
ご使用上のご注意

  ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有
しています。
  この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お
客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ
利用することができます。

１.お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
 
２.お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件
   を一緒に付す必要があります。
 
３.お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、
   上映等に利用することはできません。

  当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン
ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ
イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容
についてもいかなる保証をするものでもありません。
  またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権

表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも
  製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替
  えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点
  のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。
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取扱説明書

サイフォン式コーヒーメーカー
カフェタウン

■このたびは、お買い上げいただきまして、

誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよく読んでから使用

してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

■この取扱説明書は必ず保管してくだ

さい。
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100V

結び目重い物の下じき 破れ つぎたし

使用中や使用直後はヒーター
に手を触れないでください。

高温ですのでや
けどをします。

サーバーがはず
れて破損事故や
やけどの原因に
なります。

蒸気に手をかざしたり触れな
いでください。

やけどをするこ
とがあります。

コーヒーの抽出中や保温中は
本体を移動しないでください。

不安定な場所や熱に弱い敷物
の上では使用しないでください。

電源コードを傷つけたり、破損
させたり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たり、たばねたりしないでくだ
さい。また、重い物を乗せたり、
挟み込んだりすると、電源コー
ドが破損し、火災・感電の原因
になります。

サーバーを直火にかけないでください。

取っ手が燃え、火災の原因になります。

電源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
わないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグにごみを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

1 2

火災・感電の原
因になります。

交流100V以外では使用しない
でください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用
前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警 告 注 意

１５A
 以上

ショート・感電の
恐れがあります。

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたり
しないでください。

やけど・感電・け
がをするおそれ
があります。

子供使用
禁　止

子供だけで使わせたり、幼児
の手の届くところで使わない
でください。

やけどの恐れが
あります。

禁　止

ロートをはずして使わないで
ください。

過熱故障や火災
の原因になります。

空炊きをしないでください。

他の器具と併用
すると分岐コン
セント部が異常
発熱して発火す
ることがあります。

コンセントを
単独使用

定格15A以上のコンセントを
単独で使ってください。

発火したり、異常
動作してけがを
することがあり
ます。

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
ないでください。

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

接触禁止 接触禁止

転倒によるやけ
どや火災の原因
になります。

感電やショートして発火することがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って
引き抜いてください。

