
取扱説明書
【卓上型温冷両用タイプ】

型式：ＨＷＳ-２０１

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

冷水　　　　　　　　　　温水 

連続使用について

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。

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

冷水・温水ともに連続して使用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。

このたびは、本品（おいしさポットＭＩＮＩ ＨＷＳ-２０１）
をご購入いただき、誠にありがとうございます。
※以後、本品とは「おいしさポットＭＩＮＩ」のことを示し
ます。本品はペットボトル入り飲料水を温水・冷水でお楽し
みいただくウォーターサーバーです。



本品を安全に正しくお使いいただくために、使用する前にこの『取扱説明書』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。

※本品は市販の２Ｌペットボトル飲料水専用です。水道水や日本茶・ウーロン茶などの水

　以外の飲料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、本品の背面を壁面などから２５ｃｍ以上空けてください。

●お客様へ！ご使用前の準備（清掃）
※清掃をする前に、ハンドソープなどで手をよく洗ってください。
　台所用アルコール製剤と清潔なキッチンペーパータオルを使って清掃を行ってください。

使用済みの２Ｌペットボトルなどに水道水を
１.７５Ｌと重曹大さじ３杯程を混ぜ入れ、重
曹水溶液を作ります。逆止弁キャップを取り
付けてください。

付属の逆止弁キャップは台所用中性洗剤で洗
い、キッチンペーパーで水分を拭き取り乾燥
した後、台所用アルコール製剤をしっかり吹
き付けて清掃してください。

重曹

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２Ｌペットボトルなどに水道水
２Ｌを入れ、中を洗浄してください。この作
業は２回以上行ってください。

２４時間後、本体下部のドレインキャップを
開けて重曹水溶液を抜き、再びドレインキャ
ップを閉めてください

①

② ③

④ ⑤

●付属品の清掃

その後、２４時間静置してください。



取り外す

※飲料水ボトル内に水が残っている状態で本
　品から飲料水ボトルを取り外すと、水が本
　品にかかり、故障や事故の原因となります
　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、ドレイン
　から水をすべて抜くか、電源を切って給水
　口から水をすべて排水してから、取り外し
　てください。（９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を参照)

※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、エコボトルを使用しているまたは壁から離す距

　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。

注意

ON ON

OFF OFF

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、逆止弁キャップがきちんと
締まらなくなり、本品にセットする際に漏れ
る原因となります。

台所用アルコール製剤で洗浄した逆止弁キャ
ップを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。

⑥ ⑦

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
本品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、２Ｌペットボトル内の
　水が３／４程度、本品内に入ります。

給水口から水が出てくるまでレバーを下げ続
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。（エアー抜き）
※本体内部に水が入っていかない（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。

⑧ ⑨

給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）、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。

⑩

●飲料水ボトルのセット方法
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１．安全にご使用いただくための注意事項

ここに示した注意事項は、本品を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
取り扱いをすると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、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。お読
みになった後は、この取扱説明書を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。

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
いと本品が転倒したり、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。

逆止弁キャップの差し込み口周辺や温水
・冷水レバーの給水口付近は、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、
飲料水ボトルを外し内蔵水槽内の水を抜
き取り、電源プラグを抜いて所定の衛生
処理を施してから保管してください。(９
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)

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、本品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

本品は市販の飲料水専用です。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。本品内部が汚染され、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。

本品背面部から、棒や指などを無理やり
入れないでください。感電や火傷の恐れ
があり、また故障の原因になります。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が
想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を表しています。

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場合を表しています。

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

 ※「空焚き防止装置解除」作業は、正しく
   行ってください。（７ページ「（６）空
　 焚き防止装置解除方法」を参照）
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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。

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。

小さなお子様や正しく操作することが困
難な方に、一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。この取扱説明書に記載されている「安全にご使用いただくための注
意事項」や「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。

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
多湿になる場所・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。

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。

本品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・
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、販売店または弊社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
かずに洗浄するとガスが発生して内蔵水槽が破裂する恐れがあります。

警告

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。

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。

本品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。

本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。

取扱説明書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
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２．各部の名称とはたらき
ＨＷＳ-２０１

