
取扱説明書
本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
●	この取扱説明書の裏表紙に保証書がついていますので、販売店とお買い上げ日の
ご記入を必ずお受けください。

●	必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

保証書

ラッセルホブス ベーシックドリップ
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警　告

注　意

■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。
■ここに示した注意事項は、製品を正
しくお使いいただき、人体への危害
や損害を未然に防止するためのもの
ですので、必ずお守りください。
■お読みになった後は、お使いになら
れる方がいつも見られる場所に必ず
保管してください。

お守りいただく内容の種類を次の絵表
示で区分し、説明しています。

表示を無視して誤った使い方をしたと
きに生じる内容を以下の 2 つに区分
し、説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症※1
等を負う可能性が想定される内容

取り扱いを誤った場合、使用者が障害※2を負う可能
性および物的損害※3のみの発生が想定される内容
※1　重症とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、

感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものお
よび治療に入院・長期の通院を要するもの
をさします。

※2　障害とは、治療に入院や長期の通院を要さな
い、けが、やけど、感電などをさします。

※3　物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペッ
トなどにかかわる拡大損害をさします。

の記号はしてはいけない「禁止」
を示します。

●の記号は、必ずしていただく「強制」
を示します。

一般的な禁止

水濡れ禁止

接触禁止

濡れ手禁止

分解禁止

必ず行う

差し込みプラグを抜く

この度はラッセルホブス製品をお買い
上げいただきまして、まことにありがと
うございます。ラッセルホブス製品は、
ヨーロッパを始め、世界各国で高い評
価をいただいているイギリスの家庭用
電気製品ブランドです。本製品は、ラッ
セルホブスから日本向けに特別に開発
されたものです。ご使用になられる前
に、この取扱説明書をよくお読みいた
だき、商品使用にお役立てください。
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電源 100V・50/60Hz

消費電力 700W

サイズ W15.5×D20.0×H27.0cm・・

重量 1.3kg

コードの長さ 1.0m

材質 ステンレス、ガラス、ポリプロピレン

付属品 パーマネントフィルター

最大容量 750ml（抽出量5カップ）

生産国 中国　

仕様

安全上のご注意はじめに
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本体を水につけたり、風呂場や流し台など
水を利用する場所の近くでは使わないでく
ださい。また、野外では使用しないでくださ
い。
（ショート、感電の原因）

...................................................................................
 
電源コードや電源プラグが傷んでいたり、
コンセントの刃の差し込みがゆるい状態の
ときは使用しないでください。
（感電、ショート、火災の原因）
 
電源プラグに埃が付着している場合はよく
拭きとってください。
（発火、火災の原因）

お手入れの際や使用時以外は、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
（けが、やけど、感電、火災の原因）

...................................................................................

電源コードが破損した場合、コードの交換
は危険を防止するために、修理技術者以外
の方はしないでください。修理はお買い上
げの販売店または弊社にご相談ください。

改造はしないでください。修理技術者以外
の方は、分解したり修理しないでください。
火災、感電、けがの原因になります。修理は
お買い上げの販売店または弊社にご相談く
ださい。

不安定な場所で使用しないでください。・
（故障の原因）

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。
（感電・けが・やけどの原因）

本体付近に手や顔を近づけないでください。・・・・・
（やけどの原因）
 
使用中や使用直後は本体、ホットプレート、
カラフェなど高温になっている部分には触
れないでください。
（やけどの原因）

電源コードを製品本体に巻き付けた状態で
使用したり、傷つけたり、加工したり、無理
に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ね
たりしないでください。また、重いものを乗
せたり、挟み込んだりしないでください。
（電源コードの破損・ショート・感電の原因）
 
コードを熱器具に近づけないでください。
（コードの破損・火災・感電の原因）
 
ウォータータンクが空の状態で使わないで
ください。
（故障・火災の原因）

...................................................................................

交流100V以外では使用しないでください。
（故障・火災・感電の原因）

15Aのコンセントを単独で使用してくださ
い。他の器具と併用すると分岐コンセント
部が異常発熱し発火する恐れがあります。

...................................................................................

