
冷水・温水ともに連続して給水すると常温に近づいていくため、適温になるまで
時間がかかることがあります。

※適温に達したら赤色のランプが消えます。※適温に達したら緑色のランプが消えます。

連続給水について
冷水　　　　　　　　　　 温水 

※まれに冬の季節､内蔵冷水槽が凍結し冷水が出ない場合があります｡その場合は電源を切り、
　１０℃～３８℃の環境下にしばらく放置してください。

常温から約１０分～１５分程度で適温
（８５～９５℃）になります。
※設置場所の温度が低い場合は湯沸か
　しまで時間がかかります。

常温から約４０分～５０分程度で適温
（１０～１５℃）になります。
※設置場所の温度が高い場合は冷却ま
　で時間がかかります。

内蔵水槽内の冷却（冷水）・湯沸かし（温水）時間について
※タンクが空の状態から満水にした際の時間目安です。　　

　　この他の条件では、より短い冷却・湯沸かし時間になります。

冷水　　　　　　　　　　温水 

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠に
ありがとうございます。本製品をお使いになる前に必
ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。本書
は読み終わった後、大切に保管してください。

ユーザーズガイド

家庭用

ウォーターサーバー「卓上型温冷両用タイプ」
品番：Ｋ-ＷＳ２

　　●お客様へ！ご使用前に
お水をセットする前に電源を入れないで
ください。

※ この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
※「Toffy」は、（株）ラドンナ、（株）キングジムの登録商標です。

　　　　　　　　　ユーザーズガイドに示された正しい使
　　　　　　　　　用目的と異なる間違った使用方法や不
当な改造、修理による故障・事故・けがについては補償い
たしかねます。

警告



１．安全にご使用いただくための注意事項
　　　　　・・・・・・・・・・・１～２ページ
●はじめてご使用になる前に・・・・・３ページ
●飲料水ボトルのセット方法・・・・・４ページ
２．各部の名称とはたらき・・・・５～６ページ
３．ご使用方法・・・・・・・・・７～９ページ
　  (１) 冷水の給水方法
　  (２) 温水の給水方法
　  (３) 連続給水について
　  (４) 特に注意していただきたいこと
　  (５) 飲料水ボトルの交換方法
　  (６) 空焚き防止装置解除方法
４．飲料水ボトルの取り扱いについて
　　　　　　・・・・・・・・・・・１０ページ
５．お手入れ方法について・・１０～１２ページ
　  長期間ご使用にならない場合およびご使用
　  再開時について
　  【外装部のお手入れ方法】
　  【背面部分のお手入れ方法】
　  【電源コードの点検】
　  【内蔵水槽の洗浄】
　  ご使用再開時について
６．故障かなと思った時・・・・・・１３ページ
７．修理とアフターサービス・・・・１４ページ

【目　次】



１

１．安全にご使用いただくための注意事項

設置場所は水平で安定した面を選び、設
置してください。設置面が安定していな
いと本体が転倒したり、飲料水ボトルが
落下したりしてけがや感電の原因になり
危険です。

直射日光のあたる場所や屋外、ほこりっ
ぽい場所などに設置しないでください。
飲料水の品質が変化する恐れがあります。
品質が変化したまま飲用すると、体調に
悪影響を及ぼす恐れがあります。

２Ｌボトル用専用キャップの差し込み口
周辺や温水・冷水の出水口付近は、特に
清潔に保って使用してください。不衛生
にすると臭いや雑菌発生の原因になりま
す。不衛生な状態のまま飲用すると体調
に悪影響を及ぼす恐れがあります。

長期間（1 週間以上）使用しない場合は、
11 ページ「長期間ご使用にならない場
合およびご使用再開時について」を参照
の上、内蔵水槽の水を抜き取り、電源プ
ラグを抜いて保管してください。

電源プラグを抜いたまま使用したり、ス
イッチをＯＦＦにしたりしたままの使用
は絶対にしないでください。飲料水の品
質が変化する恐れがあります。品質が変
化したまま飲用すると、体調に悪影響を
及ぼす恐れがあります。

設置した際、本体の背面は壁面などから
２５ｃｍ以上空けてください。また、ほこ
りや汚れがたまらないよう、定期的に清
掃してください。火災や故障の原因にな
り危険です。

