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▼

コンセントは定格15Ａ以上のものを単独で使用してく
ださい。他の器具と併用したり延長コードを利用したり
すると異常発熱して発火することがあります。

電源コードを傷つけないでください。無理に曲げたり、
引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電
源コードが破損し、感電・火災・けがの原因になります。

分解・修理はしないでください。故障や異常があった場
合は弊社お客様相談室へご連絡ください。

電源コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセン
トの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・
ショート・発火の原因になります。

交流100Ｖ以外では使用しないでください。感電・火災・
けがの原因になります。

改造しないでください。感電・火災・けがの原因になりま
す。

本体や電源プラグを水に浸けたり水をかけたりしない
でください。内蔵の電気部品に水が入り、ショート・感電
の恐れがあります。

水槽タンクやホッパーなどをセットせずに使用しないで
ください。やけどをする恐れがあります。

保護スイッチを指などで押して動作させないでください。
けがをする恐れがあります。　

乳幼児の手の届くところに置いたり、近くで使用したり
しないでください。火災、感電、けがをする恐れがありま
す。

電源プラグのほこりなどはプラグをコンセントから抜き、
乾いた布で定期的に拭き取ってください。火災の原因に
なります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感
電やけがをすることがあります。

電源プラグにピンや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。

稼働中のミルやコーヒー粉の通り道のフタには直接触
れないでください。けがをする恐れがあります。

お子様だけで使用したりしないでください。やけど、感
電、けがをする恐れがあります。

電源プラグを舐めないでください。乳幼児が誤って舐め
ないように注意してください。感電やけがの原因になり
ます。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでく
ださい。感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

異常を感じたり、故障したりした場合は直ちに使用を中
止してください。そのまま使用を続けると、火災・感電・け
がをする恐れがあります。

警告

ご使用の前によくお読みのうえ、 正しくお使いください。 誤った取り扱いをしたときに想定される
内容を「警告」と「注意」に区分してあります。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して明示しています。

お守りいただく内容を次の図記号で明示しています。

してはいけない内容です。
禁　止 必ず守る

実行しなければならない内容です。

死亡や重傷を負う恐れがある内容です。

傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

警告
注意
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電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源
プラグを持って引き抜いてください。感電したりショート
して発火したりすることがあります。

使用時以外（目が届かない場所に離れる場合を含む）は
電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災
の原因になります。

グラスポットをセットせずに使用ないでください。やけど
やけがの原因になります。

グラスポットを載せたまま本体を動かさないでください。
やけどやけがの原因になります。

壁や家具の近くで使用したりしないでください。蒸気に
よる変色・変形の原因になります。

お手入れは本体が冷めてから行ってください。高温部で
やけどをすることがあります。

コーヒー抽出口に手や指を近づけないでください。コー
ヒーや湯がかかりやけどをすることがあります。

コーヒー抽出中や抽出直後にフィルターカバーを開け
たり、蒸気抜け口に触れたりしないでください。やけどを
する恐れがあります。

コーヒー抽出中や保温中、電源オフ直後は本体や保温
プレートに触れないでください。高温部でやけどをする
恐れがあります。

たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱い敷物
の上に置かないでください。熱や蒸気による変色・変形
の原因になります。

ミル歯に直接手で触れないでください。
けがをする恐れがあります。

部品の取り付け・取り外しは、電源を切り、電源プラグを
抜いてから行ってください。けがをする恐れがあります。

注意　　

使用上の注意　　

水以外水以外

カラカラ

コーヒー豆以外には
使用しない
この製品のミルはコーヒー
豆専用です。コーヒー豆以外
（湿ったコーヒー豆や生豆を
含む）を挽くと、内部の詰まり
や破損など故障の原因にな
ります。

不安定な場所で
使用しない
本体を傾けた状態や不安定
な場所で使用しないでくだ
さい。本体が倒れてお湯や
コーヒーでやけどをすること
があります。　

水道水以外は
使用しない
水槽タンクに牛乳や酒、ミネ
ラルウォーターなど水道水以
外のものやお湯を入れない
でください。故障の原因にな
ります。

水槽タンクに水が入ってい
ない状態で運転すると故障
の原因になります。

空運転禁止
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グラスポットなどを
食洗機や電子レンジに
入れない
内部フィルター、フィルター
カバー、水槽タンクやグラス
ポットを電子レンジや食器洗
い乾燥機に入れないでくだ
さい。破損の原因になります。