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないで
ください。
（感電の原因）

警　告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症等
を負う可能性が想定される内容

ウォータータンクには300ml（水量計の目盛
2）以上、750ml（目盛5）以内でご使用くだ
さい。
（故障の原因）

ウォータータンクに水が入っていない状態で
使用しないでください。
（故障の原因）
 
続けてコーヒーを抽出する場合は、本体が
完全に冷めてから使用してください。
（故障の原因）

ガラスのカラフェを使用する時や洗浄時に
はていねいにお取り扱いください。
（破損・けがの原因）

...................................................................................

使用中や使用直後は抽出口や蒸気口、ホッ
トプレート、トップカバーが高温ですので手
を触れないでください。
（やけどの原因）

壁や家具の近くでは使用しないでくださ
い。また、本体上に物を載せて使用しな
いでください。
（変色・変形の原因）

コーヒーメーカー本体を転倒させないでく
ださい。
（けが・やけどの原因）
 
ウォータータンクの中に水以外の熱湯、牛
乳、酒、コーヒーや硬度の高いミネラル
ウォーターなど入れないでください。
（故障の原因）

ウォータータンク内にコーヒーの粉など異
物を入れないでください。
（故障の原因）
 
コーヒーの抽出中は、本体を移動させない
でください。
（けが・やけどの原因）
 
コーヒーを抽出後、コーヒー粉を本体に残
したままにしないでください。
（故障の原因）
 
付属のカラフェは、直接火にかけたり、電
子レンジや食器洗浄乾燥機を使用しないで
ください。
（破損の原因）
 
抽出中はカラフェを外して使用しないでく
ださい。
（故障・やけどの原因）
 
付属のカラフェ以外は使用しないでください。
（けが・やけどの原因）
 
本体を移動するときは、カラフェを別にし
て移動してください。
（破損・けがの原因）
 
本体を十分に冷ましてからお手入れをして
ください。
（やけどの原因）

本体の拭き取りにアルコール、ベンジン、
シンナー、磨き粉、タワシなどは使わない
でください。
（傷・変色・変形・故障の原因）

必ず付属のカラフェをセットして使用してく
ださい。
（やけどの原因）

注　意 取り扱いを誤った場合、障害を負う可能性および物
的損害のみの発生が想定される内容

安全上のご注意
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使用前の洗浄
はじめて使用するときは、プラスチックのにおいがする場合がありますが、これは欠陥ではありません。はじめ
てご使用になる時や長期間使わないで保管してあった場合は、P13「お手入れの仕方」の手順で洗浄運転を
行ってください。

付属品の洗浄
付属品のカラフェやパーマネントフィルター、フィルターホルダーは中性洗剤を使用して洗浄してください。

抽出が終わったら[POWER] ボタンを押して電源をオフ
にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、
抽出されたお湯は捨ててください。

※本製品は2時間の保温機能がついており、抽出終了
後は自動的に保温機能に切り替わります。抽出直後
には[POWER]ボタンの青いランプは消灯しません。

1 3

2 4

フィルターホルダーをセットします。ペーパー
フィルター、コーヒーはセットしないでくださ
い。

本体にカラフェをセットします。

ウォータータンクに5カップ分の目盛まで（750
ｍｌ）水を入れます。

電源プラグをコンセントに差し込み、[POWER]
ボタンを押して、お湯を抽出します。

パーマネントフィルター

付属のパーマネントフィルター、
市販のペーパーフィルターの
どちらかを使用してください。

フィルターホルダー

フタ

ハンドル

カラフェ

トップカバー

抽出口

水量計

スロット

タブウォータータンク

水はここから入れます

ホットプレート

コントロールパネル

コード収納部

プログラム/オート・ボタン
（タイマー設定ボタン）

分設定ボタン時間設定ボタン

電源ボタン
オン／オフ・ボタン

タブ部分を本体スロットに合わせる

ご使用前に各部の名称とはたらき
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時間の設定について
時計は12時間表記です。

予約機能の設定について
このコーヒーメーカーは決められた時刻に抽出を開始する予約機能が付いています。
※予約機能を使用するには時計の設定が必要です。P 8の「時間の設定について」を参照ください。

予約を設定する1
1 4

2

2 5
3

3 6

[HOUR]または [MIN] ボタンを2 秒以上押し続け
ると、時計の設定モードになります。

コーヒーをセットする
P 10 の「ご使用方法」の手順に従って、コー
ヒーの粉、カラフェ、水をセットします。

抽出の開始時間を設定する
[AUTO] ボタンを長押しします。ディスプ
レイで [AUTO] ボタンが点滅し始めたら
[HOUR(時間)]と「MIN(分)」を設定します。