警告

本製品は市販の２Ｌ飲料水ボトル専用で
す。水道水や日本茶、ウーロン茶など水以
外の飲料が入ったボトルは絶対に使用は
しないでください。本体内部が汚染され、
そのまま飲用すると体調に悪影響を及ぼ
す恐れがあります。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が軽傷を負う可能性が
想定される意味および物的損害の発生が想定される意味を表しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負
う可能性が想定される意味を表しています。

この記号は禁止の行為であることを表しています。

この記号は行為を強制したり指示したりする内容を表しています。

警告
注意

本体背面部から、棒や指などを無理やり
入れないでください。感電ややけどの恐
れがあり、また故障の原因になります。
 ※「空焚き防止装置解除」作業は、正しく
　行ってください。（９ページ「（６）空焚
　き防止装置解除方法」を参照）

ここに示した注意事項は安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害並びに財産への
損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の度合い、誤った取り扱い
により生じることが想定される内容を警告・注意の２つに区分して明示しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

ご使用前に本ページ「１．安全にご使用いただくための注意事項」をよくお読みいただき、正しくご使用
ください。このユーザーズガイドは、ご使用になる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。



電源は単相１００Ｖの専用コンセントを
使用し、延長コードの使用やタコ足配線
をしないでください。火災や漏電の原因
になり危険です。

子供や正しく操作することが困難な方に
１人で操作させないでください。やけど
や感電の恐れがあります。

使用する際は清潔な状態を保ってください。汚れが付着したままの使用や不衛生な使用は、
雑菌の発生などを招きます。このユーザーズガイドに記載されている１ページ「１．安全にご
使用いただくための注意事項」や１０ページ「５．お手入れ方法について」などに従って使用
してください。

電源コードに外部から力を加える行為
（傷をつける・引っ張る・ねじる・重い
ものを載せる・束ねる・加工する・加
熱するなど）はしないでください。火災
や感電の原因になり危険です。

気温が氷点下になる場所や発熱物の熱の
影響を受ける場所には、設置しないでく
ださい。故障の原因になります。

本体を移動する際や保管する場合は、必
ず立てた状態にしてください。横にした
り、斜めにしたりすると故障する原因に
なります。

分解や修理をしないでください。感電や
火災などの事故や故障の原因になります。

焦げた臭いがしたり、発煙や発火などの異常が発生したりした場合は、直ちに使用を中止し
て電源プラグを抜き、販売店または株式会社ニチネンお客様相談室にご連絡ください。

飲料水ボトルを交換する際は電源プラグ
を抜き、内蔵温水槽の温水が冷めてから
交換してください。やけどの原因になり
危険です。

内蔵水槽内を洗浄する際は、必ず電源プラグを抜いてから洗浄してください。電源プラグを
抜かずに洗浄すると炭酸ガスが発生して内蔵水槽が破裂する恐れがあります。

注意

飲料水ボトルが空の状態で電源スイッチを入れないでください。空焚きして火災や故障の原
因になります。

温水を使用する場合は、熱湯が出ますの
でやけどに注意してください。

本体を水の中に浸けたり、丸洗いしたりしないでください。感電事故や故障の原因になり危
険です。

警告

飲料水ボトルは品質が変化するような場所（直射日光があたる場所・屋外・高温多湿な場所
・ほこりっぽい場所・不衛生な場所など）に保管しないでください。品質が変化する恐れがあ
ります。品質が変化したまま飲用すると、体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

濡れた手で電源プラグに触れないでください。また、電源プラグをコンセントから抜く際は、
電源コードではなく必ず電源プラグを持って抜いてください。感電や断線による発火の原因
になり危険です。

２



本製品を安全に正しくお使いいただくために、使用する前はこの「ユーザーズガイド」を必ずお読みく
ださい。お読みになった後は、大切に保管してください。

※本製品は一般家庭用です。その他の用途には使用しないでください。
※本製品は市販の２Ｌ飲料水ボトル専用です。水道水や日本茶・ウーロン茶など水以外の飲料が入っ
　たボトルは絶対に使用しないでください。
※飲料水ボトルをセットする前に電源を入れないでください。
※エコタイプボトル（手で潰せる柔らかいペットボトル）を使用すると、逆流してあふれてしまう恐れ
　がありますので使用しないでください。
※設置する際は、本体の背面を壁面などから２５ｃｍ以上空けてください。
※本製品や梱包材を廃棄する際は、お住まいの地域の基準に従って廃棄してください。

