
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い
ください。お読みになったあとは、使用者がいつ
でも見られるところに必ず保管してください。

アクアウィズ
取扱説明書

この取扱説明書には「安全上のご注意」が記載されています。

ウォーターサーバー
AC08型 名
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※コーヒーマシンはご契約内容により異なります。



警告
この表示に従わずに、誤った取り扱いを
すると、人が死亡、重傷を負う可能性、
または火災の可能性が想定される内容
を示しています。　　　　　　　　　　

注意
この表示に従わずに、誤った取り扱いを
すると、人が軽傷を負う可能性が想定
される内容、または物的損害の発生が
想定される内容を示しています。　　　

本製品は、ウォーターサーバー上にコーヒーマシンを設置
し、コーヒーマシンからはコーヒー、ウォーターサーバー
からは冷水や温水を取水するための機械です。それ以外
の目的で使用しないでください。
本製品は、家庭あるいは家庭に類似した環境（小規模な
オフィスおよび休憩室など）で使用するために設計、製造
されています。屋外で使用したり、業務用として使用しな
いでください。本製品は、日本国内用として設計されてい
ます。電圧や電源周波数の異なる海外では使用できませ
ん。

使用対象者について
子供や介助が必要な方は、保護者や介助者の手助けのも
とでご使用ください。子供が製品で遊んだり、もしくは製
品の近くで遊んだりしないように注意してください。また
乳幼児がいるご家庭では、乳幼児が製品に近づかないよ
うに目を離さないでください。

本書について
本書では、製品全体（コーヒーマシンおよびウォーター
サーバー）を「機器」、ウォーターサーバーを「本機」と表記
しています。また、イラストの色は操作をわかりやすくす
るために薄くしてあり�ます。
本書のコーヒーマシンのイラストには、バリスタ50[Fifty]
が使用されていますが、ご契約内容により異なります。

 本製品について
ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々へ
の危害や財産への損害を未然に防止するためのもので
す。この電気製品を安全に使用するための内容ですので、
必ず守ってください。

 安全上のご注意

記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることを
お知らせするものです。

一般的注意 感電注意 高温注意

記号は、禁止の行為であることをお知らせするもの
です。

禁止 ぬれ手禁止 分解禁止

記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせ
するものです。

一般的指示 アースする 電源プラグ
を抜く
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1.1 安全上のご注意



警告

注意

子供に製品で遊ばせたり、製品の近くで遊ばせた
りしない。　
製品の中には熱湯が入っています。ゆすったり、傾
けたりすると転倒して、やけどやケガの原因になり
ます。

乳幼児を製品に近づけさせない。　
思わぬ事故につながるおそれがあります。
乳幼児のいるご家庭では、目を離さないように注
意してください。

ボトル差込口周辺や取水口付近は、特に�衛生的に
保つ。　
機器にホコリや汚れがたまらないように、�定期的に
お手入れしてください。
コーヒーやスープなどが付着したままだと、カビな
どが発生する原因になります。
本書に記載している注意事項やお手入れのしかた
20ページ をご覧になり、お客さまご自身でお手
入れをおこなってください。

長期間（目安として2週間以上）使用しない場合
は、アクアクララ取扱店 裏表紙 に�連絡する。　
そのまま放置しておくと水質に影響を与え、味など
を損なうおそれがあります。

機器背面にある温水ドレインキャップには絶対に
触れない。　
熱湯が出てやけどをするおそれがあります。

機器背面の放熱部に、棒・指・異物などを入れ�
ない。　
感電ややけどの原因になります。特に子供が使用
するときは目を離さないでください。

機器の近くで可燃物を扱わない。　
シンナーなどの可燃物や揮発性の高いものを機
器の近くで使用すると爆発や火災の原因になり�
ます。

お客さまご自身では絶対に分解したり、�修理・改造
はおこなわない。　
感電・火災・故障の原因になります。

一般的なご注意

機器に乗ったり、揺さぶったり、傾けたりしない。　
ケガや感電、火災の原因になります。

機器背面は熱くなる場合があるので、注意する。　
やけどやケガの原因になります。
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警告