[HOUR] ボタンを押すと時刻が設定されます。
※1回押すと時計が1時間進みます。

コンセントにプラグを差し込む 予約を確定する
再度[AUTO] ボタンを押して抽出開始時刻を設
定します。時間が確定されたらアラームが鳴り、
ディスプレイ左下に「auto」と表示されます。

[MIN] ボタンを押すと分が設定されます。
※1回押すと時計が1分進みます。

現在の時間を設定する
P 8 の「時間の設定について」の手順で設定
してください。

抽出開始
予約した時刻になると自動的にコーヒーの抽
出が開始します。抽出が始まると、ディスプレ
イの「auto」表示が消えて、[POWER] ボタン
が点灯します。

●[HOUR]または [MIN]のボタンを押し続けると、時間や分をすばやく進めることができます。
●約5秒間なにもボタンを押さなかった場合、本体はスタンバイモードに戻ります。
●コンセントからプラグを抜くと時計はリセットされます。

保温機能について
本製品には保温機能が備わっており、抽出終了後2時間の保温機能が働きその後、自動的にオフになります。
 
●抽出が終わり1時間以上経過した後に [AUTO] ボタンを押すと、音が鳴り、保温機能が1時間延長されま
す。保温機能は最大3時間のため、さらに1時間後に [AUTO] ボタンを押しても保温時間は延長されませ
ん。なお、抽出後1時間以内に [AUTO] ボタンを押しても保温時間は延長されません。

●保温時間が経過した後、音が鳴り本体はスタンバイモードに戻り、ディスプレイに現在の時間が表示されます。 予約の解除について
●予約機能を解除するには[AUTO]ボタンを長押しします。ディスプレイが点滅し「AUTO」表記が消えれば、
予約が解除されたことになります。

●設定された予約は、変更されるか本体の電源が切れるまで設定された状態になります。予約機能を再設定す
るには [AUTO] ボタンを長押しします。必要に応じて抽出開始時間を調整し [AUTO] ボタンをもう一度押
して確認します。

ご使用方法
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ご使用前に必ずP 3～5の「安全上のご注意」をよくお読みください。

1 53 7

2

6

4

8

フィルターホルダーとフィルターをセットする
本体を水平で安定した台に設置し、フィルター
ホルダーのタブの部分を本体のスロットに合わ
せてセットしてください。フィルターホルダー
に付属のパーマネントフィルターまたはペー
パーフィルターをセットします。

抽出を開始させる
電 源プラグをコンセントに入れます。
[POWER]ボタンを押すと、青い電源ランプが
点灯し、コーヒーの抽出が始まります。

ウォータータンクに水を入れ、カラフェをセッ
トする
ウォータータンクの水量計に合わせて、抽出する
カップ数分の水を入れトップカバーを閉じます。

コーヒーの粉を入れる
抽出するカップ数分のコーヒーの粉を量って
入れ、表面を平らにならします。

抽出が終わる
「ピッ」と短いアラームが鳴ると抽出が終わり
ます。抽出後、本体は自動的に保温機能に切
り替わります。
※抽出の 2時間後または、[POWER] ボタン
を押すと電源がオフになります。

カラフェをセットする
カラフェを本体にセットします。本体奥までき
ちんと固定されるまで押し込んでください。

コーヒーを注ぐ
カラフェを本体からゆっくり外し、フタを開けて
コーヒーを注ぎます。

●抽出中は絶対にトップカバーを開けたり、蒸気口に手や顔を近づけないでください。
●抽出中に [POWER] ボタン以外のボタンを押しても各機能は設定されません。ディスプレイのバックライトの
みが点灯します。

●抽出の途中に止める場合には、[POWER] ボタンを押してください。本体はスタンバイモードに戻り、ホットプ
レートもオフになります。

パーマネント
フィルター

タブを
合わせる

フィルター
ホルダー

ウォータータンクに
水を入れる

コンセントからプラグを抜く
抽出が終わったら[POWER]ボタンをオフにし、
電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用方法
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水と粉の計量について
このコーヒーメーカーでは2～5カップのコーヒーを抽出できます。下記の表を参考にお好みに合わせて調
節してください。