（付属） 逆止弁キャップ（２Ｌボトル専用）

温　水　給　水　口

冷　水　給　水　口

冷水レバー（青色）

：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）

：安全ロック機構付温水レバー（赤色）

：こぼれた水やお湯の受け皿ド リ ッ プ ト レ ー

：飲料水２Ｌボトルを乗せて固定す
  る部分

ボ ト ル ガ ー ド

：逆止弁キャップ（２Ｌボトル専用）
　部を差し込む部分

キャップ差し込み口
（２Ｌボトル専用）

：飲料水２Ｌ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

：φ２５ｍｍ、φ２８ｍｍ、どちらのペ
　ットボトルにも対応

開　閉　逆　止　弁

取　水　タ　ワ　ー：飲料水２Ｌボトルから、内蔵水槽
  に水を取り込む部分

逆 止 弁 キ ャ ッ プ
（２Ｌボトル専用）

：飲料水２Ｌボトルに取り付け、ボ
  トルガードに固定する付属部品

空焚き防止装置
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
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クリップ

ドレインキャップ

※ドレインは、内蔵水槽の洗浄と長期間ご使用になら
　ない場合の水抜きを行う場合のみに開けてください。
　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

■仕様

　名　　称　　おいしさポットＭＩＮＩ

　型　　番　　ＨＷＳ－２０１

　電　　圧　　ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

　消費電力　　【作動時】ヒーター／５００Ｗ、冷水器／６５Ｗ

　寸　　法　　【本体のみ】約２８０(幅)×２９０(奥行)×３４０(高さ)ｍｍ

　重　　量　　約２.６ｋｇ（本体のみ）

　冷水能力　　【内蔵冷水槽容量】５００ｍｌ

　　　　　　　【設定温度】１０℃～１５℃（常温から約４０～５０分）

　温水能力　　【内蔵温水槽容量】６７０ｍｌ

　　　　　　　【設定温度】８５℃～９５℃（常温から約１０～１５分）

　使用環境　　１０℃～３８℃、湿度９０％以下の環境下で使用してください。

  製 造 国　  中国

　発 売 元　　株式会社ニチネン

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

※製品の仕様は、製品改良に伴い予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

ON

OFF

ON

OFF

裏側

底面

アース線
※必要な場合は使用してください。

（内蔵部）空焚き防止装置

作動解除
赤ボタン
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３．ご使用方法

冷水レバーの正しい位置

温水レバーの正しい位置

冷水レバーの正しくない位置 冷水レバーを押し下げる

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、小さなお子様や正しく操

作することが困難な方に、一人

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レバ

ー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

つまむと安全
ロックが解除
になります。

レバーを離す
とロックされ
ます。

（１）冷水の給水方法
青色の冷水レバーを押し下げると冷水が出ます。レバーを押し下げている間だけ冷水が出ます。
止めたい場合は、冷水レバーから指を離してください。

（２）温水の給水方法
赤色の温水レバーは、二段階の操作をしないと温水が出ない安全機構になっています。温水レバーを
つまんでそのまま押し下げます。レバーをつまんで押し下げている間だけ温水が出ます。
止めたい場合は、温水レバーを戻してください。

温水レバーの正しくない位置

（３）連続給水について
温水や冷水を連続して使用すると、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・冷水給水口から温水・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。（７ページ「（５）飲料水ボトルの交換方法」を参照）

温水レバー（赤色）の
操作に注意
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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、冷水または温水給水口の真下で容器を持ち、給水口から
　少し距離を空けて給水してください。その際、ドリップトレーには容器を置かないで
　ください。給水口に容器が近すぎると給水口が容器内の水などに漬かってしまい、不衛生になり
　ます。また、容器内にコーヒー・紅茶・焼酎・ウィスキー・乳酸菌飲料などの原液がある場合は、
　給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となる恐れがあります。

給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、
給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。

