２番目の機能はプログラム時（マシン設定時）に使用します。

マシンをスタートさせる前に、水タンク、豆ホッパーが満たされているか、あるいはマシンがクリーニングされ
ているか点検を行って下さい。

マシンの電源を入れる前に、電源プラグが確実にセットされている事を確認して下さい。
マシン上カバーがセットされている事を確認して下さい。

コーヒー抽出口が正しい位置にセットされているか点検をして下さい。
正しい位置にない場合、抽出口からコーヒーなどが漏れる可能性が
あります。

４.３  コントロールパネルについて 

５  マシンの使用開始 

５.１  マシンの電源を入れる 

17 エスプレッソボタン

エスプレッソ抽出用のボタンとなります。

18 コーヒーボタン

コーヒー抽出用のボタンとなります。

２番目の機能：プログラム中の”ＯＫ”ボタンとして使用。

19 LCDディスプレイ

マシンの状況やアラーム表示、又はプログラム時の操作ガイド

などを示します。

20 カプチーノ（Cappuccino）ボタン

カプチーノ抽出用のボタンとなります。

２番目の機能：　　 （上矢印キー） プログラム操作などでディスプレイの画面を

上画面にスクロールする際に使用します。

21 ラテマキアート（Latte Macchiato）ボタン

ラテマキアート抽出用のボタンとなります。

22 給湯ボタン

給湯用のボタンです。

23 スペシャル・ベバレッジボタン

以下の別メニューにアクセス出来ます。

①アメリカンタイプ ②ホットミルク ③アメリカンコーヒー ④スチーム機能

２番目の機能：ESCボタン、プログラムメニューから抜ける場合。又は抽出を

ストップしたい場合に押下。

24 クリーンボタン

このボタンを押すとカプチナトーレの簡易洗浄サイクルを実行します。

２番目の機能：　　（下矢印キー）　プログラム操作などでディスプレイの画面を

下画面にスクロールする際に使用します。

25 スタンバイボタン

このボタンを押すとスタンバイモードが働き、マシンは節電モードとなります。

各メニューボタン（各番号は各部の名称編 -７ページ- を参照下さい）
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マシン背面のメインスイッチを”I”のポジションにし、主電源を入れます（８ページ参照）

自己診断モードの後、マシンはスタンバイモードとなります。
その際、　　　　ランプが点滅になります。（８ページ/２５番）

マシンを起動させるために、　　　　ボタンを押します。

一旦マシンが立ちあがると、マシンは水回路の点検とコーヒー抽出口のリンス作業を自動で行います。
リンス時は少量のお湯がコーヒー抽出口から出ます。リンス作業が完了するまで暫くお待ち下さい。

4.2

マシンの電源を入れると以下の表示となります。 抽出口の高さは、約８０～１０５mmの範囲で調整が
暫くお待ち下さい。 可能です。

ウォームアップが完了すると、リンスが開始されます。

例）デミタスカップや２杯取りの場合

リンスが完了すると以下の画面となります。

これで使用可能状態となります。
例）ラージカップの場合

自動リンス機能は、水タンクの新鮮な水を使用し
コーヒー抽出回路の洗浄を行います。
リンスを実行するのは以下の場合です。

① マシンのスタートアップ時（ボイラーが低温時）
② 水回路の充填後（ボイラーが低温時）
③ スタンバイ準備中（１杯の抽出でも行った場合）
④ 　　　 ボタンを押し、マシンの電源をOFFにする 例）トールグラスなどの場合

際にリンスを行います。

マシン使用直後に電源を入れてもリンスが行われ
ない場合があります。リンスが行われるのはボイラ
ーが低温時に限られます。

マシンを３時間以上使用しなかった場合、自動的に この場合、抽出口を奥の停止位置まで押し込みます。
スタンバイモードとなります。 又、使用後は手前の停止位置まで戻します。
再度、電源を入れる場合は、　　　　ボタンを押下し
てください。

１

２ 

３ 

５.２  ウォームアップとリンシング 

ジュンビチュウ 

１ 

２ 

３ 

５.３  自動リンスについて 

５.５  エコ・フレンドリースタンバイ                                           

５.６  抽出口の高さ調整 
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次に挿入したサービスキーを時計方向に回転させ
キーが抜けないようにします。

ご使用の水道水の硬度を測定し、その値をマシ
ンに入力をして下さい。
これにより自動除石灰のサイクルが決まります。

① 付属の水硬度試験紙を使用します。
② 水道水に水を１秒間浸けます。

注意：１秒以上は水に浸けないで下さい
　　　正確な測定が出来なくなります

下図のとおり、挽き粗さ調整レバーを➊の方向又は
➋の方向に１目盛り分のみ移動させます。

このレバーを操作する際は、グランダーが回転してい
時に行います。停止中に行うとグラインダーの装置が

試験紙は１回のみ使用できます。 破損する恐れがあります。

③ 試験紙、１～４の色が変化した数値を見ます。

　➊ の方向へ動かせば、コーヒーの挽き具合は細か
　く（濃く）なります。

１（軟水）であればマシン設定の必要はありません。
２～４の場合、マシン設定が必要となります。 　❷ の方向へ動かせば、コーヒーの挽き具合は粗く
本取扱説明書の２２ページ、ミズの設定の項を参照し、　（薄く）なります。
正しく設定して下さい。