注意

電源は単相100V、定格15A以上のコンセントを
単独で使用する。　
火災の原因になります。

延長コードを使用したり、タコ足配線をしない。　
火災や漏電の原因に�なります。

アースを取り付ける。　　　　　　　
湿気や水気のある所で使用するときは、アースを
必ず取り付けてください。故障や漏電のとき、感
電、火災の原因になります。コンセントアース端子
がないときは、専門業者に依頼してください。

アースをガス管や水道管に接続しない。　
火災や感電の原因になります。

電源コード、電源プラグの破損・加工を�しない。　
束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、�物を載せ
たり、衝撃を与えたりして無理な�力を加えない。傷
つけない。加工をしない。　
感電、ショート、火災の原因になります。

電源プラグを抜いた場合は、約1時間以上たってから、再度コンセントに差し込む。　
故障の原因になります。

電源コード、電源プラグが破損したときは、アクア
クララ取扱店に連絡する。

電源プラグはぬれた手でさわらない。　
感電の原因になります。

電源プラグは、コードを持たずに電源プラグ�を
持って抜く。　
コードを持って抜くと、コードが破損し、�発熱、火
災、感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。　
差し込みが不充分だと、感電や火災の原因になり
ます。

電源プラグのホコリは定期的に取る。　
ホコリがたまると、火災の原因になります。電源プ
ラグを抜き、乾いた布でふいてくだ�さい。

異常時（異音がする、こげ臭いなど）は使用�しない。　
ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、アク
アクララ取扱店 裏表紙 に連絡してください。

電源に関するご注意
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警告

警告

注意

注意

製品を移動したり、再設置（引越しの際など）をするときは、アクアクララ取扱店に連絡する。　
お客様ご自身でおこなうと、設置の不備による感電や、転倒によるケガや破損の原因になります。

気温が5�℃以下になる場所や、発熱物（暖房�器具など）の熱の影響を受ける場所には�設置しない。　
故障の原因になります。

付属の固定具を用いて、機器の転倒防止の処置をする。　
地震時などに機器が転倒して、事故の原因になります。

機器やウォーターボトルは、次のような場所に置か
ない。　
・屋外
・直射日光の当たる場所
・湿気やホコリの多い場所
・高温になる場所
・不衛生な場所
・においの強い物（芳香剤・洗剤・柔軟剤・殺虫剤など）
�がある場所　
水質に影響を与え、味などを損なうおそれがあり
ます。

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所に設置しない。　
爆発や火災の原因になります。

屋内に設置する。　
機器は屋内専用です。直射日光が当たらない、湿
気の少ない場所に設置してください。

水平な安定した床面に設置する。　
ぐらついた台の上や傾いた所に設置すると、機器
が転倒したり、ウォーターボトルが落下したりして、
ケガや感電、火災の原因になり�ます。

放熱部を壁やものでふさがない。　
熱がこもって、故障や火災の原因になります。必ず
機器は周囲と１０�cm以上離して設置してください。

感電防止のため漏電ブレーカーを取り付ける。　
感電、ショート、火災の原因になります。
漏電ブレーカーの取り付けは、専門業者に�依頼し
てください。

熱湯に注意する。　
温水取水口からは85�℃～95�℃の熱湯が出ますの
で注意してください。やけどの原因になります。

「アクアクララウォーターボトル」以外は�使用しない。　
機器はアクアクララウォーターボトル専用�です。　
水道水や他の水、お茶やジュースなどの液体を
ウォーターボトルに入れて使用しない。　
機器内部が汚染され、水質に影響を与え、味など
を損なうおそれがあります。

ドア内部の配管に触らない。　
漏水の原因になります。

新しいボトルが無いときは、空のボトルを�取り外さ
ない。　
ボトルを外したままにしておくと、ボトル差込口が
汚染され、水が不衛生になるおそれがあります。

使用しなくなった製品は、廃棄せずアクアクララ取
扱店へ回収を依頼する。　
この製品は代替フロンを使用しているため、アクアクラ
ラ取扱店による回収が必ず必要です。フロン類をみだり
に大気中に放出することは、法律で禁じられています。

1週間程度使用しない場合は、品質維持のため、使
用前に冷水と温水を各200�ml出して捨てる。

ご使用時の注意

設置時のご注意
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1.1 安全上のご注意



 