●はじめてご使用になる前に
※ドリップトレイを本体に取り付けてください。
※長期間の保管から使用再開する場合にも行ってください。
※清掃の際には、清潔なペーパータオルと台所用中性洗剤やアルコール製剤、重曹水溶液などを必要に
　応じて利用してください。

使用済みの飲料水ボトルに水道水を１.７５Ｌ
と市販の重曹大さじ３杯を混ぜ入れ、重曹水溶
液を作ります。重曹水溶液入りの飲料水ボトルに
２Ｌボトル用専用キャップを取り付けてくだ
さい。

付属の２Ｌボトル用専用キャップは台所用中性
洗剤で洗い、しっかり乾燥させてください。更に
アルコール製剤で拭いていただくと衛生的です。

本体の取水口にセットし、重曹水溶液を流し入
れてください。

よく洗浄した飲料水ボトルなどに水道水を２Ｌ
入れ、中を洗浄してください。⑤の作業を２回
以上行ってください。（１２ページ「【内蔵水槽
の洗浄】」を参照）

２４時間後、本体底面の温水・冷水ドレインキャ
ップを開けて重曹水溶液を抜き、再度ドレイン
キャップを閉めてください。

重曹

①

③

●付属品の清掃

その後、２４時間静置してください。

④

②

⑤

中
性
洗
剤

中
性
洗
剤

アルコール
製剤
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※水受けタンクおよび内蔵水槽が満水状態でも、セットされた飲料水ボトル内に水が
　ない場合は水が出ません。セットした飲料水ボトルが空になったらすぐに交換して
　ください。
※温水・冷水にならない場合は、エコタイプボトルを使用しているか壁から離す距離
　が足りない（熱がこもり冷えづらくなる）可能性があります。

新しい飲料水ボトルのキャップをすべて取り外
してください。キャップの切り離した部分が残
っていると２Ｌボトル専用キャップがきちんと
締まらなくなり、本体へセットの際に水漏れす
る可能性があります。

使用する飲料水ボトルに合う２Ｌボトル用専
用キャップ（φ２５ｍｍ、φ２８ｍｍ）を選び、し
っかり締めてください。飲料水ボトルの表面に
ほこりなどが付着している場合は、きれいに拭
き取ってください。

取り外す

① ②

飲料水ボトルを持ち上げ本体取水口にセットし
てください。しっかりと飲料水ボトルが本体の
ボトルガードに固定されていることを確認して
ください。
※初回セット時には飲料水ボトル内の水が３/４
　程度、本体内に入ります。

出水口から水が出てくるまでボタンを下げ続け
てください。たまっている空気が抜け、水が出き
るとエアー抜き完了です。また、本体内部に水が
入っていかず空気の泡がボコボコと出ない場合
は、セットした飲料水ボトルを何度かセットし
直し、水が送り込まれるのを確認してください。
※エアー抜きが完了しないと水が出てきません。

④

出水口から水が出てきたのを確認後、電源プラ
グをコンセントに差し込み背面にある温水スイ
ッチ（赤色）と冷水スイッチ（緑色）をＯＮにして
ください。
※使用時間の目安は表紙を確認してください。

※飲料水ボトル内に水が残っている状態で本
　体から取り外すと本体に水がかかり、故障
　や事故の原因になりますので絶対に行わな
　いでください。途中で飲料水ボトルを取り
　外す場合は、温水スイッチ（赤色）と冷水ス
　イッチ（緑色）をOFF にして、電源プラグを
　コンセントから抜き、ドレインの水をすべ
　て抜くか、温水・冷水ボタンを押して、出水
　口から水をすべて排出してから取り外して
　ください。（11P ページ「長期間ご使用にな
　らない場合およびご使用再開示について」
　①~③を参照）