　コーヒーの味は、２～３杯抽出後に確認をします。

上記の作業は十分に気をつけて行って
マシン出荷時は日本語に設定をされています。 　下さい。サービスドアー内部は可動する部品があ
他の言語に変更したい場合は、２２ページの言語の 　ります。手など巻き込まれないように十分注意が
変更編を参照して下さい。 　必要です。

最後にサービスキーを取り外し、サービスドアーを閉じ
ます。

マシンの電源を入れ、付属のキーを使用し、右
サービスドアーを開けて下さい。

付属のサービスキーを使用し、下図に示す位置
にサービスキーを挿入して下さい。

サービスキー

５.７  水の硬度測定とマシン設定                                           

１ 

５.８  使用言語の設定                                           

５.９  グランダーの調整                                           

１

２ 

３ 

４ 

５ 

12



　　　　ボタン（１７）を押すとエスプレッソ抽出です。 　　　コーヒー量目の調整は２つの方法があります。
　　　　あるいは、
　　　　ボタン（１８）を押すとコーヒー抽出となります。 １．目視による調整。

２．数値（プログラム）による調整。
各コーヒーボタンを２回連続して押下すると、２杯
抽出となります。
※各ボタン番号は８ページを参照下さい。

カップをトレイの上に置きます。
コーヒー抽出サイクル（グラインド、プレス工程など）
が完了すると抽出が開始されます。

コーヒー抽出は設定量に達すると自動停止致します
が、　　　　　ボタン （２３）を押す事により途中停止す
る事ができます。

次に設定したいコーヒーボタン　　　　　又は
この作業は必ず電源がONの時に行って下さい。 をディスプレイに”MEMO”が表示されるまで手を
電源OFFの状態ではカス捨てアラームはリセット 離さず押し続けます。
されません。

ディスプレイに以下の表示は、カス容器の容量が
最大に近づいた時に表示されます。

　この表示がでれば、プログラムモード中となります。

その後、直ぐにディスプレイは以下の表示となり、
コーヒーがお好みの量に達したら、ESCキー

最初にこのアラームが表示された場合、暫くマシン （２３）を押し、コーヒー抽出を停止させます。
の使用は可能です。なるべく早くカスを捨てて頂く
ようにお願いします。４０杯抽出で満杯となります。

以下の表示がされるとマシンの使用は不可となり
ます。速やかにカスを捨てて下さい。

この作業によりプログラム次回から同じ量のコーヒー
が抽出されます。

このプログラム操作は非常に簡単ですが、再びボタ
ンを長押しすれば設定量が変わってしまう可能性が
あります。

カス捨ては下図のとおりドローアーを開き、内部の 次のセクションで説明するカプチーノ等のミルクメニュ
カスを捨てます。 ーの設定が完了すれば以下の作業（プログラムのロ

ック）をして頂くように推奨致します。

プログラムのロック
２１ページに記載されている「ジドウガクシュウ」機能
をOFFにして下さい。
これによりボタンの長押しで設定量が変わる事はあり
ません。

６.１  コーヒーの抽出（概要）                                           

１

２ 

３

６.２  コーヒーカスを捨てる                                           

カスヨウキヲ 

カラニシテクダサイ 

１

２ 

３ 

６.３  コーヒー量目の調整                       

１

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

６.３.1  目視による量目調整                   
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　　　　　　最初にミルクが抽出されます。同時にディスプレイに
　　　　　　STOP MILKが表示されます。

ミルクメニュー（カプチーノ、ラテマキアート）は、
同様の操作となります。

カプチナトレーの装着

　　　　　　お好みのミルク量に達したら   ボタン（２３）を押
　　　　　　し抽出を停止させます。

　　　　　　停止と同時に以下の表示になり、コーヒーの抽出が開
　　　　　　始されます。

付属のカプチナトレーを用意します。

マシン正面の取付口へカプチナトーレを挿入
します。 　　　　　　コーヒー量がお好みの量に達したら　　　　　　ボタン

　　　　　　（２３）を押し抽出を停止させます。

            この作業によりプログラム次回から同じ量のコーヒー
　　　　　　が抽出されます。

この手順でアメリカンコーヒー」と「蒸気」を除いたす
　　　　　　べての量設定をプログラムすることができます。

ミルクを用意し、ミルクチューブを差し込みます。
　　　　　この操作はマシンが停止している時に行います。グライ
　　　　　ンダーが作動している時に行うと、装置が破損する恐れ
　　　　　があります。

