
ホット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: SCIROCCO
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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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まずはじめに

・製品を箱から取り出してください。
　※製品を箱から取り出す際にフォーセットを掴まないようにして下さい。
・水平な位置に設置して下さい。
・製品にダメージが無いことを確認し、もしも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。

フィン

コンテナカバー

リングパッキン
フォーセット

フォーセットレバー

フォーセットスプリング

コンテナ

ON/OFFスイッチ

サーモスタット

ドリップトレイ

各部の名称

センターロッド

フォーセットピン
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設置方法

・水平な場所に設置し、下図の様に各パーツの取付けを行なって下さい。

③

②

①

図１

図２

図３

１．フォーセットの組立を行います。
　　上図１のようにフォーセットの溝にリングパッキンを取付けます。

２．コンテナにフォーセットを取付けます。
　　上図２の順にコンテナにフォーセットパーツを取付けてください。

　　①コンテナにフォーセットを差込む
　　②フォーセットレバーとフォーセットスプリングを
　　　フォーセットにセットする(右図①参照)。
　　③フォーセットピンでフォーセットを固定します。

４．本体にコンテナをセットし、上図３のようにフィンを取付けてください。

５．ドリップトレイを取付け、コンテナカバーをセットし、組立は完了です。

フォーセットレバーに
フォーセットスプリング
を取付ける。

フォーセットレバーの突起部を
フォーセットにセットします。

３．本体にコンテナをセットします。
　　コンテナの中心に本体のセンターロッドを差込みます。
　　フォーセットが正面に向くようにコンテナをセットします。
　※本体正面(右図②参照)にフォーセットをセットして下さい。

図①

図②
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注意

電源プラグ等の電気部品に直接水が
かからない様に注意して下さい、
ショート、感電の恐れがあります。

オペレーションを開始する

１．電源プラグがコンセントに差し込んである事を確認して下さい。

２．コンテナにドリンクを注ぎ本体にコンテナをセットします。
　・右図のON/OFFスイッチを"ON"にして下さい。
　　ON/OFFスイッチを"ON"にするとフィンが回り始め、攪拌が開始されます。

　・サーモスタットをお好みの温度に設定して下さい、加熱を開始します。

　

３．ドリンクがお好みの温度に上昇したら(ON/OFFスイッチが消灯)、
    サーモスタットの設定温度を確認し、保温を開始して下さい。
　　
　※保温温度は70℃以上でご使用ください。
　※本体に注ぎいれるドリンクの温度によって加熱から保温状態になる
　　までの時間は異なります。
　※ドリンクにより保温可能な時間は異なりますのでドリンクの物性をよく
　　ご確認の上ご使用ください。

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。

禁止

運転中は本体とコンテナの設置部分が大変熱くなりますので手を触れないで下さい。
火傷などのケガをする恐れがあります。

ON/OFFスイッチは加熱中点灯します。
攪拌は電源が ON の間続きます。

OFF

ON サーモスタット

ON/OFFスイッチ

ドリンクをカップに注ぐ

・ドリップトレイにカップをセットし、ドリンクを注ぎます。
・フォーセットレバーを手前に引くとフォーセットが開きドリンクを注ぐ事が出来ます。
※フォーセットは自動的に閉じますが、液垂れを防ぐ為にドリンクを注いだ後にフォーセットレバー
　を戻すことをおすすめします。

禁止

運転中は本体とコンテナの設置部分が大変熱くなりますので手を触れないで下さい。
火傷などのケガをする恐れがあります。

－ドリンクの加熱について－

・ドリンクが設定温度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手鍋やスチームなどで加熱しておくと設定温度まで達する時間を短縮
することができます。

・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設定温度へ到達
　する時間を短縮することができます。

※注ぎ足しの場合でもドリンクを事前に手鍋やスチームなどで加熱しておくと設定温度まで達する時間を短縮
　することができます。
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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、フォーセットレバー、
　　フォーセットスプリング、フォーセットピン、フィンは中性洗剤を
　　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。
　
　※フォーセットの分解方法は右図参照。

　※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、本体からコンテナ取外してから各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。落ちにくい汚れは研磨剤の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。
洗剤をふき取る際には乾いた布またはよく絞った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。

③

②

①
－コンテナの分解洗浄－

コンテナは以下の手順で分解洗浄することが可能です。
定期的に分解洗浄を行ってください。

コンテナを裏返し、コンテナガスケットを取外します(左図①②参照）
してください。
コンテナガスケットは工具なしで取外すことが出来ます。

① ②

コンテナを押さえ、左図③④の様にコンテナの底面を取外します。

コンテナ底面のガスケットを取外し、コンテナ底部とガスケットを
中性洗剤で洗浄を行ってください。

コンテナの組立は分解と逆の手順で行ってください。
※各パーツは洗浄後よく乾燥させアルコールスプレーで消毒を行ってください。

コンテナにコンテナの底面を取付ける際には底面とコンテナの位置を必ず右図の
様にセットしてください。

③ ④

⑤
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トラブルシューティング

問題 原因 解決方法

製品が温まらない ・電力不足

・コンテナが正しくセットされて
　いない
・ヒーティングエレメントの故障

・電源プラグがコンセントが差し込んであること
　を確認してください
・コンテナを正面に向けるように正しくセット
　してください。
・販売店へ連絡をしてください

攪拌機が回らない ・電力不足

・センターロッドが定位置に設置
　されていない

・モーターの故障

・電源プラグがコンセントが差し込んであること
　を確認してください
・センターロッドをはずし再度定位置に取り付け
　てください

・販売店へ連絡をしてください

フォーセットからの漏れ ・フォーセットが定位置に設置されて
　いない

・内部に詰りがありレバーが戻って
　いな

・リングパッキンの消耗

・コンテナ内を空にしてフォーセットを取り外し
　再度取り付けてください
　
・フォーセットを取り外し洗浄してください

・リングパッキンを交換して下さい

コンテナ底部からの漏れ ・コンテナ底部が正しくセットされて
　いない

・ガスケットの消耗

・コンテナ底部を取り外し再度正しく取り付けて
　ください

・ガスケットを交換して下さい
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販売店
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