
このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。
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安全にお使いいただくために
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●空焚きは絶対にしないでください。 *本体破損、やけど、火災の原因になります。
●加熱中や加熱直後は本体やハンドルが熱くなります。本体やハンドルを持つ際は、耐熱グローブをつけてください。
　*やけどやケガを負う可能性があります。
●コンロやガスバーナーに乗せる場合は、本体の中央部に乗せて安定した状態で使ってください。
　*火災、やけど、ケガの原因になります。
●本体の底面より炎がはみ出さないように使用してください。
　*炎により、ハンドル部分が加熱されて製品破損、やけどの原因になります。
●加熱中はフタを確実に閉めてください。*お湯があふれ出し、やけどやケガを負う可能性があります。
●湯が入った状態で本製品をゆすったり、転倒させないでください。*やけどやケガを負う可能性があります。
●使用中は本製品を移動させないでください。*湯が流れ出たり、蒸気でやけどを負う可能性があります。
●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。 *やけど、ケガを負う可能性があります。

●初めてご使用する際には、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジでよく洗ってください。
●ハンドル・グリップに大きなぐらつき等不具合がないか確認してからご使用ください。 *やけど、火災の原因になります。
●不安定な場所で使用しないでください。 *火災の原因になります。
●電子調理器（IH調理器）、電子レンジ、オーブントースターでは使用しないでください。 *製品破損の原因になります。
●本製品にがたつきやゆがみ、変形がみられる場合は使用しないでください。*やけどやケガの原因になります。
●分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。 *製品破損の原因になります。
●燃えやすいものの近くで使用しないでください。 *熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
●使用中や使用後しばらくは、蒸気に顔を近付けたり、手をかざさないでください。 *やけどの原因になります。
●使用中は絶対に製品から離れないでください。 *火災の原因になります。
●使用中に注ぎ口を布巾などでふさがないでください。*やけどやケガを負う可能性があります。
●磨き粉や金属タワシ、漂白剤などは使用しないでください。*製品破損の原因になります。
●コーヒーやお茶を作ったり、お湯を沸かす以外の目的では使用しないでください。

ご使用の前に必ずお読みください。
●本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
●この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい
　事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。
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警 告 この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を
　負いかねます。ご了承ください。

注 意 この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、
対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

コーヒー抽出

粉末のコーヒー

パーコレーターの仕組み

噴出するお湯

お湯

蒸気圧により
吸い上げられる
お湯

直火で熱くなったお湯が、蒸気圧により『ストレーナー』の『パイプス
タンド』から吸い上げられ噴出します。このお湯が『バスケット』内の
コーヒー豆にかかることで、コーヒーが抽出される仕組みです。
この循環が繰り返されることにより、コーヒーが徐々に濃くなってい
きます。

●フタ

●バスケット

ス
ト
レ
ー
ナ
ー

●パイプスタンド
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ご使用方法

ストレーナーの準備

準備するもの

1.

本体に水を入れる2.

パイプスタンドにバスケットを挿してください。
バスケットに粉末のコーヒーを半分くらい入れ平らにして、フタを被せてスト
レーナーの準備完了です。

粉末コーヒー、耐熱グローブ

コーヒーの抽出

お湯を沸かしている最中は、絶対にフタを開けたり、蒸気に手を近づけないでください。
コーヒーができるまでの時間は、水量・水温・外気温によって異なります。
※
※

4. 透明なツマミから抽出されているコーヒーが見えます。
徐々に茶色くなっていき、好みの濃さになったら火をとめて、抽出完了です。

ストレーナーを入れる

沸騰したお湯でやけどしないよう注意してください。
本体の中に入れるとき、ストレーナーの上部分からお湯が出てくることがありま
す。やけどしないように注意してください。
本体のフタやハンドルは大変熱くなっています。耐熱グローブなどを使いフタを開
けてください。

※
※

※

3. 沸騰し始めたら一度火をとめて、ゆっくりストレーナーを本体の中に入れて
ください。入れたらもう一度火にかけ、加熱してください。

本体のフタを開けて水を入れ、フタを閉じて沸騰させてください。
内側穴の下から3つ目がかぶるくらいまで水を入れると約2.1Lになります。
初めて本体を使用する場合は、必ず数回本体内部をすすいでからご使用ください。
2.1L以上入れないでください。お湯が噴きこぼれる可能性があります。
ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かした場合は、水に含まれるミネラル成分が
本体に付着し、容器が変色したり、水アカが発生しやすくなります。
フタがきちんと閉まっているのを確認してください。
ストレーナーを入れる前に水をいれてください。