　　　　　マシン右サービスドアーを開きます。

カップをトレイの上に置きます。

　　　　　　下図で示す位置にレバーがあります。これを❸または
　　　　　　❹の方向に操作致します。

　　　　　（２０）もしくは（２１）のボタンをディスプレイに
”MEMO”が表示されるまで押し続けます。

　　　　　　❸ の方向に動かせばコーヒー粉量が少なくなります。
最低値は約７ｇです。

　　　　　　❹ の方向に動かせばコーヒー粉量は多くなります。
最高値は約１１ｇです。

この表示がでれば、プログラムモード中となります。

６.４  ミルクメニューの抽出準備                                           

１ 

２ 

３ 

１ 

６.４  ミルクメニューの量目調整                                           

２ 

３ 

４ 

５ 

６.５  アロマ（コーヒー粉量）の調整               

１ 

２ 
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プログラムのロック

２１ページに記載されている「ジドウガクシュウ」
機能をOFFにして下さい。
これによりボタンの長押しで設定量が変わる事
はありません。

⑥ 　　　　　ボタン（１８）を押して下さい。

プログラムへのアクセス
① マシンの電源を一旦OFFにします。
② 再度電源をONにします。
③ ディスプレイに以下の表示がされている間に

Fig.2で示すキーを①②③④の順に押します。
画面は上図の表示に切り替わります。

これからは量目調整の例をサンプルとして説明致し
ます。カプチーノを例をして説明致します。

⑦ カプチーノメニューにアクセスする為に
ボタン（２４）を押しCAPPUCCINOにカーソルを移動
させます。

⑧ 　　　　　ボタン（１８）を押して下さい。
下記のカプチーノ用調整画面に切り替わります。

Fig.2

④ プログラムメニューに入れたら以下の表示
となります。

上図画面の説明をします。
画面に現れる項目は（カプチーノの場合）
　・プレブルーイング

内容は 機　能：蒸らし量の設定。
ＯＦＦ  ：蒸らし機能なし。

上記表示にならない場合、①から再度手 ＬＯＷ ：蒸らし機能がＯＮ．
順を繰り返して下さい。 ＨＩＧＨ：蒸らし量が多くなります。

プログラムメニューに入れるのはマシン内の ・コーヒーノオンド
ボイラーが冷えていなければなりません。 内容は 機能　　　　：コーヒー温度の調整が可能。
プログラムメニューに入れない場合、少し時 ＬＯＷ       ：より低い温度で抽出されます。
間をおいてから再度実行して下さい。 ＮＯＲＭＡＬ：通常設定。

ＨＩＧＨ      ：より高い温度で抽出されます。
プラグラムモード中に３分間何も操作をしな
かった場合、自動的にプログラムモードより ・コーヒーノリョウ
抜け、通常モードに戻ります。 内容は

⑤ 量目調整メニューに入るため、 ・ミルクノリョウ
ボタン（２４）を押し、インリョウメニュー 内容は 機　能：各ミルクメニューのミルク量の設定
にカーソルを移動して下さい。 が出来ます。

機　能：コーヒー抽出量の設定が出来ます。

６ 

６.３.２  数値による量目調整                                           

１ 
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⑨ コーヒー量を調整する為に 数値入力が（量設定）が完了したら
ボタン（２４）を押し、コーヒーノリョウにカ
ーソルを移動して下さい。 　　ボタン（１８）を押します。

これでコーヒー量とミルク量の設定は完了です。

⑯ プログラムモードから抜け、通常モードに切り替える
為に　　　　　　　　　　　　　　　ボタン（２３）を押します。

⑩ 次に　　　　　　　ボタン（１８）を押して下さい。

上図のとおり右側に数値が表示され、インジ
ケータが量目の目安として表示されます。

Fig3. インジケータと数値

⑪ コーヒー量を調整する為に、量を増やす場合
　　　　　ボタン（２０）を押します。

（このボタンの役割は　　　　　キーとなります）

キーを押すたびに数値が増え、インジケータの
黒塗り部分が増えていきます。

量を減らしたい場合は、　　　　　　　ボタン（２４）
を押します。

（このボタンの役割は　　　　　キーとなります）

⑫ 数値入力が（量設定）が完了したら

    ボタン（１８）を押します。

⑬ 次にミルク量の設定を行います。

⑭ 　　　　　　ボタン（２４）を押し、カーソルをミルク
ノリョウに移動させます。

⑮ 画面は下図のように切り替わり量の調整が可
能となります。

18 
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以下に本マシンのプログラムメニューの詳細について解説致します。