注意
ON

OFF

ON

OFF

⑤

③

●飲料水ボトルのセット方法

４



２．各部の名称とはたらき
Ｋ-ＷＳ２

（付属品）

温　水　出　水　口

冷　水　出　水　口

冷　水　ボ　タ　ン

：加温中はランプが点きます。
　※設定温度に達したらランプが消
　　えます。

温水運転表示ランプ
（赤色）

：電源が入っている場合はランプが
　点きます。

電 源 表 示 ラ ン プ
（黄色）

：冷却中はランプが点きます。
　※設定温度に達したらランプが消
　　えます。

冷水運転表示ランプ
（緑色）

：安全ロック機構（茶色）付温　水　ボ　タ　ン

：こぼれた水やお湯の受け皿
　※取り外された状態で梱包されて
　　います。必ず取り付けて使用し
　　てください。

ド リ ッ プ ト レイ

：飲料水ボトルを載せて固定する部
   分

ボ  ト  ル  ガ  ー  ド

：２Ｌボトル用専用キャップを差し
　込む部分

キャップ差し込み口
（２Ｌ飲料水ボトル専用）

：飲料水ボトルから、内蔵水槽に水
   を供給する入り口部

取   　　水  　　 口

：取水タワーから、取り込んだ水を
　内蔵温水槽と内蔵冷水槽に振り分
　ける部分

水  受  け  タ  ン  ク
（白色の円筒）

：φ２５ｍｍ、φ２８ｍｍの飲料水
  ボトル口に合わせ選べる逆止弁

取　水　タ　ワ　ー：飲料水ボトルから、内蔵水槽に水
   を取り込む部分

２Ｌボトル用専用
キ ャ ッ プ

：飲料水ボトルに取り付け、ボトル
   ガードに固定する付属部品
   ※Ｋ-ＷＳ２専用です。他の製品
　   ではご使用になれません。

空焚き防止解除棒：安全のため「空焚き防止装置」が
   作動した際に解除する棒

開　閉　逆　止　弁
φ２５ｍｍ
（白色）

φ２８ｍｍ
（半透明色）

５



クリップ

ドレインキャップ

※ドレインは、長時間使用しない際の水抜きと内蔵水槽
　を洗浄する場合のみ開けてください。通常は触らない
　でください。
※ドレインを開ける場合はペンチなどを使用してくださ
　い。

先にクリップを外し、その後
ドレインキャップを外してく
ださい。（ドレインキャップを
閉める場合は、逆の手順で行
ってください。）

温水ドレイン 内蔵温水槽の排水口
冷水ドレイン 内蔵冷水槽の排水口

■製品仕様
　品　　　　名　　Toffy ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】　　　　　　
　品　　　　番　　Ｋ-ＷＳ２
　外 形 寸 法　　【本体のみ】約２０８（W）×３９５（H）×３０５（D）ｍｍ
　重　　　　量　　約２.６ｋｇ
　電　　　　源　　ＡＣ１００Ｖ（５０-６０Ｈｚ）
　定格消費電力　　【作動時】温水器 /５００Ｗ、冷水器 /６５Ｗ　　
　冷 水 能 力　　【内蔵冷水槽容量】５００ｍｌ
　　　　　　　　　【設定温度】１０℃～１５℃
　温 水 能 力　　【内蔵温水槽容量】９００ｍｌ
　　　　　　　　　【設定温度】８５℃～９５℃
　使 用 環 境　　１０℃～３８℃、湿度９０％以下の環境下で使用
    生 　産　国　　中国
　販　売　元　  株式会社ラドンナ
  製 　造　元  　株式会社ニチネン
　付　属　品　　２Ｌボトル用専用キャップ（２種）、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド（保証書含む）

冷水スイッチ（緑色）
冷却装置のＯＮ・ＯＦＦスイッチ

温水スイッチ（赤色）
加温装置のＯＮ・ＯＦＦスイッチ

電源プラグ
１００Ｖ（５０-６０Ｈｚ）

放熱口

※製品改良に伴い、外観や仕様などは予告なく変更することがあります。
※エコタイプボトル（薄く柔らかいボトル）には対応していません。

ON

OFF

ON

OFF

背面

底面

アース線
※必ずアース（接地）を取り付けて、使用してください。

（内蔵部）空焚き防止装置

作動解除
赤ボタン

６



７

３．ご使用方法

冷水ボタンを押す。 冷水が出る。

温水を注ぐ際は、熱湯でやけどしないよう注意
してください。特に子供や正しく操作すること
が困難な方に、１人で操作させないでください。
やけどや感電の恐れがあります。また、正しく
操作しないとボタンに過重な圧力がかかり破損
や思わぬけがの原因になります。