※
※
※

※
※

挽き豆の粗さが細かい場合はバスケットに入れたとき、下にこぼれ落ちる可能性があり
ます。
※

ツマミ お湯 茶色くなってくる

約2.1L

●フタ

●フック

●フタ

●バスケット

●パイプスタンド

●ツマミ

ツマミを本体につけ、時計回りにしっかり
回し取り付けてください。
※ツマミはガラス製でできています。
　落とさないように注意してください。

●グリップ

●ハンドル
●注ぎ口

セット内容・各部名称
本体

ストレーナー

専用収納袋

ツマミの取り付け方

※グリップ・フック・ハンドルはスポット溶接のため、多少のズレ・個体差があります。
※ハンドルは使い続けていると柔らかくなっていきます。
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保証書

製品仕様

お手入れ方法
長期間清潔にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。
必ず本体が冷めたのを確認してお手入れをおこなってください。

本体が冷めるのを待ってください。
中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗ってから、水でよくすすぎ乾いた布などで
水分を拭き取ってから、しっかり自然乾燥させてください。
長時間使用しない場合は、直接日光の当たらない場所に保管してください。
磨き粉や金属タワシ、漂白剤などは使用しないでください。
食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

※
※
※

本体のお手入れ

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

サ　イ　ズ

重 　 　 量

容　　　　量

セット内 容

材　　　　質

約W 205  ×  D 160 × H 218 mm

約 900ｇ 

約2.1 L (14CUP)

本体（ツマミ別パーツ）、ストレーナー（フタ、バスケット、パイプスタンド）、専用収納袋

本体・ストレーナー：SUS201、SUS304、 ツマミ：ガラス、 専用収納袋：麻布

お客様サービスセンターお客様サービスセンター

〈 キリトリ 〉〈 キリトリ 〉

〈 キリトリ 〉

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

※

※

製品コード

お　客　様

販　売　店

お名前

ご住所 〒

電話番号

電話番号

住所・店名

お買い上げ日 保証期間年　　月　　日

製品名

店 舗 印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、
それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※印欄は必ず記入（もしくは押印 ）してください。

保証規定
保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、
弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービス
センター」にご依頼ください。
保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
②お客様の過失・不注意（  使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与える
　など ）による故障及び損傷
③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに
　起因して故障が発生した場合
④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
⑤本書の掲示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き
　換えられた場合
⑦他人へ譲渡した場合
レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生
した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
本書は日本国内においてのみ有効となります。
本書は再発行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。

1.

2.

3.

4.

5.
6.

保証書

パーコレーターKODS-21A

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から
保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

お買い上げ日より : 3ヶ月

販売店さまへ

発売元

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
ライソン株式会社

〔 月～金（祝日除く） 10時～16時 〕
TEL  ０６－６７８９－１１９９

■クエン酸でコーヒー染み・水垢を除去

①本体に水を2.1Lとクエン酸を大さじ2ほどいれます。
②そのまま10分ほど中火で煮立ててください。
③火を止めたら1時間ほど冷めるまでそのまま待ちます。
④1時間後冷めたらクエン酸水を捨てます。
⑤スポンジを使って、汚れが気になる箇所をこすってすすぎ洗いしてください。

本体がコーヒー染み・水垢で汚れてきたら、クエン酸で除去をおこなってください。

コーヒーを注ぐ5.
加熱直後は本体は大変熱くなっています。触れる際には耐熱グローブなどを使
いグリップ部分を持ってください。
本体の底は大変熱くなっています。机などが焼けないよう注意してください。
コーヒーを注ぐ際は、こぼさないようご注意ください。
加熱直後に、フタを開けないでください。やけどをする恐れがあります。
勢いよく注ぐと中のストレーナーが落ちる可能性があるので注意してください。

※
　
※
※
※
※

本体のグリップをしっかり持ちカップなどに注いでコーヒーをお楽しみくだ
さい。

●火加減、湯量、気温、豆の種類、挽き豆の粗さによって最適な抽出時間は変わります。
　お好みの条件を探してみてください。
●長時間の抽出や、強すぎる火力での抽出は豆の雑味をだすのでおすすめしません。
●コーヒー以外にもお茶や紅茶など、同じ方法で作ることができます。
●ストレーナーを入れずに、湯沸かしケトルとしても使用できます。

ご使用方法（つづき）