　プログラミングメニュー

２）各キーのコントロール機能

　①

　ページアップ/パラメーター変更ボタン（ボタン２０）

　　１．ディスプレイの表示情報を上にスルロール出来ます。

　　２．パラメーターの変更が出来ます。決定はＯＫボタン

　　　　（ボタン１８）を最後に押下します。

②

１）プログラムメニューへの入り方。 　ページダウン/パラメーター変更ボタン（ボタン２４）

　①本体の電源を入れる。 　　１．ディスプレイの表示情報を下にスルロール出来ます。

　②ディスプレイに準備中の表示がされている間に 　　２．パラメーターの変更が出来ます。決定はＯＫボタン

　　上図で示す①②③④の順にキーを押下する。 　　　　（ボタン１８）を最後に押下します。

③

　ＯＫ（決定）ボタン（ボタン１８）

　１．ディスプレイに表示されたメニュー（機能）を選択します。

　２．現在のパラメーターの内容が確認出来ます。又、数値や

　③プログラムモードに入れたら、以下の表示に 　　　内容を選択/変更する際に使用します。

　　 なります。

④

　エスケープボタン（ボタン２３）

　１．選択したもしくは数値変更したメニューから抜け出す事が

　　　出来ます。

※参考資料（各キーの配置とセカンド機能） 通常機能 ２nd（第２）機能

１７．エスプレッソ・ボタン -

１８．コーヒー・ボタン 決定ボタン

１９．ディスプレイ -

２０．カプチーノ・ボタン ページアップ

２１．ラテ・ボタン -

２２．給湯・ボタン -

２３．スペシャル・ボタン エスケープ

　　①アメリカンタイプ

　　②ホットミルク

　　③アメリカンコーヒー

　　④スチーム

２４．クリーニングボタン

２５．スタンバイボタン

ページダウン

-

　　キーの機能は　　　　　　キー

　　 キーの機能は　　　　　  キー

７  プログラムメニュー                                              

７.１  概要                   

ジュンビチュウ 

クレジットメニュー 

インリョウメニュー 

メニューセッテイ 

ｃ 
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auLika ユーザーメニュー 　　弊社出荷時の初期値です

　このメニューセッテイはご購入店又はお取引の業者様へご相談下さい。

　上記に加えミルク量の設定が可能です。

　同上

続く

ＯＦＦ

ＯＮ

クレジットセイギョ

ＯＦＦ

ＯＮ

　７.３　ビバレッジメニュー

インリョウメニュー
　各ドリンク（メニュー）の設定を行います。各メニューで可能な設定は”数値による
　調整”の項を参照。（１５ページ）

ESPRESSO

コーヒー
　同上
　（90-560パルス/約20cc-270cc）

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

　プレブルーイング（蒸し量）、コーヒー温度、抽出量の設定が可能。
　（85-185パルス/約10cc-130cc）

オユ
　給湯量の設定が出来ます。
　（100-750パルス/約50cc-410cc）

クレジットメニュー

クレジットツイカ

クレジットリセット

クレジットヒョウジ

　７.２　クレジットメニュー
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　スペシャルキーには以下のメニューが設定出来ます。