警告

（１）冷水の給水方法
　　　　冷水ボタンを押すと冷水が出ます。冷水ボタンを押している間だけ冷水が出ます。止めたい場
　　　　合は、冷水ボタンから指を離してください。

（３）連続給水について
温水や冷水を連続して給水すると温水・冷水ともに常温に近づいていきます。このような場合は給水
を止めて、しばらく放置しておくと元の設定温度に復帰します。
（冷水設定温度：１０℃～１５℃/温水設定温度：８５℃～９５℃）
飲料水ボトル内の水が空になると温水・冷水出水口から温水・冷水が出なくなります。新しい飲料水
ボトルに交換してください。（９ページ「（５）飲料水ボトルの交換方法」を参照）

温水ボタンの操作に注意

（２）温水の給水方法
　　　　温水ボタンは、二段階の操作をしないと温水が出ない安全ロック機構になっています。温水ボ
　　　　タンのロックを左にスライドしたまま押します。ロックをスライドし、押している間だけ温水
　　　　が出ます。止めたい場合は温水ボタンから指を離してください。

ロック解除（左にスライド）
したまま温水ボタンを押す。 温水が出る。 手を離すとロックされる。

ロック

ロック解除
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（４）特に注意していただきたいこと
　　　　温水や冷水を給水する際は、冷水または温水出水口の真下で容器を持ち、出水口から少し距離
　　　　を空けて給水してください。その際、ドリップトレイには容器を置かないでください。出水口
　　　　に容器が近すぎると出水口が容器内の水などに浸かってしまい不衛生になります。また、容器
内に原液（コーヒー・紅茶・焼酎・ウィスキー・乳酸菌飲料など）がある場合は、出水口に飲料の跳ね
返ったしずくが付着してカビや雑菌の発生原因になる恐れがあります。

　　　　出水口に指や食品が触れないように注意してください。指や食品に付着している雑菌が、出水
　　　　口に付着して注がれる水が不衛生になります。

コーヒーのドリップパウダー
が付着している。

子供が指で出水口を
触っている。

指が触れている。 子供が口飲みしている。

　　　　容器は必ず手に持って、温水や冷水を注いでください。
　　　　ドリップトレイに容器を置いて温水や冷水を注がないでください。容器が倒れるなど思わぬ事故の
　　　　原因になり危険です。

容器は必ず手に持つ。

ドリップトレイに容器を置いて
注がない。

容器内の水など
が出水口に浸か
っている。

コーヒーの跳ね
返りのしずくが
出水口に付着し
ている。

出水口が汚れやカビなどの発生原因に
なります。出水口が汚れた場合には、
汚れを拭き取ってください。
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２Ｌボトル用専用キャップ
の開閉逆止弁により、飲料水
ボトルをセットすると弁が
開き、飲料水ボトルを外すと
弁が閉じます。

●２Ｌボトル用専用キャップは清潔に保って使用してくださ
　い。不衛生になると臭いや雑菌発生の原因になりそれを飲
　用した場合、体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

【２Lボトル用専用キャップのお手入れ方法】
●飲料水ボトルから２Ｌボトル用専用キャップを取り外し、
　台所用中性洗剤で洗って乾燥させてください。
●空になった飲料水ボトルは再使用しないでください。

注意

（５）飲料水ボトルの交換方法
飲料水ボトルのセット方法については、４ページ「●飲料水ボトルのセット方法」を参照してください。

※飲料水ボトルを交換する際は、
　飲料水ボトルが空の状態で
　行ってください。温水スイッ
　チ（赤色）と冷水スイッチ（緑
　色）を OFF にして、電源プラ
　グをコンセントから抜き、ド
　レインの水をすべて抜くか、
　温水・冷水ボタンを押して、
　出水口から水をすべて排出し
　てから取り外してください。
　飲料水ボトルを持って、真上
　の方向に引き上げてください。