プラグを
持って抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

使用時以外は、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから
抜いてください。

プラグを抜く

禁　止



サーバーに入れた水
が沸騰すると一気に
ロートへ上がります。
この空気口がないと、
水が沸騰しないうち
にロートへ上がって
しまいコーヒーが抽
出できません。

●新品のネルフィルターおよびろ過布は必ず一度煮沸してください。
　においが取れて、おいしくコーヒーを味わっていただけます。

●初めてお使いになるときヒーターから煙がでたり、においがすることがありますが、故
障ではありません。ご使用によりでなくなります。

1.ロート及びサーバーは付属のもの以外
は、ご使用にならないでください。

ガラスが破損した場合は、お買い求めの
販売店又は、直接「お客様サービス係」
へお問い合わせください。

2.扇風機・クーラーやファンヒーターの
前など風が強い所でご使用になります
と、センサーが正常に機能しなくなる
事がありますのでご注意ください。

3 4 5

スタンド受け

へら部
お湯がロートへ

上がったとき浮

いたコーヒー粉

をほぐします。

把手

ロート

ロート立て
ロート

お使いになるまえに

1.ロートにネルフィルターをセットします。

2.コーヒー粉をロートに入れます。

3.サーバーに水を入れます。

ご注意

①ロート中央のパイプにクサリ、ワイヤーを通し、ク
サリを引っぱりながらワイヤーのフックをロート
のパイプに引っかけます。

②安定した台にロート立てを置き、図のようにロート
を立てます。

コーヒー粉をカップ数に応じて計量スプーンで計り
ロートに入れます。

カップ数

4カップ

3カップ

2カップ

計量スプーン

4杯

3杯

2杯

粉の量（すりきり）

約32g

約24g

約16g

サーバーに必要なカップ数の目盛まで、水を入れます。

※計量スプーンすりきり1杯は約8gです。
●コーヒー粉はお好みに応じて中びき・荒びきをご使
用ください。

●粉の量は、お好みに応じて加減してください。

●4カップ以上の水を入れないでください。
　沸き上がったとき、お湯があふれて危険です。
●水の量が2カップの目盛より少ないとコーヒーが
うまく抽出できません。

ご注意

〔ロートの空気口について〕
〔ご注意とお願い〕

サーバースタンド

ヒーター

サーバー

ロートゴム

ネルフィルター

空気口

計量スプーン
コーヒー粉を計ります。

ネルフィルター

ロート

ロート

ロート立て

ロート

ろ過布

フィルター

ワイヤー

クサリ

温度センサー

通電ランプ

本体

マグネットプラグ 電源プラグ

電源コード

ロート立て

（ ）

コーヒー粉の目安

4.ロートをサーバーにセットします。

5.コードを接続します。

6.サーバーをセットします。

①マグネットプラグを本体に接続します。

②電源プラグをコンセントに接続します。

サーバーの把手の下部を本体の凹部分に合わせて、
ヒーターの上にサーバーを正しくセットしてください。
サーバーをセットすると自動的に電源が入り、通電ラ
ンプが点灯します。
※使用中はロートにロート立てはのせないでください。

