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Aeroccino BARISTA

家庭用

取 扱 説 明書

このたびは、ネスプレッソ エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
エアロチーノ バリスタは、様々なレシピの可能性を秘めた、新たな世界を発見するための招待状です。
気分転換のアイスコーヒーから家で作るラテアートまで、お好みにあわせて準備することができます。
タッチボタン操作と、スマートフォンやタブレットアプリとの接続により、驚くほど簡単にレシピを検索することができます。アプリを通
して、きっと新しいレシピを発見することができるでしょう。

ご使用の前に、必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
本製品を譲渡する場合は、本書 22 ページに購入日をご記入の上、本書を次の使用者にお渡しください。
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Aeroccino BARISTA

はじめに

一般的注意

高温注意

次の記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。

使用目的

・ 本製品は、本書に従って飲料を作るためのものです。その他の目的では
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。屋外や業務用と
して使用しないでください。
・ 本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異
なる海外では使用できません。
・ 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責
任を負いません。

使用者について

取り扱いに不慣れな方や子供など、本書に従って取り扱うことができない
方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が介助してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」以降の注意事項を最後までお
読みください。
ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身
や他の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの
際には、必ずお守りください。
この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う
可能性がある内容、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。

絵表示の例
次の記号は、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。

禁止

分解禁止

風呂場、シャワー室などでの使用禁止

水ぬれ禁止
ぬれ手禁止

次の記号は、行為を強制したり指示することをお知らせするものです。
一般的指示

電源プラグを抜く

アースを取り付ける

取扱上の注意事項

取り扱いに不慣れな方や子供など、本書に従って取り扱うことができ
ない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が介助する
誤使用による感電、火災、やけどやその他の思わぬ事故を引き起こす
おそれがあります。
ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、本製品の使用に当
たって医師とよく相談する。
磁力線がペースメーカーに影響を与える場合があります。
ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、泡立て器や本体を
体内機器のそばに近づけない
泡立て器と本体内部には磁石を使用しています。近づけるとペース
メーカーに影響をおよぼすおそれがあります。
子供に遊ばせない
感電、火災、やけど、けがのおそれがあります。
子供に電源コードを触らせない
感電や首に巻きつけて窒息するなど事故を引き起こすおそれがあります。
子供の手が届くところで使用しない
予期しない事故により感電、やけど、けがの原因になります。
本体や電源コード、電源プラグに水をかけたり、水に浸けたりしない
故障、感電、発火の原因になります。
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分解、修理、改造をしない
修理が必要なときは、ネスプレッソ（21 ページ）に連絡してください。
開口部やすき間に、ピンや針金などの異物を入れない
感電、火災、故障の原因になります。
本体底面の開口部（冷却空気循環部）を塞がない
熱がこもって過熱し、火災、やけど、故障の原因になります。
ジャグ設置部にはジャグ以外のものを入れない
金属製のクリップ、電池、アルミ箔などは誤って過熱すると発火、爆
発するおそれがあります。ものを保管する目的では使用しないでくだ
さい。

長期間使用しない場合は電源プラグを抜く
感電、火災の原因になります。
他製品の部品や付属品と組み合わせて使用しない
けがや故障の原因になります。
必ず付属のフタ、パッキン、泡立て器、ジャグを使用してください。
以下の環境に保管しない
守らない場合、故障の原因になります。
・暖房装置などの熱源の近く
・温度変化の激しい場所
・直射日光のあたる場所
・湿気の多い場所
・屋外やほこりの多い場所
輸送するときは、以下のことを必ず守る
守らない場合、故障の原因になります。
・毎日のお手入れ（16 ページ）に従って洗浄する
・購入時の箱に、付属の緩衝材で保護して入れる
磁気に弱いものを近づけない
磁力線の影響で、磁気カード ( クレジットカードなど ) はデータを破損
するおそれがあります。ラジオやテレビなどは雑音が入ったり音が小さ
くなることがあります。また、泡立て器や本体には永久磁石を使用して
いるため、電源が OFF のときも磁気に弱いものは近づけないでください。

4

 設置場所の注意事項

屋外や車、船舶、航空機などに設置しない
重大な事故につながるおそれがあります。
また、故障、感電、発火の原因になります。
直射日光があたる場所に設置しない
故障、発火の原因になります。
暖房装置、コンロ、オーブン、ガスバーナー、その他の熱源の近くに
設置しない
変形、故障、発火の原因になります。
水しぶきがかかるところに設置しない
故障、感電、発火の原因になります。