　コーヒーメニューと同じ設定、機能

　ミルクのみの抽出

　断続的にコーヒーが抽出され、最後にお湯がたされます。

　以下の設定によりスチームワンドよりスチームが出力されます。

　ＯＦＦ設定ではスペシャルメニューには表示されない。

　ＯＮ設定で表示される。

　各メニュー毎の使用杯数が確認できます。（リセットも可能）

前回のリセットよりの抽出杯数表示。

前回のリセットよりの抽出杯数表示。

前回のリセットよりの抽出杯数表示。

前回のリセットよりの抽出杯数表示。

前回のリセットよりの抽出杯数表示。

前回のリセットよりの抽出杯数表示。

前回のリセットよりの抽出杯数表示。

前回のリセットよりの抽出杯数表示。

全てのカウンターをリセット。

スチーム

OFF

ON

カウンター

ESPRESSO

SPECIAL インリョウ

アメリカンタイプ

ホットミルク

アメリカンコーヒー

コーヒー

アメリカンタイプ

アメリカンコーヒー

オユ

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

ホットミルク

カウンターリセット
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　ビバレッジ・パラメーター

このセクションは各種ビバレッジメニュー内（１８～１９ページ）での設定可能なパラメーターを説明致します。

　機能：蒸らし量の設定。 　機能：各ミルクメニューのミルク量の設定が出来ます。

ＯＦＦ  ：蒸らし機能なし。

ＬＯＷ ：蒸らし機能がＯＮ．

ＨＩＧＨ：蒸らし量が多くなります。

　機能：コーヒー温度の調整が可能。

ＬＯＷ       ：より低い温度で抽出されます。

ＮＯＲＭＡＬ：通常設定。

ＨＩＧＨ      ：より高い温度で抽出されます。

　機能：コーヒー抽出量の設定が出来ます。 　機能：湯量の設定が出来ます。

　機能：全ての設定が出荷時の工場設定に初期化されます。

コーヒーノリョウ オユノリョウ

　　　　　　　表示される画面 表示される画面

表示される画面

プレブルーイング ミルクノリョウ

コーヒーノオンド

ショキセッテイ

コーヒー 
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　マシンの全体的な設定を行う項です。

　キーボードの電子音のOFFまたはONを設定します。

　電子音はOFFになります。

　電子音がONになります。

　待機時のマシンのボイラーの通電をコントロールします。

　エコモードがＯＦＦになります。ボイラーには常に通電されます。

　エコモードがＯＮになり、抽出に時間を要する場合があります。

　マシン未使用の時間によりスタンバイモードとなります。

　１５分でスタンバイモードとなります。

　３０分でスタンバイモードとなります。

　６０分でスタンバイモードとなります。

　１８０分でスタンバイモードとなります。

　メニューキーを長押しで抽出量設定をOFFもしくはONに設定します。

　長押し設定不可。

　設定可能になります。

　このプログラムに入るパスワードを設定できます。

　パスワードのメモは必ず控えて下さい。万一、パスワードを忘れた場合

　再設定は出来なくなります。

エコモードキノウ

OFF

　７.４　メニューセッテイ

ゼンタイセッテイ

１８０フン

ジドウガクシュウ

OFF

ON

パスワードノセッテイ

３０フン

ON

スタンバイセッテイ

１５フン

６０フン

オトノトーン

OFF

ON
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　使用言語の選択ができます。

　ディスプレイの明るさを調整出来ます。

　ディスプレイのコントラストを調整出来ます。

　水の硬度を設定します。これにより除石灰警告までの期間が異なります。

　水道直結（オプション設定）の設定メニューです。

　通常はＯＦＦ設定となります。

　オプションを取りつけずにこの機能を選択すると、誤動作が

　起きる可能性があります。設定しないで下さい。

フィルターの新規取付、交換時に"YES"を選択します。

マシンの自動設定が開始されます。

※取扱説明書のセクション８．１５を参照して下さい。

OFF

ON

この機能は水道直結が
ＯＦＦの時に有効となります

ON

フィルターノシドウ

ゲンゴ

English ニホンゴ

浄水フィルター取付

1 ２４０リットル ４８０リットル

2 １２０リットル ２４０リットル

3 ６０リットル １２０リットル

コントラスト

ミズノセッテイ

ミズノコウド

　水の硬度の設定値 　除石灰までの水量

ガメンノアカルサ

ディスプレイセッテイ

4 ３０リットル ６０リットル

ミズノキョウキュウ

フィルターノジュンビ OFF

フィルターノシドウ 

フィルターヲ 

シドウサセマスカ？ 
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　ブルーイングユニットの洗浄サイクルが開始されます。詳しくは取扱

　説明書の２８ページを参照して下さい。

　除石灰関連のメニューです。以下を参照して下さい。

　除石灰を開始します。詳しくは取扱説明書のセクション

　８．５を参照して下さい。

　除石灰の警告を表示させるか、なしにするか選択します。

　マシンは警告を表示しません。

　※この設定は行わないで下さい。

　除石灰の必要時期をディスプレイに表示します。

　この機能はミルクメニューを正しく使用する為、カプチナトーレ洗浄の

　クリーニングサイクルを管理致します。
　※このクリーニングサイクルは、カプチナトーレの基本的な正しいメン

　　 テナンスとオペレーションの為のものです。

　　 詳しくは取扱説明書の２７ページを参照して下さい。

　カプチナトーレの洗浄を開始します。

　この機能はカプチナトーレの洗浄時期になった時にディスプレ

　イに警告を表示致します。

　警告は表示されなくなります。

　クリーニングが必要になった時にディスプレイに

　表示されます。　

　全ての設定が工場出荷時の初期値に戻ります。

　一旦リセットすると復元は出来ません。

センジョウカイシ

センジョウケイコク

OFF

ON

ショキセッテイ

ジョセッカイノケイコク

ジョセッカイサイクル

ジョセッカイノカイシ

OFF

ON

CAPPUCCINATOREノセンジョウ

メンテナンスセッテイ

ユニットセンジョウ
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上記の表を参照し、十分なメンテナンスを行って下さい。

メンテナンス不足が原因で故障となった場合、保障期間であっても保障が適用されなくなります。
特に除石灰作業は確実に実施頂くようにお願い致します。

　　①カス容器の洗浄

１）コーヒーカスを捨て、内部を水洗いして下さい。

　②ドリップトレイの洗浄

１）ドリップトレイを本体より引き出し、水洗いをして下さい。

８  クリーニングとメンテナンス                                              

8.１  メンテナンススケジュール                                           

8.２  毎日のメンテナンス                                           

毎月
又は

500杯毎
1 ●

2

3 ●

4 ●

水流での洗浄 ●
クリーニングタブレット洗浄 ●
グリスアップ ●

6 ●

7

8 除石灰作業 ●

9 インテンザ交換（オプション） ●

コーヒー豆ホッパー

警告
表示時

カス容器の洗浄

水タンク洗浄

カプチナトーレの洗浄
ブルーイングユニット

ドリップトレイの洗浄

5

メンテナンススケジュール

周辺部品の洗浄

毎日 毎週
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　③水タンクの洗浄

　④ブルーイングユニットと周辺部品の洗浄
１）マシンの電源を切ります。（マシン背面にスイッチがあります）
２）ドリップトレイをマシン本体より取り外します。
３）グループ仕切り容器を取り外します。