グラスポットに
衝撃を与えない
グラスポットを落としたり、
硬いものにぶつけたりしな
いでください。グラスが割れ
てやけどや破損の原因にな
ります。

コーヒー豆をホッパー
に放置しない

保温プレートに
触れない

異臭や故障の原因になりま
す。ホッパー内のコーヒー豆
は3日以内に使い切るように
してください。

グラスポットを直火や
ストーブで温めない

ガスレンジの直火やストーブ
など暖房器具の上でのご使
用は大変危険ですので絶対
にしないでください。

目安以上のコーヒー粉を入
れるとコーヒーがあふれてや
けどをすることがあります。

コーヒー粉を
入れすぎない

続けてコーヒーを抽出する場
合は電源が切れてから5分
以上待ってください。本体が
熱いうちに水の入った水槽タ
ンクをセットすると、蒸気が出
てやけどすることがあります。

連続抽出は
5分以上待って

運転中、コーヒー豆がはねた
り、こぼれたりすることがあ
ります。また、回転中のミル
歯に触れると大変危険です。

運転中はホッパーの
フタを開けない

使用中・使用後は保温プレー
トが高温になっています。や
けどをする危険があるので
手を触れないでください。

5分以上5分以上

抽出中にグラスポット
を取り出さない

抽出中は蒸気抜け口に
顔や手を近づけない

熱いコーヒーが飛び散り、や
けどをする恐れがあります。
抽出が完全に終わったこと
を確認してからポットを取り
出してください。

コーヒー抽出中や抽出直後
は蒸気が出て大変危険です。
蒸気抜け口に手を近づけた
りやフィルターカバーを開け
たり、しないでください。
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クリーニングブラシ

フィルターペーパー

＊フィルターペーパー1×２をご使用ください。

仕　　様

同梱付属品

※商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 部品の購入方法は、当社ホームページをご覧ください。

３．５kg
幅２０５Ｘ奥行２３５Ｘ高さ４００㎜
２２９℃
750㎖（６杯用）
ＡＣ100Ｖ／８５0Ｗ
ペーパードリップ式抽 出 方 法

定 格
最 大 水 容 量
温度ヒューズ
大 き さ
重 量

＊操作ボタンについては
　P5参照

ホッパーフタ

蒸気抜けロ

電源プラグ

電源コード

内部フィルター

電源ボタン

フィルターカバー

グラスポットフタ　

グラスポット

水槽タンクフタホッパー

コーヒー受け口

注水レバー
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②③

フック

フィルターの「しずく
漏れ防止弁」が下側
に飛び出します。

本体を押さえながらフィルターカバーの取っ手に指をかけ、
手前に引いて開きます。
閉めるときは「カチッ」と音がするまで閉めてください。

開閉のしかた

フックを下に下ろしてフィルターカバーのピン（取り
付け軸）を外します。
フックを下ろしたままフィルターカバーを斜め下に傾
けるようにして上側のピンを外します。
フィルターカバーを軽く持ち上げて下側のピンを外
します。

フィルターカバーの外し方

内部フィルターの持ち手を手前にしながら、フィル
ターカバーの切り欠きにはまるよう確実に挿入し
てください。

内部フィルターの取り付け方

①

②

③

取っ手

内部フィルターが正しくセットされていないとフィルターカバーがきちんと取り付けられません。
また、コーヒーを抽出するときにグラスポットからこぼれたり、抽出できない原因になります。注 意

フィルターカバーと内部フィルター

操作ボタンとディスプレイ表示

現在時刻、タイマーの時間設定

コーヒー粉モード・コーヒー豆モードの
設定、コーヒー粉通り道の開閉

コーヒー豆を挽く量の設定

ミル、抽出のスタート・中止、保温設定

抽出杯数を表示

時計アイコン

カルキレベルの設定

コーヒー濃度の設定

タイマーの設定・スタート

現在時刻、タイマーの分設定、保温設定
CALCボタンとともにカルキレベル設定

現在時刻、タイマー時刻、
カルキレベルを表示

杯数マーク

コーヒー粉マーク
コーヒー豆マーク ｍ

ｈ 時間設定ボタン

分設定ボタン

杯数ボタン

電源ボタン

コーヒー豆ボタン

タイマーボタン

コーヒー粉ボタン

CALCボタン

ボタンと名称 機　　能
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電源をオフにして、挽き目調整ダイヤルを反時計回りに
回し「OPEN」の位置に合わせます。ホッパーを取り外し
た後、ミル歯の取っ手を持ってゆっくり引き上げます。

ミル歯の取り外し方

取り付け方

ホッパーを両手で押さえ、
反時計回りに回転させます。

ホッパーの取り外し方

ホッパーと本体にある▽マークの位置を合わせては
め込み、ホッパーを両手で押さえ、時計回りに止まる
まで回します。ホッパーの▽マークが本体正面に合っ
ていることを確認します。