お子様が指で出水口を
触っている。

指が触れている。 お子様が口飲みしている。

容器は必ず手に持って、温水や冷水を注いでください。
ドリップトレーに容器を置いて、温水や冷水を注がないでください。

必ず手に持ってください。

ドリップトレーに容器を置いて
注がないでください。
容器が倒れるなど思わぬ事故の
原因となります。

容器内の水など
が給水口に漬か
ってる。

コーヒーの跳ね
返りのしずくが
給水口に付着し
ている。

給水口が汚れ、カビなどの発生原因に
なります。給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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逆止弁キャップ（２Ｌボトル専用）
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。

●逆止弁キャップ（２Ｌボトル専用）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とな
　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。

【お手入れ方法として】
　飲料水ボトルから逆止弁キャップ（２Ｌボトル専用）を取
　り外し、台所用漂白剤で定期的に殺菌してください。殺菌
　方法は、台所用漂白剤の食器に関する取り扱い方法に従っ
　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
２Ｌ飲料水ボトルのセット方法については、表紙裏の見開き「●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、
　まず電源プラグを抜き、空にな
　った飲料水ボトルを本品のボト
　ルガードから外してください。
　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
ご使用開始時、内蔵水槽内の飲料水が不十分またはセットされたボトルが空の状態で電源を入れると
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。
　　※必ず付属の「空焚き防止解除棒」または木製棒（金属製以外）を使用してください。

（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
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５．お手入れ方法について

本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。お手入れする前に、ハンド
ソープなどでよく手を洗っていただき、
台所用アルコール製剤と清潔なキッチン
ペーパータオルを使ってお手入れを行っ
てください。

給水口付近
　キッチンペーパーを適当な大きさにして、そこに台所用アルコール製剤をしっかりと吹きつけて
　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、給水口の外側やレバー
　全体を拭き、汚れを除去してください。

台所用アルコール
製剤を吹き付ける。

水が触れる給水口を
先に拭き、次にレバー
や外装部全体を拭く。　

キッチンペーパー
と台所用アルコー
ル製剤を用意。

お手入れする前に
手をよく洗う。

重要な日々のお手入れ（清掃）方法

(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、ご使用にならないでください。

(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、必ずボト
ルネックを上方向にして立てた状態にしてくださ
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
の保管は絶対しないでください。
×屋外、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

アルコール
製剤

キッチン
ペーパー

●付属品の清掃
　付属の逆止弁キャップ（２
　Ｌボトル専用）は台所用中
　性洗剤で洗い、キッチン
　ペーパーで水分を拭き取
　り乾燥した後、アルコー
　ル製剤をしっかり吹き付
　けて清掃してください。

ボトルネック
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●長期間(１週間以上)ご使用にならない場合は、次の手順で本品の水抜きをし保管してください。
①温水・冷水スイッチを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水がこぼれても大丈夫なように本品の下にタオルを敷き、飲料水ボトルを本品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。(４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ので注意してください。)
④水抜きが完了し乾燥を確認した後は、本品上面部のボトルガードや給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。

【外装部のお手入れ方法】
外装部は、やわらかい布に台所用中性洗剤
を含ませて汚れを拭き取ってください。汚
れが落ちたら水を含ませた布で水拭きし、
最後に乾拭きしてください。ドリップトレ
ーは右図のように取り外せますので、取り
外して食器と同様に洗ってから水気を拭き
取り、本体に再び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、必ず水やほこりをキッチンペーパーで完全に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が発生する恐れがあります。雑菌が発生する
　と水から臭いがする場合があります。水やほこりを取り除いたら、キッチンペーパーに台所用アル
　コール製剤をしっかりと吹きつけて取水タワー部をていねいに拭き取り清掃してください。揮発乾
　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、必ず水や水垢をキッチンペーパーで完全に取り除いて
　ください。汚れが付着したままになっていると雑菌が発生する恐れがあります。雑菌が発生すると
　水から臭いがする場合があります。水や水垢を取り除いたら台所用アルコール製剤を吹きつけ、水
　受けタンク内をていねいに拭き取り清掃してください。揮発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