４）付属のキー（鍵）を使いサービスドアーを開けます。

５）ブルーイングユニット・ハンドル上部の”PRESS"部分を
　　 押します。
６）ブルーイングユニットを引き出します。
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７）ブルーイングユニット下のトレイを取り外し、洗浄をして下さい。

８）ブルーイングユニットを水洗いして下さい。

注意）お湯や食器洗浄機などで洗浄はしないで下さい。
　　　 ユニット内部に塗布されたグリースが流れ落ち、故障の
　　　 原因となります。

９）充分に乾燥させ、逆の手順で組み立てます。

　⑤カプチナトーレ・チューブ及び周辺部品の洗浄
１）マシンの電源をいれます。
２）カプチナトーレがマシンにセットされている事を確認して下さい。
３）冷水（約150cc）を容器に入れ、洗浄液MEL-F1000キャップ
　 １杯を入れます。

４）カプチナトーレのミルクチューブを容器に差し込みます。
    （Fig.1参照）

５）マシン操作パネル上のCELANボタンを押下して下さい。
    （Fig.2参照）
６）ディスプレイに以下の表示がされます。

Fig 1

７）操作パネル上のＯＫボタン（コーヒーボタン）を押下します。
    （Fig.3参照）
８）以下の表示がされクリーニングが開始されます（約４０秒）

Fig. 2

センジョ

リンス 

ヨウキヲレイスイヨウキト 

コウカンシテクダサイ 
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９）クリーニングが完了後、再度容器に冷水を入れ、４）から
　　の手順を繰り返して下さい。カプチナトーレをススギます。

Fig. 3

　⑥カプチナトーレー本体の洗浄

　１）本体よりカプチナトーレを取り外します。 　４）カプチナトーレカバーを下図のように上方向に持ちあげ
　　※ロックツマミを押しながら取り外します。 　　 カバーをより外します。

　２）ミルクチューブをカプチナトーレから取り外します。　５）下図のようにバルブを取り外します。

　３）リングをカプチナトーレより取り外します。 　６）サクションチューブジョイントを下図のように取り外します。

　７）取り外した各部品を洗浄剤MEL-F1000で稀釈した水に十分な時間漬け置きをし、ミルク脂肪分など固着物
を洗浄します。

その後、水で十分にススギ、逆の手順で
組み立てをします。
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　①クリーニングタブレットを使用したブルーイングユニットの洗浄

　１）製品に同梱されていた「クリーニングタブレット」を用意します。
　　（１箱/タブレット１０粒入り）

　２）プログラムメニューに入ります　・・・ １７ページ参照

　３）プログラムメニューに入ると以下の画面表示になります。

　３）　　　　　　　ボタン（２４）を押し、カーソルを移動しメニューセッテイを選択します。
　　　　カーソルがメニューセッテイ迄移動したら、　　　　　ボタン（１８）を押します。

　４）画面は以下のようになり、次にメンテナンスセッテイに　　　　　　ボタン（２４）を押し移動させます。
    

　　カーソルがメンテナンスセッテイ迄移動したら、　　　　ボタン（１８）を押します。

　６）以下の画面が表示されますので、　　　　ボタン（１８）を押します。

　７）以下の画面が表示されますので、　　　　ボタン（１８）を押します。

クリーニングは途中で止めることは出来ません。

クリーニングが終了するまで約３分程かかります。
クリーニング中は本製品から離れないで下さい。

　８）クリーニング実行するなら　　　　ボタン（１８）を押します。キャンセルする場合は、　　　　ボタン（２３）を押します。

クリーニングタブレット

8.３  毎週のメンテナンス                                           

クレジットメニュー 

インリョウメニュー 

メニューセッテイ 

クレジットメニュー 

インリョウメニュー 

メニューセッテイ 

ディスプレイセッテイ 

ミズノセッテイ 

メンテナンスセッテイ 

ゼンタイセッテイ 

メンテナンスセッテイ 

ユニットセンジョウ 

ジョセッカイサイクル 

CAPPUCCINATOREノセンジョウ 

メンテナンスセッテイ 

ユニットセンジョウ 

ユニットセンジョウヲ 

シドウサセマスカ？ 
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　９）画面には以下の表示がされます。