アース線 電源プラグ

前面

背面

コーヒーマシン
ご契約内容により設置されている
コーヒーマシンは異なります。

COFFEE MODE ボタン
コーヒーマシンでアクアクララの
お水を使った飲み物を作るときに押
します。押すと緑色に点灯します。
点灯中は本機から冷水や温水が
出ません。 16ページ

水受け皿
コーヒーマシンの種類により
水切り板・水受け皿の数が異
なります。

放熱部
熱くなるため触れないで
ください。

温水ドレインキャップ
やけどの原因になりますの
で、温水ドレインキャップに
は触れないでください。

扉

操作パネル

温水取水口
冷水取水口

水切り板

ボトル差込口

ボトル台
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2.1 各部のなまえとはたらき



操作パネル

　　　COLD（コールド）ボタン

冷水を出すときに押します。
押すと周囲が青く点灯します。

　 EMPTYボタンと組み合わせて、
操作音が鳴らないようにします。

10ページ

15ページ

　　　EMPTY（エンプティ）ボタン

ウォーターボトル内の水が
なくなったらオレンジ色に点灯します。

　 COLDボタンと組み合わせて、
操作音が鳴らないようにします。

17ページ

15ページ

　　　HOT BOOSTER 
　　　（ホットブースター）　
　　　ボタン
温水を再加熱するときに押
します。加熱中は赤色に点灯
します。
12ページ

　　　HOT（ホット）ボタン

温水や熱い温水を出すとき
に1秒間押し続けます。周囲
が赤色に点灯します。
11・12ページ

　　　ECO（エコ）ボタン

省エネ運転をするときに押
します。省エネ運転中は緑色
に点灯します。

チャイルドロックを常時解除
するときに　 LOCKボタン
と組み合わせて使用します。

14ページ

13ページ

    UV ランプ
UVランプによるUV殺菌シ
ステムが稼働しているとき、
白色に点灯します。

　　　　 WATER SUPPLY 
　　　　（ウォーターサプライ）
　　　　 ボタン
押している間、冷水または温水
が出ます。事前に押したボタン
の種類によって、周囲が青色ま
たは赤色に点灯します。
9～12ページ

　　　LOCK（ロック）ボタン

チャイルドロックをかけるときや
解除するときに使用します。
13ページ
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2.1 各部のなまえとはたらき



 

コーヒーマシンが使える
ウォーターサーバー上部に
設置したコーヒーマシンと
アクアクララのお水を使って、
飲み物が作れます。
16ページ

環境とおサイフにやさしい
電気代を節約する省エネ
運転が利用できます。
14ページ

ボトル差込口が低いので
交換が楽
ボトル差込口が低い位置に
あるため、ウォーターボトル
交換時にボトルを高く持ち
上げる必要がありません。
17ページ

ボトルを機器内に収納
機器内にウォーターボトル
を収納するため、ボトルの
見えないシンプルなデザイン
です。

熱い温水も出る
温水を加熱して、熱い温水
も出せます。
12ページ

手軽に冷水・温水
スイッチを押すだけで、
手軽に冷水や温水が出
ます。
9～11ページ

ボタン操作をロック
チャイルドロックにより
子供のいたずらや誤
作動を防止します。
13ページ

操作音を
鳴らさないようにも
ボタンの操作音（ピッ）が鳴
らないように設定できます。
15ページ
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冷水や温水を出すとき、次の点に注意してください。

冷水や温水を容器に受けるときは
取水口の真下で液面が見えるようにやや距離をあけて、冷水や温水を受けるようにしてください。
●�容器から温水があふれないように注意してください。
●�熱くなった容器によるやけどに注意してください。

取水口に飲み物などが付着したり、指が触れたりしたときは
やけど防止のため温水使用時は5分以上たってから、台所用アルコール除菌スプレー
（無香料）などを塗布した清潔な布やキッチンペーパーなどでふき取ってください。
取水口の内側を、台所用アルコール除菌スプレー（無香料）などを塗布した清潔な�
綿棒で掃除してください。