フィルターについて
このコーヒーメーカーでは、付属のパーマネントフィルターと市販のペーパーフィルターが使えます。パーマネ
ントフィルターは使用後に洗浄して繰り返し使用できます。また、パーマネントフィルターを使用する場合は、
ペーパーフィルターは使用しません。
ペーパーフィルターを使用する際は、フィルターを下記の図のように端を折り曲げて使用します。

付属のカラフェについて
付属のカラフェはこのコーヒーメーカー専用です。他のカラフェや保温ポットを使用しないでください。

カップ数 コーヒー粉 水量 コーヒーの出来上がり量 抽出時間の目安

2 杯 16ｇ 300ml 260ml 3 分

3杯 24ｇ 450ml 390m 4 分

4杯 32ｇ 600ml 520ml 5 分

5杯 40ｇ 750ml 650ml 6 分

●コーヒーの味は豆の種類、焙煎の度合、水の量で変わりますので、お好みに合わせて調節してください。なお、本製
品は“中挽き”をおすすめしております。

●細挽きやエスプレッソのような細かい粉は目詰まりの原因となります。

●パーマネントフィルターで抽出したコーヒーにはコーヒーの微粉が残る場合があります。
●ペーパーフィルターは市販のものをご使用ください。サイズが合っていないとうまく抽出できない場合があります。

●このカラフェを直接火にかけたり、電子レンジで温め
たりしないでください。破損の原因になります。

●ガラスが割れる原因になりますので、洗浄やご使用時
にはていねいにお取り扱いください。

初めてご使用になる時や長期間使わないで保管してあった場合は、以下の手順で洗浄運転を必ず行ってくだ
さい。

1

2

3

4

フィルターホルダーをセットします。パーマネン
トフィルターやペーパーフィルター、コーヒー
はセットしないでください。

ウォータータンクに 5カップ分の目盛まで
（750ｍｌ）水を入れます。

電源プラグをコンセントに差し込み、[POWER]
ボタンを押して、お湯を抽出します。

水洗いできるもの
付属のカラフェ、パーマネントフィルター、フィル
ターホルダーは使用の都度、中性洗剤を使用して洗
浄してください。

水洗いできないもの
本体は水洗いせず、湿らせた柔らかい布で拭いてく
ださい。

●必ず電源プラグを抜き、本体が完全に冷めてからお手入れをしてください。
●抽出後の本体内部の結露した水を拭く場合には乾いた布で拭いてください。
●コーヒーを抽出後のコーヒーの粉は、使用後に捨ててください。
●付属品は食器洗浄機で洗わないでください。
●お手入れの際、本体を水につけたり、丸洗いなど絶対にしないでください。
●本体やホットプレートの拭き取りにベンジン・シンナー・磨き粉・タワシなどは使わないでください。
●本体のコントロールパネルのボタン部に水をかけたり濡らしたりしないでください。

両端を
折り曲げる

パーマネントフィルター ペーパーフィルター

抽出が終わったら[POWER] ボタンを押して電源
をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。また、抽出されたお湯は捨ててください。

※本製品は2時間の保温機能がついており、抽出
終了後は自動的に保温機能に切り替わります。
抽出直後には [POWER] ボタンの青いランプ
は消灯しません。

お手入れの仕方ご使用方法
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保証について
この取扱説明書の内容をよくお読みに
なり、大切に保管してください。
・	この取扱説明書には、保証書がつい
ています。保証書は販売店にて販売
店名、お買い上げ日の記入をお確か
めの上、販売店からお受け取りくださ
い。

・	保証期間はお買い上げ日から1年間
です。無料保証規定の内容により、
無料修理、またはお取り替えいたしま
す。（保証期間でも有料修理となる
場合がありますので、無料保証規定
をよくお読みください。）

・	保証期間後の修理は、販売店または
弊社までご相談ください。修理によっ
て機能が維持できる場合は、ご要望
により有料修理いたします。

修理を依頼される場合
・	故障かな？と思ったらご使用をやめ
て、無料保証規定並びに保証書の内
容をよくお読みいただき、お買い上げ
の販売店または弊社にご連絡の上、
修理をお申し付けください。

・	修理をお申し付けの際は、商品名と故
障の状態を詳しくお知らせください。
ご自分で分解・修理は絶対しないでください。
火災、感電、けがの原因となります。修理はお
買い上げの販売店、または弊社までご相談くだ
さい。

