
コールドドリンクディスペンサー
取扱説明書

お買上げありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みい
ただき、正しくお使いください。
安全にご使用いただくために必ず
「安全上のご注意」はお読み下さい。
お読みになった後は、大切に保管し
てください。

Model: Jolly 8.1G / 12.1G / 8.2G / 12.2G
       Extra 12.1C / 12.2G
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警告

安全上のご注意

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり
修理・改造は行わないで下さい。
発火したり異常作動してケガをしたり事故
の原因となります。

禁止

コンテナをセットせずに運転しないで下さい。
ケガをする恐れがあります。
またコンテナ内が空のまま運転しないで下さ
い。
故障の原因となります。

アース工事

アースは確実につないで下さい。
アースが不完全の場合は火災や感電の原因と
なります。

電源コードは途中で接続したり延長コードを
使用しないで下さい。
また電源コード並びに電源プラグは機具の
電気容量に合った物を必ずご使用下さい、
感電や発熱火災の原因となります。専用電源

水掛け禁止

モーターユニットを水につけたり、水を掛け
たりしないで下さい。
ショート、感電の恐れがあります。

ふた開け禁止

運転途中に、コンテナカバーを開けたりコン
テナーの中へ指、スプーン、はし等入れない
で下さい。
故障の原因やケガをする恐れがあります。

禁止

部品の取付、取外しやお手入れをするとき
は必ず器具のスイッチを切り電源プラグを
抜いて下さい。手を引き込まれたり感電事故
の原因となる恐れがあります。
＊電源プラグを抜く際には必ず機具のスイッ
チを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

強制

電源プラグを抜くときはコードを持たずに
必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて
下さい。
感電やショートして発火することがあります。

スイッチＯＦＦを確かめてから、電源プラグ
を抜き差しして下さい。
感電等、ケガの原因となります。

強制 強制

禁止

コードや電源プラグが傷んだりコンセント
の差込みがゆるいときは使用しないで下さい。
感電・ショート・発火の原因となります。

禁止

コードを傷つけたり、破損したり、加工した
り、無理に曲げたり、無理に引っ張ったり、
ねじったり、束ねたりしないで下さい。
また、重いものを乗せたり、挟み込んだりす
るような加工をすると、コードが破損し火災
や感電の原因となります。

禁止

交流100V以外は使用しないで下さい。
火災や感電の原因となります。

移動禁止

運転中に移動させないで下さい。
ケガの原因となります。

禁止

不安定なところでは使用しないで下さい。
ケガの原因となります。

禁止

運転中にコンテナ取外しは行わないで下さい。
感電事故やケガの原因となります。

濡手禁止

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れた
り、電源スイッチを操作しないで下さい。
感電の原因になります。

危険ですので回転部には直接手を触れないで
下さい。
ケガの原因となります。

禁止

危険ですので、お子様には使用させないよう
にして下さい。

注意
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ドリップトレイ

サイドパネル
プッシュハンドル

On/Offスイッチ

フット

コンテナカバー

攪拌パドル

フォーセット

フォーセットガスケット

コンテナ

コンテナ
ガスケット

プッシュハンドル

フット

プッシュハンドル

On/Offスイッチ

ドリップトレイ

サイドパネル

プッシュハンドル

コンテナ

コンテナ
ガスケット

インペラー

シャフト

コンテナカバー

フォーセット

フォーセットガスケット

各部の名称

【 MODEL: EXTRA 】

【 MODEL: JOLLY 】
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まずはじめに

注意

・製品を箱から取り出してください。

本体を箱から取り出す際はコンテナ、パドルまたはシャフトなどを掴まず、本体下部をしっかりと掴んで
取り出してください。

・製品に破損箇所がないか確認してください。
　ダメージが見られる場合には製品を使用せずに販売店へご連絡下さい。

・本体を水平な位置に設置してください。
　

・空冷機器の為、空気の通りをよくする為に本体の周囲１５ｃｍはスペースを確保して下さい。

・フットがしっかりと取り付けられているか確認を行ってください。

各パーツの取付と取外し

ー 初めてご使用になる前に必ず各パーツが正しく取付けられているか確認してください。－

・コンテナ、コンテナカバー、フォーセット、フォーセットガスケット、プッシュハンドル、
　コンテナガスケット、攪拌パドル(EXTRA)、インペラー(JOLLY)はご使用前に必ず中性洗剤を使用し
　スポンジなどで洗浄を行ってください。