冷水や温水を大量に出して、適温でなくなったときは
●�一度に注ぐ量が多くなると、冷水や温水は常温に近づきます。しばらく使用せずに放置しておくと、再び適温に戻ります。�
（常温から適温に戻るまでの目安時間：約25～30分）
●�ウォーターボトル内の水が少なくなると、冷水や温水が出にくくなりますが異常ではありません。空になったら、できるだけ
早くウォーターボトルを交換してください。

取水口付近を汚さないように、次の点に注意してください

取水口と容器が
近すぎないように
してください。

 冷水や温水を出すときのご注意

熱湯が出るのでやけどに注意する。
やけどなど事故の原因になります。特に子供が使用するときは目を離さないでください。警告

取水口に指が
触れないように
してください。
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2.3 冷水や温水を出す



�
�
冷水取水口から冷水を出します。　
●�カップなどの容器を用意して、冷水を注いでください。
●�冷水が出ない場合など、機器に異常を感じた場合は、「故障・異常かな？と思ったら」 22ページ をご確認のうえ、�
アクアクララ取扱店にご連絡ください。�

COFFEE MODEボタンが 
消灯していることを確認する　
点灯しているときは、 COFFEE�MODEボタンを
押してください。

1

COLDボタンを押す　
ピッと音が鳴り、
COLDボタンと WATER�SUPPLYボタンの

周囲が青く光ります。

2

冷水取水口の下にカップを用意して、
WATER SUPPLYボタンを押す　

押している間、冷水が出ます。

3

 冷水を出す
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2.3 冷水や温水を出す



�
�
温水取水口から温水を出します。　
●�やけど事故防止のため、乳幼児には温水の取水操作手順を見せないようにご注意ください。
●�カップなどの容器を用意して、温水を注いでください。
●�温水が出ない場合など、機器に異常を感じた場合は、「故障・異常かな？と思ったら」 22ページ をご確認のうえ、�
アクアクララ取扱店にご連絡ください。�

COFFEE MODEボタンが 
消灯していることを確認する　
点灯しているときは、 COFFEE�MODEボタンを
押してください。

1

ピッと音が鳴るまで、
HOTボタンを押す　

ピッと音が鳴ると、 HOTボタンと
WATER�SUPPLYボタンの周囲が赤く光ります。

2

温水取水口の下にカップを用意して、
WATER SUPPLYボタンを押す　

押している間、温水が出ます。

3

 温水を出す

・乳幼児には温水の取水操作手順を見せない。 
 やけどなど事故の原因になります。
・熱湯が出るのでやけどに注意する。 
 特に子供が使用するときは目を離さないでください。

警告
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2.3 冷水や温水を出す 



�
�
温水を加熱し、温水取水口から熱湯を出します。　
●�やけど事故防止のため、乳幼児には温水の取水操作手順を見せないようにご注意ください。
●�カップなどの容器を用意して、温水を注いでください。
●�温水が出ない場合など、機器に異常を感じた場合は、「故障・異常かな？と思ったら」 22ページ をご確認のうえ、�
アクアクララ取扱店にご連絡ください。�

COFFEE MODEボタンが 
消灯していることを確認する　
点灯しているときは、 COFFEE�MODEボタンを
押してください。

1

HOT BOOSTERボタンを押す　
ピッと音が鳴り、加熱を開始します。
加熱中は HOT�BOOSTERボタンが赤色に点灯します。
適温（高温）になると、
ピッピッピッと音が3回繰り返し鳴り消灯します。
加熱を中断したいときは、もう一度 HOT�BOOSTER
ボタンを押してください。
ピッピッと音が鳴り、ボタンが消灯します。

2

ピッと音が鳴るまで、
HOTボタンを押す　

ピッと音が鳴ると、 HOTボタンと
WATER�SUPPLYボタンの周囲が赤く光ります。

3

温水取水口の下にカップを用意して、
WATER SUPPLYボタンを押す　

押している間、高温の温水が出ます。

4

 高温の温水を出す

・乳幼児には温水の取水操作手順を見せない。 
 やけどなど事故の原因になります。
・熱湯が出るのでやけどに注意する。 
 特に子供が使用するときは目を離さないでください。