部品のご購入ついて
本製品は本体以外は消耗品です。付
属品や部品、消耗品のご購入について
は、お買い上げの販売店、または弊社ま
でお問い合わせください。

製品の付属品・部品のお取り寄せは、株
式会社大石アンドアソシエイツの公式
オンラインショップ「O&A	SHOP」で
もお買い求めいただけます。
https://www.oanda-shop.com/

弊社修理受付
お取り扱い、お手入れについてのご不明な点や、
修理のお問い合わせは、お買い上げの販売店、ま
たは弊社までお問い合わせください。

株式会社 大石アンドアソシエイツ
	0120-520-227

フリーダイヤルがつながらない場合
 03-5333-4447

受付時間	/	10：00～17：00	
（土・日・祝日および弊社休業日を除く）
〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-28-6-8Ｆ

お客様の個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理な
どに利用させていただき、ご相談内容の記録を残すことがあ
ります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委
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、弊
社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

以下のことをお確かめになり、それでも状態が改善しない場合には、お買い上げ
の販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

不具合状態 確認・対策

コーヒーが抽出されない ●電源プラグがコンセントに入っているか確かめてください。
●[POWER] ボタンを押してランプが点灯しているか確かめてく
ださい。

●ウォータータンクに水が入っているか確かめてください。
●カラフェが正しくセットされているか確かめてください。

抽出時間が長い 硬度の高い水などカルシウム分の多い水を使用している場合は、以
下の手順に基づき、本体内部洗浄を行ってください。

「クエン酸洗浄の方法」
１．フィルターホルダーをセットします。パーマネントフィルター
はセットしないでください。

２．ウォータータンクに5カップ分の目盛までクエン酸液を入れます。
３．本体にカラフェをセットします。
４．[POWER] ボタンを押して、お湯を抽出します。
５．抽出が終わったらカラフェのお湯を捨てて、そのまま 10分間
放置してください。

６．2～ 5の工程を2～ 3回繰り返します。
７．最後にクエン酸の臭いを取り除くため、水だけで2回抽出洗浄
を行ってください。

＜クエン酸液の作り方＞
水1. 0Lに対してクエン酸大さじ1～ 2杯

樹脂の臭いがする 「クエン酸洗浄の方法」を参照して洗浄を行ってください。

抽出量が少ない コーヒーの粉を多く入れすぎていないか確かめてください。

抽出液に油が浮いている コーヒーの粉に含まれている油脂分が抽出液に出たものです。

アフターサービス故障かな？と思ったら
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無料保証規定

株式会社 大石アンドアソシエイツ
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3-28-6-8F  TEL03(5333)4447  FAX03(5333)4446

お
客
様

お
名
前

お
客
様

電
話
番
号

お
客
様
ご
住
所

型
番

ご
販
売
店
名
・
住
所
・
電
話
番
号

保
証
期
間（　　　）　　  ー

1年 お買い上げ日

年　　　　月　　　　日

（ト）一般家庭用以外（たとえば業務用
等）にご使用の場合の故障及び損傷。

（チ）消耗部品の交換。
（リ）ご使用によって生じる汚れ。

2．保証は日本国内においてのみ有効です。
3．保証書は再発行はいたしませんので、紛

失しないように、大切に保管してください。
4．保証期間は 1 年間です。保証期間以降

の修理をご希望される場合は有料修理
となります。また、保証期間以降は、補
修部品が生産されていない場合など、
修理できない場合もありますので、あ
らかじめご了承ください。

5．部品保有保証期間は、製造停止後5 年間
です。

6．本製品は家庭用に設計されております
ので、業務用でのご使用の場合は保証
の対象外となります。

This warranty is valid only in Japan.
※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。

取扱説明書の注意事項に従った使用状態
で、保証期間内に故障した場合は、無料修
理またはお取り替えいたします。無料修理
をご依頼になる場合は、お買い上げの販売
店または弊社に、商品と保証書をご提示い
ただき、お申し付けください。
1．保証期間内でも以下の場合は有料修理

となります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や

改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下や強い衝撃を

与えたことによる、故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災、

異常電圧、指定以外の電圧・周波数
での使用などによる故障および損傷。

（ニ）車両、船舶等に搭載された場合の
移動中での故障および損傷。

（ホ）本書の提示がない場合。
（ヘ）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
は字句が書き換えられている場合。

7620JP

200415_v3

見 本
保証書