台所用アルコール
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
ていねいに拭き取る。

水や水垢をキッチン
ペーパーで取り除く。

台所用中性洗剤で
やさしく洗う。

ていねいに拭き
取る。　

台所用アルコール
製剤を吹き付ける。

汚れをキッチンペー
パーで取り除く。

ほこり

中
性
洗
剤

中
性
洗
剤 アルコール

製剤

水

水
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再び使用を開始する場合は、表紙裏の見開き「●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本品の温水・冷水スイッチを切り、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（４ページ参照）水を抜き、
　　再びドレインキャップを閉めてください。
　②２Ｌペットボトルに水道水を１.７５Ｌ入れ、重曹大さじ３杯
　　程を加えて振り混ぜて完全に溶解させ、重曹水溶液を作りま
　　す。重曹水溶液を本品のキャップ差し込み口に注ぎ、その後
　　本品を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（４ページ
　　参照）重曹水溶液を抜き、再びドレインキャップを閉めてく
　　ださい。
　④よく洗浄した２Ｌペット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（４ページ参照）水を抜いてください。
　　この作業は２回以上行ってください。
　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
　　キッチンペーパーでよく拭き取り、更に台所用アルコール製剤を吹き付けたキッチンペーパーで拭
　　き取って揮発乾燥させてください。
　⑥以上で洗浄完了です。本品に水滴が付いていたらきれいに拭き取ってください。
　　※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ガスが発生して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

１分弱１分弱
内蔵水槽の
エアー抜き
内蔵水槽の
エアー抜き

【背面部分のお手入れ方法】
　本品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
　因となります。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。（７ページ参照）
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。
②エアー抜きが出来ていない。
　➡給水口から水が出てくるまでレバー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。（８ページ参照）　

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。
　➡本品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エコボトルを使用している。※本品はエコ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、レバーや給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 (９ページ「長期間使用しない場合」①～③参照 )を行ったうえで、販売店または弊社
　　お客様相談室までお問い合わせください。
③エコボトルを使用している。※本品はエコ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。
　➡タオルなどを本品の下に置いて結露を吸収してください。

本品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（７ページ「（６）空焚き防止装置解除方法」）
　　を確認してください。

本品からビリビリという共鳴音がする
　➡販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。　

プラスチックのにおいがする
①プラスチック特有のにおいがする。
　➡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。その後もにおいが気になる場合は、
　　１０ページの【内蔵水槽の洗浄】を５０～６０℃程度のお湯１Ｌに大さじ３杯程を加えた重曹
　　水溶液で行ってください。（本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、販売店または弊社お客様相談室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
１１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、ただちにご使用を中止して販売店または下記弊社お客様相談室にお問い合
わせください。

保　証　書

ＨＷＳ-２０１

月曜～金曜　９：００～１７：００〔祝日、弊社休業日を除く〕

ご購入年月日

お と こ ろ

電 話 番 号

販 売 店 名

住　　　 所

電 話 番 号
お な ま え

型     番

保 証 期 間

商　 品 　名

ご購入年月日より１年間

おいしさポットＭＩＮＩ

年　　月　　日

（      ）

※この保証書は本書内容に明示した期間・条件のもとに、無償修理をお約束するものです。従って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。
※製品の仕様は、製品改良に伴い予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

【無償修理規定】

お客様相談室

発売元

20200602

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。ご購入年月日から保証期間中に故障が
発生した場合は、本書をご提示の上、購入された販売店または弊社お客様相談室まで修理をご依頼ください。

　１.保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障
　　 した場合には商品と一緒に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。無償修理をいた
     します。
　２.保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には商品と一緒に本書をご提示の上、修理
　　 をご依頼ください。
　３.ご贈答品などで本書記載の、購入された販売店に修理を依頼できない場合には、弊社お
　　 客様相談室へご連絡ください。
　４.保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
　　a)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障や破損

　　b)お買い上げ後の落下などによる故障や破損

　　c)火災、地震、水害、その他天災地変、公害による故障や破損

　　d)保証書の提示がない場合

　　e)保証書にご購入年月日、おところ、おなまえ、電話番号、購入された販売店名の記入がない場合

　　　や字句を書き替えられた場合

　　f)本品のご使用状況により判断させて頂く場合

　５.保証書は再発行できませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

０４８０-２６-５３１１