警告
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2.3 冷水や温水を出す



ピッ

ピッピッ

ピッ
ピッピッ

子供がいたずらしたり、誤って操作パネルのボタンを押しても作動しないようにチャイルドロックを設定できます。
本製品は、チャイルドロックが常時解除の状態で出荷されています。

LOCKボタンを1秒間押し続ける　
ピッと音が鳴り LOCK�ボタンが白色に点灯し、
チャイルドロックがかかります。
チャイルドロックを解除するまで、
操作パネルのボタン操作ができなくなります。
（ COFFEE�MODEボタンは操作できます。）

チャイルドロックをかける

チャイルドロックが
かかっています

LOCKボタンを2秒間押し続ける　
ピッピッと音が鳴り LOCK�ボタンが消灯し、
チャイルドロックが一時的に解除されます。
10秒間ボタン操作がおこなわれないと、
自動的にチャイルドロックがかかります。

チャイルドロックを一時的に解除する

チャイルドロック中、 LOCKボタンと
ECOボタンを同時に3秒間押し続ける　

ピッピッピッと音が鳴り LOCKボタンが消灯し、
チャイルドロックが解除されます。
自動的にチャイルドロックがかからなくなります。

チャイルドロックを常時解除する

チャイルドロックが
かかっていません

自動的にチャイルドロックが
かかります

10秒

乳幼児がいる家庭ではチャイルドロックを必ずかける。
やけどなど事故の原因になります。警告
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2.4 チャイルドロックをかける



「省エネ運転」とは、温水温度を下げて保温する節電運転のことです。

ECOボタンを押す　
ピッと音が鳴り ECOボタンが緑色に点灯し、
省エネ運転を開始します。
省エネ運転中でも高温の温水を出すことができます。
12ページ

省エネ運転をする

ECOボタンを押す　
ピッピッと音が鳴り ECOボタンが消灯し、
省エネ運転を終了します。
省エネ運転を終了すると、温水温度を通常に戻すため加熱します。
加熱中は HOTボタンが点滅します。

省エネ運転を終了する

省エネ運転中です

通常の温度で運転しています

ピッ

ピッピッ
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2.5 省エネ運転をする



ボタンの操作音（ピッ）を設定できます。�本製品は、操作音が鳴る状態で出荷されています。

EMPTYボタンと COLDボタンを
同時に3秒間押し続ける　
ピッと音が鳴り、以降操作音が鳴りません。

ボタン操作音を消す

EMPTYボタンと COLDボタンを
同時に3秒間押し続ける　
ピッピッと音が鳴り、以降操作音が鳴ります。

ボタン操作音を鳴らす

ピッ

ピッピッ
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2.6 操作音を消す／鳴らす



本機上に設置されたコーヒーマシンで、アクアクララのお水を使った飲み物を作ることができます。
本機に電気が供給（電源プラグの差し込み後や停電からの復帰後）されてから１分間は COFFEE�MODEボタンを押さ
ないでください。起動準備中のため、 COFFEE�MODEボタンを押しても緑色に点灯せず、コーヒーマシンの電源が入り
ません。
また、本機内のタンクの水が少なくなると自動的にウォーターボトルからタンクに給水を開始しますが、この給水開始直前
のタイミングで COFFEE�MODEボタンを押しても緑色に点灯しないため、コーヒーマシンの電源が入りません。
しばらく待ってから COFFEE�MODEボタンを押すと緑色に点灯します。緑色に点灯したらコーヒーマシンの電源が入
り、コーヒーマシンが使用できるようになります。

COFFEE MODE ボタンを押す　
ピッと音が鳴り COFFEE�MODEボタンが緑色に点灯し、
コーヒーマシンが使用できます。

COFFEE MODEボタンが点灯しているときは
本機から冷水や温水が出ません。本機とコーヒーマシンは同時に�
使用できませんのでご注意ください。
3分間コーヒーマシンによる飲み物の抽出がないと、
自動的に消灯します。

コーヒーマシンを使う

COFFEE MODE ボタンを押す　
ピッと音が鳴り COFFEE�MODEボタンが消灯し、
本機から冷水や温水が出せます。
コーヒーマシンは使用できません。
コーヒーマシンの動作中に COFFEE�MODEボタンを
押さないでください。