●サーバーの表面やヒーターの表面に水気や異物が
付いていたら、置く前に必ずふき取ってください。

●サーバーが正しくヒーターにのっていないと正常
に動きません。

●空のサーバーは絶対にのせないでください。
　ガラスが割れたり、ヒーターをいためる原因にな
ります。

ご注意

サーバーの底部を押えてロートをサーバーに静かに差
し込みしっかり固定します。

●差し込むときは、無理に力を加えないでください。
　スタンドの変形、ガラスの破損の原因になります。

ご注意

●マグネットプラグの先
端や端子穴に破片やゴ
ミなどが付着している
ときは、必ず電源プラ
グを抜いてから取り除
いてください。

お手入れは電源プラグ
を抜いてから

ご注意

サーバー

ロート

サーバースタンド

把手下部

本体凹部

通電ランプ

端子穴

使いかた各部の名称とはたらき



6 7 8

使いかた

定 格

最 大 容 量 /様 式

製 品 寸 法（約）

製 品 質 量（約）

コ ー ド 長 さ（約）

付 属 品

100V 405W 520cc/サイフォン式

幅210×奥行170×高さ290 mm

1,350 g

1.4 m

ネルフィルター・計量スプーン

こんな時は 調べるところ 処　　　　置

通電ランプが点

灯しない

沸とうしてもロート

にお湯が上がらない

沸とう前にお湯が

ロートに上がる

サーバーに抽出

したコーヒーが

おちてこない

通電ランプが点灯して

いるが、お湯がわかない

電源コードが正しく接続されていない。 確実に接続してください。

ろ過布が目づまりしている。 新品と交換してください。

連続使用時にお湯から始めた。 水から始めてください。

水の量が4カップより多い。 4カップの目盛以下で使ってください。

サーバーを正しくセットしてください。

目盛の範囲ないでご使用ください。

サーバーがヒーターの上に正しくセ

ットされていない。

ロートとサーバーが確実にセットさ

れていない。

水が4カップの目盛より多くはいっ

ている。

ロートとサーバーが確実にセットさ

れていない。

ロートとサーバーを確実にセットし

てください。

ロートとサーバーを確実にセットし

てください。

浮いた
コーヒー粉

上下に
切る
ように

通電ランプ

ろ過布

フィルター
金具

7.お湯がロートへ上がったら
①お湯がロートへ上がったとき、浮いたコーヒー粉を
上下に切るように、計量スプーンのへらの部分で2
～3回ほぐします。

②サーバーのお湯がロートへ上昇後、約1分後にサー
バーをヒーターから取りはずしてください。

※サーバーをとりはずす時間はお好みに応じて決め、
必ずヒーターからはずしてください。

　自動的に電源が切れます。
※濃いめをお好みの方は、しばらく置いてください。
うすめをお好みの方は、早めに取りはずしてください。

③しばらくするとサーバーへコーヒーが落ちます。

8.ロートをサーバーからはずし、コーヒーを注ぎます。
①コーヒーがサーバーへ完全に落ちたらロートを取り
はずし、ロート立てに立てておきます。

②サーバーのコーヒーをコーヒーカップに注ぎます。
できあがったコーヒーはお早めにお召しあがりく
ださい。

　放置しておきますと、風味が失われます。

●ロートを取りはずすとき、ロートのパイプがサー
バーにあたらないように注意してください。

●ヒーターは高温になっていますので絶対に触れな
いでください。

ご注意

9.電源コードをはずします。
電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグ
を本体から取りはずします。

続けてコーヒーを作るときは

●ロート・サーバー・ネルフィルターをよく水洗いしてください。
●ヒーターや温度センサーが完全に冷えてから、1～9の手順で再びお使いください。
　（目安として10分以上休ませてください）

●ヒーターは電源が切れたあともしばらく高温です
ので、やけどにご注意ください。

ご注意

●使用後は水洗いして冷水につけ、冷蔵庫で
保存してください。

●使用後そのままにしておきますと、コ
ーヒーの脂肪分が酸化し、臭いがつい
てしまいます。

ご注意

●シンナー・ベンジン・スプレー式クリー
ナー類は絶対使わないでください。

●交換時期の目やすは、結び目がほつれた
り布がうすくなって粉がもれたときです。

●新しいろ過布は必ず一度煮沸してください。

毛羽立った面を内
側にして両方のひ
もを引きます。

ひもをしっかり結
び結んだひもを束
ねてろ過布の内側
へ入れます。

※ろ過布は、デパート・コーヒー器具取扱
い店で、ハリオ製FS-103（ろ過布5枚入）
をお買い求めください。

ご注意

電源プラグをコンセントから抜いてあることを確認し、製品が冷めてからお手入れをしてください。

ろ過布の交換方法

●汚れおとしには中性洗剤を使い、スポンジ
で水洗いしてください。

ロート・サーバー

●丸ごとの水洗いはできません。
●汚れおとしには、乾いたやわらかい布でふ
いてください。

　汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗
剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼ
ってふき、そのあと乾いた布でふきとると
きれいになります。

本　体・ヒーター

1

2

ネルフィルター

1.保証書
●裏表紙に添付しています。
●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記
入をお確かめのうえ、販売店からお受け取
りください。

●保証書をよくお読みになり大切に保管して
ください。

2.保証期間
お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、直ら
ないときは電源プラグを抜いてからお買い上
げの販売店または「お客様サービス係」に修
理をご相談ください。

●保証期間中の修理

　保証書の規定により無料修理します。
　商品に保証書を添えてお買い上げの販売
店か当社「お客様サービス係」までお申し
出ください。

●保証期間がすぎている修理
　修理により使用できる製品は、お客様のご
要望により有料修理させていただきます。
お買い上げの販売店か当社「お客様サービ
ス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間
●このコーヒーメーカーの補修用性能部品の
保有期間は製造打切り後5年です。

●性能部品とはその商品の機能を維持する
ために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合
当社「お客様サービス係」にお問い合わせく
ださい。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

技術料

部品代

故障した商品の修理および部品交換
などの作業にかかる料金です。

修理に使用した部品代金です。

〈修理料金のしくみ〉
  修理料金は、技術料・部品代などで構成されてい
  ます。

アフターサービスお手入れ

こんなときは

仕　様

使いかた（つづき）

お客様サービス係
　　（フリーダイヤル）0120－337－455
FAX　　　　　　（0256）93－1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前９時～午後５時
〒９５９-０２９２　新潟県燕市吉田西太田２０８４-２
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