
Pulse 2-in-1コーヒーグラインダー
機種：CCG-U021-WJP

取扱説明書

ご質問やご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。  

Eメール： support.jp@cosori.com
（年中無休）(24時間以内に対応いたします)
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（私たちと同じくらいこのコーヒーグラインダーを好きになってくださいね。）

シェフに連絡するには 
Cosoriの専属シェフがご質問にお答えします！ 

シェフに連絡するには

Eメール： support.jp@cosori.com

ご購入いただきあり
がとうございます！

ご購入いただきあり
がとうございます！

ハッピークッキング！ ハッピークッキング！ 
Cosori一同より

参加する CosoriのFacebookコミュニティへご参加く
ださいfacebook.com/groups/cosoricooks

見る レシピ集 
www.cosori.com/recipes  

楽しむ 
毎週、専属シェフの特製レシピをお届けします 

join

explore

enjoy
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電源 AC 100 V、50/60 Hz

定格電力 220 W

アップ 70 g / 2.5 oz

重量 840 g / 1.85 lb

寸法 102 × 102 × 193.5 mm
4 × 4 × 7.6 in

1  ×  Pulse 2-in-1コーヒーグラインダー
1  ×  単刃グラインディング容器
1  ×  二枚刃グラインディング容器
1  ×  グラインダーの蓋
2  ×  容器のカバー
1  ×  掃除用ブラシ
1  ×  取扱説明書
1  ×  クイックリファレンスガイド
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安全にお使いいただくために

安全全般について

• このコーヒーグラインダーは、通常家庭で使用するコーヒ
ーの量を念頭に設計されています。

• お子様がコーヒーグラインダーを使用することがない
ようにしてください。このコーヒーグラインダーと付属
のコードは、お子様の手の届かない場所に保管してく
ださい。

• 刃の回転が完全に止まるまでは透明の蓋を決して外さな
いでください。

• 使用していない時、部品を取り付けたり取り外す際、クリ
ーニングする際は、コーヒーグラインダーをコンセントから
外してください。

• 電源コードに損傷がある場合は、感電や火災の危険を回
避するため、Arovast Corporationまたは有資格者に交換
してもらってください。顧客サポートに連絡してください
（10ページ参照）。

• 本器が損傷している場合、正しく動作しない場合、コード
またはプラグが損傷している場合は使用しないでくださ
い。顧客サポートに連絡してください（10ページ参照）。

• Cosoriにより推奨または販売されていない付属品を使用
すると、火災や感電、怪我を招く恐れがあります。

• 使用前に、グラインディング容器に異物が入っていないか
必ず確認してください。

• グラインディング容器が空の状態でコーヒーグラインダー
を動作させないでください。

• 本器はAC 100V、50/60Hzの電源でのみお使いくださ
い。他のタイプのコンセントに接続しないでください。

本器をご使用の際は、基本的な注意事項に従ってください。す
べての指示をお読みください。

この説明書を読んで保管
してください
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• 本器は、身体能力、知覚、知力の低下した人、または経験
や知識のない人（お子様を含む）による使用を前提とし
ていません。ただし、このような人の安全に責任を持つ
人が、本器の使用を監督または指導している場合はこの
限りではありません。

• 屋外用または業務用ではありません。家庭用以外の用
途に使用しないでください。
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本器について