コーヒーマシンを使わない

コーヒーマシンが
使用できます

コーヒーマシンは
使用できません

ピッ

ピッ
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2.7 コーヒーマシンを使う



ボトル台

扉

キャップシール

●�コーヒーマシンでの飲み物抽出中に EMPTYボタンがオレンジに点灯したときは、��
2杯目以降の抽出を中止してください。�� �
新しいウォーターボトルに交換後、抽出してください。

●�アクアクララポーターによる設置後初めてお使いになるときは、�
ウォーターボトルを差し込んでから機器内のタンクが満水になるまで、�
しばらく時間がかかります。

●�ウォーターボトルは満水の状態で約�7�kgまたは約�12�kgあります。�� �
大変重いので、取り扱いには充分ご注意ください。

ウォーターボトルの水がなくなったら、操作パネルの EMPTYボタンがオレンジ色に点灯するとともに、
ピッピッピッ音が3回繰り返し鳴りお知らせします。
お客さまご自身で、新しいウォーターボトルに交換してください。

新しいウォーターボトルの賞味期限を確認する1

ウォーターボトルの表面をふき、
シュリンクフィルムとキャップシールをはがす　
キャップ周辺→ボトル本体の順に、清潔な布でふいてください。

2

機器下部の扉を開き、
右図の位置までボトル台をゆっくりと引き出す　
ボトル台の引き出し幅には限界があります。
引き出せない状態から更に引き出さないでください。
故障の原因となります。

3

空になったウォーターボトルを
ボトル差込口から引き抜く　
ウォーターボトルは両手で持ち、引き上げてください。
キャップ中栓により水漏れしない構造になっています。
空ボトルの中を汚さないため、キャップは外さないでください。

4

ピッ
ピッピッ
×3回
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2.8 ウォーターボトルを交換する



ウォーターボトルをボトル差込口に差し込む　
①�ウォーターボトルを両手で逆さまに持ち上げ、ボトル差込口に
ウォーターボトルのキャップの中央がくるように合わせます。

②�ウォーターボトルを上から差し込みます。
③そのまましっかり固定されるまで、ウォーターボトルを押し込
んでください。

6

ボトル差込口に水がたまっている場合は、
ボトル差込口を必ず掃除する　
ボトル差込口のお手入れをおこなってください。 20ページ

5

機器内部へボトル台をゆっくりと戻し、扉を閉める7

EMPTYボタンを押す　
ピッピッと音が鳴り EMPTY�ボタンが消灯し、
機器内のタンクに水が供給されます。
供給は1分程度かかります。
供給中は、機器から冷水や温水を出したり、�
コーヒーマシンを操作しないでください。

8 ピッピッ

ウォーターボトルを差し込むときに
キャップ中栓が外れた場合は…
次回交換時、水が残った状態でウォーターボトルを抜き取ると
水が漏れ出します。必ず水を使い切ってからウォーターボトルを
引き抜いてください。

キャップ中栓
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2.8 ウォーターボトルを交換する



賞味期限について
●�ウォーターボトルの賞味期限はキャップに記載しています。�
確認してからご利用ください。

●�キャップシールをはがし、ウォーターボトルを機器にセットしたあとは、お早めにお飲みください。
　

保管について
●�水の入ったウォーターボトル・空ボトルは、次のような場所に保管しないでください。�
水質に影響を与え、味などを損なうおそれがあります。

� ・屋外�
・直射日光の当たる場所�
・湿気やホコリの多い場所�
・高温になる場所�
・不衛生な場所�
・においの強い物（芳香剤・洗剤・柔軟剤・殺虫剤など）がある場所　

●�ウォーターボトルは横にして保管しないでください。
　

ウォーターボトルの取り扱いについて
アクアクララは環境保護のためリターナブルボトルを採用しています。空ボトルは回収時まで大切に保管してください。
●�ウォーターボトルは絶対に他の用途に使用しないでください。�
空ボトルにコーヒー・お茶・ジュース・食用油・水道水・他社の水などを入れないでください。�
ウォーターボトルににおいが付いたり汚れが落ちなくなったりすると、リターナブルボトルとして使用できなくなります。�
また機器の故障の原因になります。　