　１０）以下の各部品を取り外します。

１）ドリップトレイをマシン本体より取り外します。
２）グループ仕切り容器を取り外します。

３）付属のキー（鍵）を使いサービスドアーを開けます。

４）ブルーイングユニット・ハンドル上部の”PRESS"部分を
　　 押します。
５）ブルーイングユニットを引き出します。

　１１）画面に以下の表示がされたら　　　　　ボタン（１８）を押します。

ユニットセンジョウ 

ユニットノトリハズシ 

ユニットセンジョウ 

クリーニングタブレットヲ 

イレテクダサイ 
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　１２）下図のようにクリーニングタブレットをブルーイングユニットを入れます。次に前頁の（１０）で取り外した全ての部
　　　　品をマシンに戻し確実にセットして下さい。

必ずセットする部品

① ブルーイングユニット
② グループ仕切り容器
③ ドリップトレイ
④ サービスドアーをキー（鍵）で確実に閉める

　１３）画面は以下の表示がされます。　　　　　　ボタン（１８）を押して下さい。

　１４）約５００cc程度入るカップなどの容器をコーヒー抽出口の下に置きます。

　１５）容器のセットが完了したら　　　　　ボタン（１８）を押して下さい。クリーニングを開始し自動的に停止します。

クリーニングが完了すれば、通常画面に戻ります。
再度、ブルーイングユニットをマシンから取り出し、水洗い洗浄の実施をお願いします。

ユニットセンジョウ 

コンテナーヲドリップトレイ 

ノウエニオイテクダサイ 

ユニットセンジョウ 
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7.4

　除石灰作業

毎月又は５００杯に一度この作業を実施して下さい。

ブルーイングユニットを取り外し、以下に示す箇所にグリスを塗布して下さい。

　両サイドの溝にグリスを塗布して下さい。

ピンの根本にグリスの塗布をお願いします。

8.4  ブルーイングユニットのグリスアップ                                           
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除石灰剤は飲まないで下さい。又、お酢など当社指定の除石灰剤以外は使用しないで下さい。
この場合、保障対象外となります。

除石灰作業をする前にインテンザ（INTENZA）をご使用になられている場合、取り外しをして下さい。
インテンザを取り付けたままこの作業を実行すると故障の原因となります。

　　　　　　マシンをONにし、自動リンス作業が終わるまでお待ちください。

　　　　　　プログラミングモードに入って下さい。（セクション7.1参照）

　　　　　　 　　　　　　クリーンボタン（２４）を2回押下し、カーソルをメニューセッテイに合わせて下さい。

　　ボタンを押下して下さい。表示は以下になります。

　　　　　　ボタンを3回押下してメンテナンス設定にカーソルを合わして下さい。

ボタンを押下し、以下の表示に切り替えて下さい。

　　　　ボタンを1回押下し、カーソルをジョセッカイサイクルに合わせ 　　　 ボタンを押下して下さい。

　　　　　以下の表示になりますので、ジョセッカイヲカイシにカーソルがあるのを確認し 　　　ボタンを
　　　　　押下して下さい。

8.5  除石灰作業                                        

クレジットメニュー 

インリョウメニュー 

メニューセッテイ 

クレジットメニュー 

インリョウメニュー 

メニューセッテイ 

ディスプレイセッテイ 

ミズノセッテイ 

ゼンタイセッテイ 

メンテナンスセッテイ 

ディスプレイセッテイ 

ミズノセッテイ 

ゼンタイセッテイ 

メンテナンスセッテイ 

ユニットセンジョウ 

ジョセッカイサイクル 

CAPPUCCINATOREノセンジョウ 

メンテナンスセッテイ 

ユニットセンジョウ 

ジョセッカイサイクル 

CAPPUCCINATOREノセンジョウ 

メンテナンスセッテイ 

ジョセッカイ カイシ 

ジョセッカイ ケイコウ 

ジョセッカイサイクル 
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　　　　　次に以下の表示になりますので、 　　ボタンを押下して下さい。