注意 必ず取水口の真上で飲料水ボ
トルを逆さまにしてください。
（水が漏れる場合があります。）

（６）空焚き防止装置解除方法
使用開始時、内蔵水槽内の飲料水が不十分またはボトルをセットしないで電源を入れると安全のため
「空焚き防止装置」が作動します。「空焚き防止装置」が作動中は温水になりません。
以下の手順で「空焚き防止装置」を解除してください。
１．電源プラグをコンセントから抜いてください。
２．本体裏面右側内蔵部の「空焚き防止装置」を確認してください。
３．付属の「空焚き防止解除棒」を使って「空焚き防止装置」の作動解除赤ボタンの中央を垂直に押して
　  ください。カチッと手応えを感じたら解除されます。
　  ※「空焚き防止解除棒」以外のもので押さないでください。また、金属の棒は絶対に使用しないでく
　　   ださい。ショートして故障や感電の原因になります。

（付属）空焚き防止解除棒（内蔵部）空焚き防止装置

作
動
解
除
赤
ボ
タ
ン



５．お手入れ方法について
　　　　本製品にほこりや水垢がたまらないよう、衛生管理は利用者ご自身によるお手入れが必要です。
　　　　台所用中性洗剤での洗浄やアルコール製剤での拭き取りなどのお手入れを行ってください。

（１）エコタイプボトルについて
エコタイプボトル（手で潰せる柔らかいペットボトル）を使用すると、逆流してあふれてしまう場合
がありますので使用しないでください。

（２）賞味期限
水は生ものです。開封後は賞味期限に関わらず、
なるべく早めにお飲みください。

（３）保管について
保管の際には飲料水ボトルを横にせず、必ず立て
た状態（ボトルネックを上方向）にしてください。
飲料水ボトルは、室内で温度変化の少ない清潔な
場所で保管してください。次のような場所での保
管は絶対にしないでください。
×屋外やベランダなど直射日光があたる場所
×日あたりの良い場所
×ほこりっぽい場所
×高温多湿になる場所

（４）利用する際の注意事項
空になった飲料水ボトルは再使用しないでくだ
さい。

４．飲料水ボトルの取り扱いについて

付属品の清掃
付属の２Ｌボトル用専用キャップは台所用
中性洗剤で洗って乾燥させてください。

ボトルネック

給水口付近
アルコール製剤を吹き付けたペーパータオル
などで拭いてください。まず水が触れる部分
を先に拭き取り清掃してください。次に出水
口の外側やボタン全体を拭き、汚れを除去し
てください。

１０
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　　　　●１週間以上使用しない場合は、以下の手順で本製品の水抜きをし保管してください。
　　　　①温水スイッチ（赤色）と冷水スイッチ（緑色）をともにＯＦＦにして、電源プラグをコンセン
　　　　　トから抜いてください。
②温水・冷水ボタンを押して、出水口から水をすべて排出してから、飲料水ボトルを本体から外してく
　ださい。
③３０分以上経過してから、温水・冷水ドレインのドレインキャップを開けて内蔵水槽の水抜きをし
　てください。（６ページ参照）水抜きが終わったら、温水・冷水ドレインのドレインキャップをしっか
　り閉めてください。（電源プラグを抜き、３０分以上経過しないうちにドレインキャップを開けると
　熱湯が出てやけどをする恐れがあります。）
④水抜きが完了し乾燥を確認した後は、本体上面部のボトルガードや出水口を食品用ラップフィルム
　でひもがけして外れないように包み、ほこりやゴミが入らないようにしてください。
⑤水抜き後は気温が低くて直射日光が当たらない清潔な場所に保管してください。

※飲料水ボトル内に水が残っている状態で取り外すと、本体に水がかかり、故障の原因になります
　ので絶対に行わないでください。途中で飲料水ボトルを取り外す場合は、温水スイッチ（赤色）と
　冷水スイッチ（緑色）をOFF にして、電源プラグをコンセントから抜き、ドレインの水をすべて抜
　くか、温水・冷水ボタンを押して、出水口から水をすべて排出してから取り外してください。