●�使用済みのウォーターボトルは、必ずキャップをしたままお返しください。�
キャップを外すとウォーターボトル内にゴミやホコリが入ったり、においが強い場所ではウォーターボトル内ににおいが�
付きやすくなります。

 ウォーターボトルについての注意事項
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2.8 ウォーターボトルを交換する



ボトル差込口は、ウォーターボトル交換時に必ずお手入れしてください。
①�清潔な布やキッチンペーパーなどで、ボトル差込口にたまっている水を完全にふき取ります。�
� 水がたまったり汚れが付着したままにすると、カビやヌメリなどが発生する原因になります。
②�清潔な布やキッチンペーパーに台所用アルコール除菌スプレー（無香料）などを吹き付け、�
� ボトル差込口に汚れがないようていねいに掃除します。�
� ボトル差込口中央の突起物に、手を触れないよう注意してください。
③�乾燥させてから、新しいウォーターボトルをセットします。

 ボトル差込口のお手入れ

取水口付近はこまめにお手入れしてください。
清潔な布やキッチンペーパーに台所用アルコール除菌スプレー（無香料）などを
吹き付け、取水口周辺を掃除してください。
取水口の内側を、台所用アルコール除菌スプレー（無香料）などを塗布した清潔
な綿棒で掃除してください。

 取水口付近のお手入れ

水受け皿に溜まった水は、水受け皿を取り外して水を捨ててください。
水切り板・水受け皿はこまめにお手入れしてください。
水切り板と水受け皿は台所用中性洗剤で洗い、清潔な乾いたやわらかい布で、
水気をよくふき取り、よく乾燥させてから機器に取り付けてください。

 水切り板・水受け皿のお手入れ

常においしい水をお飲みいただくには、機器のお手入れが必要です。

あらかじめ石鹸などで手洗いをし、清潔な手でお手入れしてください。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。 
ケガや故障の原因となります。警告

・機器外装部のお手入れにスポンジやたわしを使用しない。 
 傷や故障の原因になります。
・機器外装部のお手入れには台所用中性洗剤を使用すること。 
 クレンザーやシンナー、ベンジンを絶対に使用しないでください。割れや変色の原因になります。
・お手入れの際に抜いた電源プラグは、約1時間以上たってから、再度コンセントに差し込む。 
 故障の原因になります。

注意
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3.1 日常のお手入れ／点検



電源プラグ・コードの点検
電源プラグやコードに次のような異常がないか点検してください。　
●�電源プラグ・コードに亀裂がないか？
●�電源プラグにホコリが付着していないか？
●�確実にプラグの根元まで差し込まれているか？
●�コードが発熱していないか？
●�コードが重いものの下敷きになっていないか？
　　

水漏れの点検
機器の底面や背面部より水漏れがないか点検してください。
水漏れしたまま使用すると、感電の原因になります。
　　

転倒防止処置の点検
転倒防止処置に次のような異常がないか点検してください。
放置すると地震時などに機器が転倒して、事故の原因になります。　
●�転倒防止用のひもが切れそうになっていないか？
●�壁面の固定具が外れそうになっていないか？

 定期的な点検

2週間以上使用しない場合は、アクアクララ取扱店 裏表紙 にご連絡ください。
1週間程度使用しない場合は、再使用前に品質維持のため冷水と温水を各200�ml出して捨ててください。

 長期間ご使用にならないときは

アース線

電源プラグ

外装部のお手入れ
①�清潔なやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れをふき取ります。
②�水を含ませた布で水拭き後、から拭きしてください。

放熱部のお手入れ
やわらかいブラシや掃除機などを使って、放熱部のホコリなどを取り除いて
ください。
ホコリなどが付着すると冷却効果が下がり、故障の原因になります。

 定期的なお手入れ

放熱部

転倒防止装置

長時間使用しない場合でも、電源コンセントから電源プラグを抜かない。
水を衛生的に保てなくなります。注意
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3.1 日常のお手入れ／点検



機器が故障または普段と異なる動作をしたときは、下記をご確認ください。
下記以外の現象が起こるときや、わからないことがある場合は、アクアクララ取扱店 裏表紙 にご連絡ください。