　　ボタンを押下するとキャンセルされます。

　　　　　ハイを選択すると除石灰サイクルは開始され、これ以降キャンセルは出来ません。

　　　　これより表示は以下の手順で除石灰が進んで行きます。

　表示　①　タンクニジョセッカイザイヲイレテクダサイ　

水タンク背面に左のマークがあります。除石灰剤MEL-F2000一本を入れ、新鮮な水をこのマークまで
補充して下さい。

　　　補充が完了すれば左図のOKボタンを押下して下さい。

　表示　②　ドリップトレイヲカラニシテクダサイ
　　　ドリップトレイを抜きトレイ内の排水を捨てて下さい。

　　　セットが完了したらOKボタンを押下して下さい。

　表示　③　コウセイカクブヲツツケタCAPPUCCINATOREヲセットシテクダサイ
　カプチナトーレをセットして下さい。

　　　セットが完了したらOKボタンを押下して下さい。

　表示　④　ミルクトネットウノソソギグチニヨウキヲセットシテクダサイ

　給湯口とカプチナトーレの下に容器をセットして下さい。
　※　合計で約1,300ccの水が排水されます。十分な容量の
　　　 ある容器をご用意下さい。

         セットが完了したらOKボタンを押下して下さい。
         除石灰がストート致します。

表示は左図のようになりインジケーターが進捗を
表示致します。

※チュウシ表示がありますが、これは一時的に
作業を中断する意味で除石灰サイクルを中止する
意味ではありません。

　表示　⑤　タンクをススギ　ミズヲイレテクダサイ
　水タンクをよく洗浄し水をMAXの位置まで入れて下さい。

　　　水の補充が完了すればOKボタンを押下します。

ジョセッカイサイクル 

ジョセッカイヲ 

イイエ ハイ 

ジョセッカイサイクル 

ダンカイ 1/2 

チュウ
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　表示　⑥　ドリップトレイヲカラニシテクダサイ

　　　ドリップトレイの排水を捨て、セットが完了すればOKボタンを押下して下さい。

　表示　⑦　コウセイカクブヲツツケタCAPPUCCINATOREヲセットシテクダサイ　
　カプチナトーレをセットして下さい。

　表示　⑧　ミルクトネットウノソソギグチニヨウキヲセットシテクダサイ　
　給湯口とカプチナトーレの下に容器をセットして下さい。
　セットが完了したらＯＫボタンを押下して下さい。

     除石灰作業段階２（すすぎ作業）が始まります。

　段階２が終了すると自動的にマシンは立ち上げ作業に入ります。
　マシンが立ち上がれば、ブルーイングユニット、カプチナトーレの洗浄をお願いします。
　又、ドリップトレイの排水を捨てて下さい。

ジョセッカイサイクル 

ダンカイ 2/2 

チュウ
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　⑦ヘルプメッセージ一覧

サービスドアー（８ページ６番）が開いています。正確に閉じてドアーロック
をして下さい。

ドリップトレイ（８ページ１３番）が正しくセットされていません。
正しくセットをして下さい。

カス容器（８ページ１４番）を正しく（奥まで）セットして下さい。

グループ仕切り容器（８ページ２６番）が正しくセットされてません。
正しくセットして下さい。

コーヒーホッパー蓋（コーヒー豆容器の蓋）が正しくセットされて
いません。正しくセットして下さい。

水タンク内の水が少なくなりました。水を補給して下さい。

ブルーイングユニット（２５ページ５番）が正しくセットされていません。
正しくセットして下さい。

ヘルプメッセージ 　　 リセット方法

サービスドアヲ 

シメテクダサイ 

ドリップトレイヲ 

セットシテクダサイ 

カスヨウキトドリップトレ 

イヲセットシテクダサイ 

グループシキリヨウキヲ 

セットシテクダサイ 

コーヒーホッパーノドアヲ 

シメテシテクダサイ 

タンクにミズヲ 

タシテクダサイ 

ユニットヲ 

セットシテクダサイ 
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カプチナトーレ（８ページ④番）が正しくセットされていません。
正しくセットして下さい。

カプチナトーレにバルブがセットされていません。２７ページ５）のセクション
を参照し、正しくセットして下さい。

コーヒー豆がなくなりました。豆の補充をして下さい。
この画面は、コーヒーホッパー蓋の開閉でリセット出来ます。

除石灰時期に到達しました。除石灰をして下さい。
除石灰剤は、MEL-F2000を使用します。除石灰作業を実施しないで
放置しておくとマシンにダメージを与えます。
又、除石灰を実施しないで故障した場合、保障の
対象外となりますのでご注意ください。

インテンザ（浄水フィルター：オプション）の交換時期です。
取説に従い、交換をお願い致します。
※インテンザ使用中のみ表示されます。

後数杯でカス容器が満杯になります。なるべく早くコーヒーカスを捨てて
下さい。
※このメッセージ表示中でも使用は可能です。

CAPPUCCINATOREヲ 

セットシテクダサイ 

CAPPUCCINATOREニバ

ルブヲセットシテクダサイ 

コーヒーヲイレテクダサイ 
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カス容器内のカスが満杯（約４０杯）に達しました。カスを捨てて下さい。

２４ページ参照

スタンバイモード（未使用で１８０分経過）になると

が赤色で点滅致します。このモードから使用可にするには再度
ボタンを押下して下さい。

マシンエラーが発生しました。一旦電源を切り、３０秒経過後に再度電源
をいれなおします。
それでも改善されない場合は、サービスセンターにご連絡下さい。
フジ産業㈱ 三郷サービスセンター　☎ ０４８－９４９－２８８８

除石灰作業を放置しておくと、このメッセージが出て強制的に実行が必要
となります。又、除石灰作業を実施しないと使用可能になりません。
マシンを安全にお使い頂く為の警告になります。速やかに除石灰作業を実
施して下さい。

お問い合わせは

コーヒー事業部
〒104-0041　東京都中央区新富町1丁目6番1号

電話03-3523-1811　　ＦＡＸ 03-3523-1812

カスヨウキヲ 

カラニシテクダサイ 
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