※　研磨剤を含んだ洗浄液やスポンジなどをご使用になりますとキズが付く場合があります。

－ドリップトレイの取付と取外し－

・ドリップトレイには排水用ホースのコネクターが付いています。
　必要に応じてコネクターに切込みを入れ、ホースを使用して排水を
　行うことができます(右図参照)。

・ドリップトレイを本体全面下部(各部の名称を参照)に取付けます。

ドリップトレイ

必ず製品の電気仕様をよくご確認のうえ正しくお使いください。

電源コードは途中で接続したり延長コードを使用しないで下さい。
コンセントは機具の電気容量に合った物を必ずご使用下さい。
感電や発熱火災の原因となります。

専用電源

アース工事

アースは確実につないで下さい。
アースが不完全の場合は感電の原因となります。

注意

－ ご使用の際は下記のことを守って安全にお使いください。－

メンテナンスの際は、必ずスイッチを切ってから電源プラグを抜いてください。事故の原因となります。

電源コードをつかんで製品を動かさないでください。

電源コードに損傷の痕が見受けられたら使用を中止してください。

修理が必要の際は、必ず販売店にご連絡してください。

修理の際は必ず純正部品をお使いください。
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②

１

－コンテナの取外し－

２．コンテナカバーを外します。

４．コンテナ前側 ① (右図①参照)を手前に引きながら②の方向に
　　コンテナを持ち上げます。

１．コンテナを空にします。
　　コンテナを取外す前に必ずコンテナを空にして下さい。

５．コンテナガスケットを取外します(右図②参照)。

図①

図②

３．攪拌パドルを取外してください(EXTRAの場合)

６．インペラー(JOLLYの場合)を取外します。

７．プッシュハンドルを押しながら(図③参照)フォーセットを取外します。
図③

①

① ②

－コンテナの取付－

１．プッシュハンドルを所定の位置に押さえ、ハンドルを押しながら
　　(図④参照)フォーセットを取付けます。

２．インペラー(JOLLYの場合)を取付けます。

３．コンテナガスケットを取付けます(右図⑤参照)。

４．コンテナ後ろ側 ① (右図⑥参照)を本体のフックに引掛けコンテナを 
　　② の方向に下ろし本体のフックに引掛けてコンテナを固定します。

５．攪拌パドルを取付けてください(EXTRAの場合)

６．コンテナカバーを取付けて完了です。

図④

図⑤

図⑥
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ご使用方法

・コンテナ、コンテナカバー、フォーセット、フォーセットガスケット、プッシュハンドル、
　コンテナガスケット、攪拌パドル(EXTRA)、インペラー(JOLLY)はご使用前に必ず中性洗剤を
　使用しスポンジなどで洗浄を行ってください。

※　研磨剤を含んだ洗浄液やスポンジなどをご使用になりますとキズが付く場合があります。

・ご使用になる前に全てのパーツが正しく取付けられているか確認して下さい。

１．コンテナにドリンクを注ぎます。
    ※ 水位線以上注ぎいれないよう注意して下さい。

２．ドリンクが水で希釈するタイプ(濃縮液やパウダータイプ)の場合は水を先に注ぐようにして
　　下さい。また、オレンジやグレープフルーツなどの生搾りジュースでご使用の場合はコンテナ
　　に注ぎいれる前に濾し、種などを取り除いてください。
　　粘度の高い飲料や粒入りジュースは均一に冷却されなかったり、フォーセット部の詰りの原因となります。

３．コンテナにコンテナカバーを取付けます。
　　※ 不純物混入の原因となりますので必ずコンテナカバーを取付てご使用ください。

－コントロールスイッチ－

JOLLY

・操作スイッチは電源 ON/OFF の切替スイッチのみとなります。
　電源を ON にすると冷却と攪拌が開始されます。

冷却はドリンクの温度が○○℃に達すると一時的に止まります。
攪拌は電源が ON の間続きます。

ON

OFF

・操作スイッチは冷却用の電源 ON/OFF 切替スイッチと、攪拌パドル用作動スイッチの２種類あります。

冷却用メインスイッチです、本体正面右上にあります。
冷却はドリンクの温度が○○℃に達すると一時的に止まります。

ON

OFF

攪拌パドルの作動スイッチです、本体正面中央上にあります。
攪拌は OFF で停止し、ON の間は攪拌を続けます。

ON

OFF

５．コントロールスイッチを操作してオペレーションを開始します。

－冷却について－

・ドリンクが○○℃まで達する時間は環境温度やコンテナに注ぎ入れるドリンクの温度によって異なります。

・コンテナに注ぎいれるドリンクを事前に冷蔵庫などで冷やしておくと○○℃まで達する時間が短縮ることが
　できます。

・コンテナにドリンクを注ぎ足す場合は、コンテナの水位が半分以下になる前に注ぎ足すと再度○○℃へ到達
　する時間を短縮することができます。

４．本製品が２連式の場合、片方の容器のみで使用する場合は必ずもう片方の容器にもコンテナ水位の半量程度
　　の水を入れてお使いください、冷却能力が低下する原因となります。