 故障・異常かな？と思ったら

症　状 原　因 対処方法

作
動
し
な
い

冷水または温水が出ない

電源プラグがしっかり
差し込まれていません。 電源プラグを確実に差し込んでください。

停電しています。 停電の復旧を待ってください。

漏電ブレーカーが作動して
切れています。 配電盤を点検してください。

ウォーターボトルが
空になっています。

ウォーターボトルを交換してください。
17ページ

チャイルドロックが
かかっています。

チャイルドロックを解除してください。
13ページ

COFFEE MODEボタンが
点灯しています。

COFFEE MODEボタンを押して
消灯してください。

温水にならない

省エネ運転中（ ECOボタン
点灯中）は、省電力のため低めの
温度で保温しています。

異常ではありません。

温水を大量に出したあとは、
設定温度に戻るまで
しばらく時間がかかります。

異常ではありません。
しばらく（約20分～30分）時間をおいてから 
使用してください。

温水になるが冷水にならない

冷水を大量に出したあとは、
設定温度に戻るまで
しばらく時間がかかります。

異常ではありません。
しばらく（約20分～30分）時間をおいてから 
使用してください。

機器背面の放熱部から、
熱気を放熱できていません。

次の点を確認してください。
・機器の背面に充分なスペース（10cm）が
 空いているか。

・直射日光が当たっていないか。
・放熱部にホコリがたまっていないか。

ボタンを押しても反応しない チャイルドロックがかかっています。 チャイルドロックを解除してください。
13ページ

表
示
が
お
か
し
い

操作部のボタンが点灯しない

電源プラグがしっかり
差し込まれていません。 電源プラグを確実に差し込んでください。

停電しています。 停電の復旧を待ってください。

漏電ブレーカーが作動して
切れています。 配電盤を点検してください。

EMPTYボタンが
オレンジ色に点灯している 機器に水が供給されていません。 ウォーターボトルを機器にセットしてください。

操作パネルが次のいずれかの状態 

・ EMPTYボタンが点滅 
・ UVランプが点滅 
・ HOT BOOSTERボタンと 
 ECOボタンが点滅 

機器に不具合があります。
一旦電源プラグを抜き、再度差し込んでください。
症状が改善しない場合はアクアクララ取扱店に 
連絡してください。
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3.2 その他



「故障・異常かな？と思ったら」22ページ をご覧のうえ、なお異常のあるときやご不明な点がある場合は、��
お客さまご自身で修理せずに、アクアクララ取扱店（裏表紙）にご連絡ください。

機器の異常・水の風味に変化がある場合は、ただちに使用を中止してください。

電圧 AC100 V 50/60 Hz

加熱電力 465 W

冷却電力 105 W

加熱能力 7.0 L/H　（80 ℃～90 ℃）

冷却能力 2.0 L/H　（5 ℃～10 ℃）

外形寸法
幅320（360） mm × 奥行き 320（360） mm ×高さ 1323 mm
※（　）内は底面スペースを含んだ寸法です。
※操作パネル部を含み、コーヒーマシンを含まない寸法です。

質量 21.0 kg
※コーヒーマシンを含まない質量です。

冷水温度 5 ℃～11 ℃

温水温度 85 ℃～92 ℃

温水温度（省エネ運転時） 70 ℃～75 ℃

温水温度（HOT BOOSTER時） 95 ℃

使用冷媒 代替フロン R-134a

 仕様

 アフターサービスについて

症　状 原　因 対処方法

そ
の
他

水が漏れている

取水口、ウォーターボトルの接続
部、コーヒーマシンの接続部など
が破損しています。

ウォーターボトルを機器から引き抜いたあと、
アクアクララ取扱店に連絡してください。

温水ドレインキャップがゆるんで
います。

熱湯が出ますので、やけどに充分注意しながら
温水ドレインキャップを閉めてください。

放熱部が熱い 室温が高いと、放熱部が
熱くなることがあります。 異常ではありません。

機器から「コトッ」「カチッ」と
いう音がする

冷水や温水の温度を保つために、
定期的に機器内の装置が作動
するときの音です。

異常ではありません。

機器から「ゴボゴボ」という音が
する

ウォーターボトルの水をタンクに
充填しているときの音です。 異常ではありません。
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