【外装部のお手入れ方法】
　　　外装部は、アルコール製剤を吹き付
　　　けたペーパータオルなどで拭いてく
　　　ださい。ドリップトレイは右図のよう
に取り外して台所用中性洗剤で洗ってから
乾燥させ、本体に再度セットしてください。

長期間ご使用にならない場合およびご使用再開時について

●キャップ差し込み口
ボトルガードのキャップ差し込み口に水がたまっていたり、ほこりなどの汚れが見受けられたりした
場合は、水やほこりをペーパータオルなどで取り除いてください。また、取り外したボトルガードは台所
用中性洗剤でやさしく洗浄してください。キャップ差し込み口に水がたまっていたり、汚れが付着した
ままになっていたりすると雑菌の発生や臭いが出る恐れがあります。水やほこりを取り除いた後に、ア
ルコール製剤で拭いてください。乾燥させてから新しい飲料水ボトルをセットしてください。

●水受けタンク
ボトルガードを左に回して本体から取り外してください。水受けタンクに水がたまっていたり、水垢な
どの汚れが見受けられたりした場合は、水や水垢をペーパータオルなどで取り除いてください。
汚れが付着したままになっていると雑菌の発生や臭いが出る恐れがあります。水や水垢を取り除いた
後に、アルコール製剤で拭いてください。乾燥させてからボトルガードの凸部を水受けタンクの凹部に
合わせ、右に回して固定してください。

アルコール
製剤

中
性
洗
剤

中
性
洗
剤

アルコール製剤を
吹き付ける。

右回しで取り付け
左回しで取り外し。　

水受けタンク内を
ていねいに拭き取
り乾燥させる。

水や水垢をペーパー
タオルで取り除く。

台所用中性洗剤で
やさしく洗う。

ていねいに拭き
取り乾燥させる。　

アルコール製剤を
吹き付ける。

汚れをペーパータオ
ルで取り除く。

アルコール
製剤

アルコール
製剤

水ほこり

中
性
洗
剤

中
性
洗
剤
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水
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再度使用を開始する場合は、４ページ「●飲料水ボトルのセット方法」を参照してください。

【内蔵水槽の洗浄】
①本体の温水スイッチ（赤色）と冷水スイッチ（緑色）をともに切
　り、電源プラグをコンセントから抜いてください。３０分以
　上経過後、温水・冷水ドレインのドレインキャップを開け
　て（６ページ参照）水を抜き、再度ドレインキャップを閉めて
　ください。
②飲料水ボトルに水道水を１.７５Ｌ入れ、市販の重曹を大さじ
　３杯加え振り混ぜてください。完全に溶解させ重曹水溶液を
　作ります。重曹水溶液を本体のキャップ差し込み口に注い
　だ後、本体を２４時間室温で静置してください。
③温水・冷水ドレインのドレインキャップを開けて（６ページ
　参照）重曹水溶液を抜き、再度ドレインキャップを閉めてくだ
　さい。
④よく洗浄した飲料水ボトルなどに水道水２Ｌを入れ、キャップ差し込み口に注いでください。その後、
　温水・冷水ドレインのドレインキャップを開けて（６ページ参照）水を抜いてください。この作業は
　２回以上行うと効果的です。
⑤ボトルガードを取り外し、ボトルガードの下にある水受けタンク（白色の円筒）内部に残った水をよ
　く拭き取り、アルコール製剤で拭いてください。
⑥以上で洗浄完了です。最後はよく乾燥させてください。
 　※内蔵水槽を洗浄する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて洗浄してください。電源プラグ
　　を抜かずに洗浄すると、重曹が反応して炭酸ガスが発生し、内蔵水槽が破裂する恐れがあります。
　※使用する頻度にもよりますが、内蔵水槽の洗浄は２～３カ月に１回を目安に行ってください。特に
　　気温の高い夏場には、こまめな洗浄をおすすめします。

 ご使用再開時について

【背面部分のお手入れ方法】
　　　　本体背面は放熱部となっています。壁
　　　　に密着させていたり、ほこりが付着した
　　　　りすると故障や火災の原因になります。
やわらかいブラシあるいは掃除機などを使って、
背面部にほこりがたまらないよう定期的に清掃し
てください。