EXTRA

・飲料が凍る恐れがありますので水位が１リットル以下になったら注ぎ足しをおこなうか、注ぎ足しをしない
　場合には本体のスイッチをOFFにして飲料を別コンテナに移し変えてください。6 HP2020.6.1



－ メインテナンスについて －

メインテナンス作業はスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて行ってください。

強制

部品の取付、取外しやお手入れをする際は必ず器具のスイッチを切りコンセントから電源プラグ
を抜いて下さい。回転部に手を引き込まれたり感電事故の原因となる恐れがあります。
電源プラグを抜く際には必ず器具のスイッチを切り、乾いた手でプラグ部分を持って抜いて下さい。

２．コンテナ、コンテナカバー、フォーセット、フォーセットガスケット、プッシュハンドル、
　　コンテナガスケット、攪拌パドル(EXTRA)、インペラー(JOLLY)は中性洗剤を使用しやわらかい
　　スポンジなどで洗浄を行ってください。

※　研磨剤を含んだ洗浄液や金だわしなどをご使用になりますとキズが付く場合がありますので
　　ご使用を避けてください。

各パーツの洗浄

１．コンテナ内を空にし『各パーツの取付と取外し』(P2)を参照して各パーツを取外してから
　　パーツの洗浄を行います。

水掛け禁止

表面は毎日布でふいてください。落ちにくい汚れはステンレス専用クリーナー、または研磨剤が
入っていない洗剤を使ってふき取ってください。
本体に直接水を掛けますと故障や感電事故の原因となりますのでクリーニングの際には本体に
直接水を掛けないで下さい。
ステンレスクリーナーや洗剤をふき取る際には乾いた布または濡れ布巾でよく拭き取ってください。

本体表面部分のクリーニング

３．各パーツは中性洗剤で洗浄した後によく乾燥させ、アルコールスプレーでの消毒を行ってください。

－トラブルシューティング－

飲料がまったく冷えない（作動しない）
・停電ではありませんか？
・電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？

－ブレーカーをチェックしてください。
－電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。

飲料がよく冷えない
・周囲の温度が３０℃を超えていませんか？
・外部から熱の影響をうけていませんか？
・本体の周囲に物を置いて通気を悪くしていませんか？
・コンテナに温度の高い飲料を入れていませんか？
・日光の直射を受けていませんか？
・攪拌用インペラー(Jolly)、パドル(EXTRA)は正しく
　取付けられていますか？

－換気をし、周囲の温度を下げてください。
－周囲にある熱源を遠ざけてください。
－本体への通気を良くしてください。
－冷ましてから入れてください。
－直射日光の当たらない場所に移動してください。
－再度取付けを確認してください。

容器のはめ込み部から飲料が漏れる
・コンテナガスケットは正しく取付られていますか？

・コンテナは正しく取付けられていますか？
・コンテナガスケットが破損していませんか？

－コンテナガスケットの裏表など、再度取付け方法をを確認
　してください。
ーコンテナの取付け方法を再度確認してください。
－破損している場合は交換してください。　
　販売店にご相談ください。

異常音がする

・運転中は機械の運転音(攪拌用モーター音)他にコンプレッサーの起動、停止時に動作音がします。
　これは異常ではありません。
・カタカタという様な振動音がする場合には据付の確認をおこなってください。水平な場所に本体が水平になるように
　据付て下さい。本体底についているフットで微調整が出来ます。また、何かが本体に触れている場合やコンテナカバー
　が正しく取付けられていない場合にも振動音が発生します。
・攪拌用インペラー(Jolly)、パドル(EXTRA)が正しく取付けられていない場合にも異音が生じます。
　取付け方法を再度確認してください。

フォーセット部から飲料が漏れる
・フォーセットにフォーセットガスケットは正しく取付
　けられていますか？
・フォーセット部は正しく組立られていますか？
・フォーセットガスケットが破損していませんか？
・コンテナのフォーセット差込み部にひび割れなどはあ
　りませんか？
・粒入りジュースで使用していませんか？

－フォーセットガスケットを正しく取付けてください。
ーフォーセット部の組立方法を再度確認してください。
－破損している場合は交換してください。　
　販売店にご相談ください。
ー破損している場合は交換してください。　
　販売店にご相談ください。
－粒入りジュースは使用できません。7 HP2020.6.1



販売店
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