A. グラインダーの蓋
B. 本体上部
C. クラッチ
D. 底部
E. 電源ボタン
F. ステンレス製刃
G. 単刃グラインディング容器
H. 二枚刃グラインディング容器
I. 容器のカバー

C

A

B

D
E

G

H

I

F
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セットアップ

1. コーヒーグラインダーの全部品からすべてのビニールやラベルを取り除き
ます。

2. コーヒーグラインダーを硬い平らな表面に置きます。
3. コーヒーグラインダーをコンセントにつなぎます。

1. グラインディング容器をグライン
ダーのベースに挿入します。回し
て固定します。

2. 適切な量のコーヒー豆を計り、グ
ラインディング容器に入れます。

初めて使用する前に

コーヒーを挽く

コーヒーグラインディング表

時間 粒度 淹れ方

8〜10秒 粗 フレンチプレス、水出し

10〜12秒 中 ドリップ

12〜15秒 細 エスプレッソ、モカポット

注：グラインディング容器のMAX充
填ラインよりも上まで豆を入れない
でください。

ご希望のコーヒーの淹れ方に適した粒度を選ぶためのガイドとして、以下のコ
ーヒーグラインディング表を参照してください。

3. グラインダーの蓋をグラインデ
ィング容器の上に配置し、蓋の
印を容器のロック解除シンボル
の位置に合わせます。時計回り
に回して固定します。

4. 挽いたコーヒーがお望みの粒度
になるまでオン/オフボタンを長
押しします。

注：
• コーヒー豆を長く挽くと、細挽き

になります。挽く時間が短いと、粗
いコーヒーになります。

• 挽いている間、挽いたコーヒーが
グラインディング容器の端の方に
積もる場合は、コーヒーグライン
ダーを軽く振り、中央に戻すよう
にします。

• 過熱を防止するため、コーヒーグ
ラインダーを1分以上動作させな
いでください。使用を再開する前
にコーヒーグラインダーを3分間
置いて冷ましてください。
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コーヒーグラインダーのお
手入れ

保管
1. コーヒーグラインダーをコンセン

トから外します。
2. グラインダーの蓋と容器のカ

バーを手洗いするか、食洗機
で洗います。

お手入れ＆メンテナンス

注：食洗機を使う場合は、グラインダ
ーの蓋と容器のカバーを上部ラック
に配置してください。

本器は、使用後に毎回しっかりきれ
いにしてからしまってください。

保管する前に、上記のお手入れの仕
方に従って全ての部品を完全に乾か
してください。グラインディング容器
にカバーを取り付けた状態で、涼し
く乾燥した場所で保管してください。

3. 手洗いする場合は、付属の掃除
ブラシを使ってグラインディング
容器の刃の部分を慎重に洗って
ください。

4. コーヒーグラインダーの外側は
湿った布で拭きます。

5. 布ですべての部品を拭いて乾か
します。再組み立て、または保管
する前に、すべての部品が完全
に乾燥していることを確認して
ください。

問題 解決法

コーヒーグラインダーに電源が
入りません。

プラグがコンセントに差し込まれているか、ご
確認ください。
グラインダーの蓋が固定されているか、ご確
認ください。

1分以上使った後にコーヒー
グラインダーが動作しなくなり
ました。

コーヒーグラインダーの電源プラグを外
し、30分間置いて冷ましてからもう一度使
用します。

挽いたコーヒーが一箇所にかた
まり、挽いている間にうまく攪拌
されません。

挽くのを止め、コーヒーグラインダーを上下に
軽く振って分散させます。

挽いたコーヒーの粒度が細か
すぎます。

粒度が細かくなり過ぎないように、オン/オフボ
タンを短く押します。

挽いたコーヒーの粒度にばらつ
きがあります。

均等な粒度になるまでオン/オフボタンを放さ
ずに長押しします。

ここに記載されていない問題については、顧客サポートに連絡してください
（10ページ参照）。

トラブルシューティング
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製品について Pulse 2-in-1 
コーヒーグラインダー

機種 CCG-U021-WJP

今後のご参考のために、発注書IDおよ
び購入日を控えておくことを強くおす

すめします。

発注書ID

購入日

保証について

条件および方針 

ETEKCITY株式会社は、全製品を最高品
質の材料と熟練した技術により製造して
おります。購入日から2年間の保証期間
が終了するまで作動することを保証いた
します。 保証期間は製品の種類によって
異なります。

新しい製品についてのご質問やご不明な
点がございましたら、お気軽に弊社カスタ
マーサポートまでご連絡ください。 
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カスタマーサポート

ETEKCITY株式会社 
東京都千代田区鍛冶町二丁目10番10号GC神田鍛
冶町ビル3Ｆ  

Eメール：support.jp@cosori.com（年中無休）(24
時間以内に対応いたします)  

* カスタマーサポートにご連絡いただく際は、注文番
号をお知らせください。 



この製品がお役に立つことを願っております。よろしけれ
ばあなたのお料理をシェアしてください。素敵な写真を投
稿してくださいね！コミュニティのメンバーがあなたの投稿
をお待ちしています。以下からお好きなプラットフォームを
お選びください。Cosoriシェフの皆さま、スナップ、タグ付

け、ハッシュタグしてください！ 

何を作ろうか考え中？CosoriとCosoriコミュニティか
ら数多くのレシピのアイデアが毎週リリースされます。

献立の参考にしてみてくださいね！ 

@cosoricooks

Cosori製品

#iCookCosori

調理したものをシェアしましょう



質問やお困りの場合は？
Eメール： support.jp@cosori.com   

JJ081121AL-M1_0321CCG-U021-WJP