【電源コードの点検】
　　　　電源コードや電源プラグに亀裂がないか、電源プラグが発熱していたり、重たいものの下敷き
　　　　になっていたりしないか点検してください。感電事故や火災の原因になりますので特に注意
　　　　してください。
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６．故障かなと思った時
温水または冷水が出ないか、出方が弱い
①飲料水ボトルが空になっているまたは内蔵水槽に水が行き渡っていない。
　➡飲料水ボトルを交換してください。（９ページ「（５）飲料水ボトルの交換方法」参照）
②内蔵冷水槽内が凍っている。
　➡電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて３０分ほど経過してから再度、電源プラグをコ
　ンセントに差し込んで使用してください。
③エアー抜きが出来ていない。
　➡出水口から水が出てくるまでボタンを下げ続けてください。たまっている空気が抜けると水が出
　　てきます。
冷水になるが温水にならない
①温水スイッチ（赤色）がＯＦＦになっている。
　➡温水スイッチ（赤色）をＯＮにしてください。
②「空焚き防止装置」が作動している。
　➡電源を切って電源プラグを抜き「空焚き防止装置」を解除してください。
　　（９ページ「（６）空焚き防止装置解除方法」参照）　
温水になるが冷水にならない
①放熱部に熱気がこもっている。
　➡本体の背面に十分なスペース（２５cm以上）が空いているか、直射日光が当たっていないか、放
　　熱部にほこりがたまっていないかを確認してください。
②冷水スイッチ（緑色）がＯＦＦになっている。
　➡冷水スイッチ（緑色）をＯＮにしてください。
③エコタイプボトルを使用している。※本製品はエコタイプボトル使用不可です。
　➡内部で逆流が起こるため冷えづらくなります。　
水が漏れている
①内蔵水槽、ボタンや出水口または飲料水ボトルの破損。
②ドレインキャップの緩み。
　➡水抜き（１１ページ「長期間ご使用にならない場合およびご使用再開時について」①～③参照）を行
　　ったうえで、販売店または株式会社ニチネンお客様相談室（１４ページ）までお問い合わせください。
③エコタイプボトルを使用している。※本製品はエコタイプボトル使用不可です。
　➡内部で逆流が起こるため水受けタンクからあふれる恐れがあります。
④冬場のドレインからの結露。
　➡タオルなどを本体の下に置いて結露を吸収してください。
本体からカチカチと音がする
①内蔵水槽に水が行き渡っていないうちに電源が入り、水槽内に熱がこもっている。（空焚き状態）
　➡電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて９ページ「（６）空焚き防止装置解除方法」を確認
　　してください。
本体からビリビリという共鳴音がする
　➡電源を切り、販売店または株式会社ニチネンお客様相談室（１４ページ）までお問い合わせください。　
プラスチックの臭いがする
①プラスチック特有の臭いがする。
　➡水受けタンクの清掃と内蔵水槽の洗浄を行ってください。その後も臭いが気になる場合は、１２ペ
　　ージ「【内蔵水槽の洗浄】」を５０～６０℃程度のお湯１Ｌに大さじ３杯を加えた重曹水溶液で行っ
　　てください。（本製品に使用されているプラスチックパーツは、食品衛生法に適合していますので
　　人体への害はありません。）　
赤色・緑色のランプが点かない
①加温または冷却が終わり適温になっている。
　➡温水運転表示ランプ（赤色）は加温中に、冷水運転表示ランプ（緑色）は冷却中に点きます。温水・冷
　　水ともに適温になるとランプが消えます。

　※上記の対処をしても解決しない場合は、販売店または株式会社ニチネンお客様相談室（１４ページ）まで
　　お問い合わせください。
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７．修理とアフターサービス
１３ページ「６．故障かなと思った時」の内容を確認しても解決しない機器の異常がござい
ましたら、直ちにご使用を中止して販売店または下記株式会社ニチネンお客様相談室にお
問い合わせください。

※製品改良に伴い、外観や仕様などは予告なく変更することがあります。

20210525

月曜～金曜　９：００～１２：００、１３：００～１７：００〔祝日、弊社休業日を除く〕

お問い合わせ先（お客様相談室）

製造元

０４８０-２６-５３１１
〒３４６-００２８　埼玉県久喜市河原井町１０-２
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