ホッパーの取り付け方

ミル内のコーヒー豆や粉をブラシでかき出した後、ミル歯
の取っ手と本体の矢印マークが合うようにはめ込みます。
挽き目調整ダイヤルを時計回りに回して「OPEN」以外の
位置に合わせると、ミル歯が固定されます。

OPEN

OPEN

保温プレート

本機には保温機能が付いています。残ったコーヒーを保温したい場合は以下の要領でお好み
の保温時間を設定してください。

水槽タンク水槽タンク

水槽タンクのフタを開け、タンク内に収納された取っ手
を持って真上に引き上げ、本体から取り出します。

取り外し方

本体側面のガイドレールに沿って、上からゆっくり本体
にセットします。

取り付け方

水槽タンクに水を入れるときはタンクを本体から外してください。本体に取り付けた状態で注水
し、水がこぼれて本体内部に入ると故障の原因になります。注 意

ミル歯ホッパー

電源ボタンを長押しすると保温時間が点滅表示されます。
電源ボタンを押したまま、分設定ボタンを短く押して希望の
保温時間に合わせます。

電源ボタンから指を離すと設定完了です。

ON/OFF

TIMER

CALC

ｍｈ

２

＊分設定（ｍ）ボタンを押す
ごとに保温時間を表す数
字「０：20」「０：40」「０：60」
が切り替わります。

＊20分、40分、60分の設定が可能です（工場出荷時の設定は40分
になっています）。

＊
＊
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
コンセントを挿した直後は保温の設定ができません。現在時刻の
設定を行ってから保温時間を設定してください。設定した保温時間
はコンセントを抜いても保存されます。

①

②















＊一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

[受付時間]  ９：００～１２：００　１３：００～１７：３０
※土・日・祝日・年末年始は除く

０５７０-５５０２６７

®Registered trademark of a company of the Melitta Group

＊通話料はお客様負担となります。

＊アフターサービスと保証についてご不明の場合は、お買い上げの販売
店またはメリタジャパンお客様相談室へご相談ください。

＊この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理
をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利
を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につい
てご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパンお客
様相談室へお問い合わせください。

修理メモ

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10

輸入者

●
●

●

保証対象は本体のみです。
保証書は販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・お買い上げ年
月日」などの記入事項をお確かめになり、保証書の内容をよくお読み
になったうえで大切に保管してください。
万一、故障したときは、保証書記載内容により、保証期間内はお買い上
げの販売店が取り次ぎ無料修理いたします。

この商品には「保証書」が付いています。

修理には専門的な知識および技術が必要です。 誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながりますのでおやめください。
「修理を依頼する前に」の表によりお調べいただいても異常があるときは、事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントか
ら抜いて、お買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談室にご相談ください。その際、品名とお買い上げ時期をお知らせくだ
さい。
●この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための必要な部品）は製造打切後、最低5年間保有しています。
●一般家庭以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料
　修理いたします。そのほか詳細は保証書をご覧ください。

保証規定 保証書

※電気系統の故障以外（破損など）は保証対象外です。

品　　　名

お
客
様

保
証
期
間

お買い上げ年月日

TEL （　　　）

TEL （　　　）

本体1年

ご住所

年　　　月　　　日

〒

フリガナ

ご氏名

店　名
住　所

販
売
店

印

販売店様へのお願い

●この保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内の修理やその後のアフターサービスに利用させていただく目的から記
録に残す場合がありますのでご了承ください。

●修理や配送を当社から協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、
当社以外の第三者に個人情報を開示・提供することはありません。

保証書に必ずご購入日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、
お客様にお渡しください。

アロマフレッシュ 
AFG621

この欄に販売店によるご記入がない場合は無効とな
りますので必ず記入の有無と捺印をご確認ください。

★

1．お客様の正常なご使用状態で、保証期間中（お買い上げ
日より１年間）に故障した場合は、無料修理させていただき
ます。その際、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い
上げ販売店またはメリタジャパンお客様相談室にご依頼く
ださい。

5．ご贈答品などで、本書に記入されたお買い上げの販売店
に修理をご依頼になれない場合には、メリタジャパンお客
様相談室にお問い合わせください。

イ）使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障
および損傷

ロ）お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送によ
る故障および損傷

ハ）火災、塩害、ガス害、異常電圧、および地震、雷、風水
害、その他の天災地変などによる故障および損傷

ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入
がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合

ニ）本書のご提示がない場合

2．次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

3．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
　　This warranty is valid only in Japan.

4．ご転居の際は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

修理･アフターサービスについて