牛乳などにぬれても問題のない場所に設置する
テーブルや台などを傷め、変色、変形の原因になります。
壁や家具の近くには設置しない
蒸気や熱で、壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。
不安定なところや水平でないところ、振動に弱いところには設置しない
転倒してやけどや故障の原因になります。

 電源コード、電源プラグ、コンセントの注意事項

本体底面に表示された電源電圧（AC100V 50/60Hz）で使用する
異なる電源電圧で使用すると、発熱、火災、感電の原因になります。
アースを確実に取り付ける
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
コンセントにアース端子がない場合は、電気工事士の資格を持った人
に工事を依頼してください。
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延長コード、テーブルタップ、コーナータップなどを使用しない
異常発熱し、発火するおそれがあります。

 使用時の注意事項

Aeroccino BARISTA

電源プラグやコンセントに付いているほこりやごみは、定期的に清掃
する
電源プラグを抜いて、乾いた布で拭き取ってください。放置すると火
災の原因になります。

破損や故障した状態では使用しない
感電、火災のおそれがあります。

電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない
感電、火災の原因になります。
・傷つけたり、加工したりしない
・本製品の熱くなる部分やその他の熱器具に近づけたりしない
・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
・はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない
電源プラグや電源コードが破損したときは、ネスプレッソ（21 ページ）
に修理をご相談ください。

ジャグを空だきしない
ジャグの温度が上がり、やけどや発火、故障の原因になります。

異常発熱、異音、発煙などの異常を感じたら、速やかに電源プラグを
抜く
感電、火災、やけど、けがの原因になります。

本書や専用のレシピで指定されていないものを入れて使用しない。
予期せぬ事故によりけが、やけど、故障の原因になります。
使用可能な食材については 14 ページを参照してください。

電源プラグは壁面のコンセントの奥までしっかりと差し込む
感電、火災の原因になります。

本体のジャグ設置部に直接飲料を注がない
感電や故障の原因になります。

電源プラグや電源コードが破損した場合や、コンセントの差し込みが
ゆるい場合は使用しない
感電、火災の原因になります。電源プラグや電源コードに破損を見つ
けたら、ネスプレッソ（21 ページ）に修理をご相談ください。

動作中は目を離さない
予期せぬ事故によりけがややけどをするおそれがあります。

電源プラグをコンセントに差し込む前に、本体下部、底面、電源プラ
グがぬれていないことを確認する
ぬれている状態で電源プラグをコンセントに差し込むと感電、火災の
原因になります。
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電のおそれがあります。
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持っ
て抜く
電源コードが損傷し、感電、発火のおそれがあります。

ジャグの外側がぬれている場合は、本体にセットする前に乾かす
ぬれている状態でそのまま使用すると、ジャグと本体の間で水滴が加
熱され、故障の原因となります。また、ジャグを持ち上げたときに高
温の水滴でやけどをするおそれがあります。
移動する際は本体を持って移動する
ジャグの取っ手だけを持って移動すると、ジャグが外れてけが、やけ
ど、故障する原因になります。
飲料は泡立て器の MAX のラインより上まで入れない
飲料がこぼれてやけどやテーブルを損傷するおそれがあります。
フタを付けずに使用したり、動作中にフタを取ったりしない
飲料がこぼれてやけどやテーブルを損傷するおそれがあります。また、
水分が蒸発して焦げや湯垢のこびりつきの原因になります。
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動作中にジャグの中に指を入れない
けがややけどをするおそれがあります。
動作中に持ち上げて移動しない
飲料がこぼれてやけどやテーブルを損傷するおそれがあります。
加熱後は飲料が高温になっているためこぼさないように注意する
やけどやテーブルを損傷するおそれがあります。
加熱後にジャグを持ち上げるときは取っ手を持つ
ジャグは高温になっています。取っ手以外の場所を持つとやけどをす
るおそれがあります。
加熱後のジャグはテーブル（木材、プラスチック）などの上に直接置
かない
ジャグは高温になっています。直接置くと表面が損傷するおそれがあ
ります。
加熱後はしばらくジャグ設置部に触らない
やけどをするおそれがあります。

お手入れはジャグを冷ましてから行う
使用後のジャグは高温です。使用直後にお手入れをするとやけどをす
るおそれがあります。冷めるまで待つか水などで冷却してからお手入
れしてください。
本体には食器洗浄機を使用しない
故障の原因になります。
食器洗浄機を使用して洗えるものは、フタ、パッキン、泡立て器、ジャ
グです。
食器洗浄機でジャグを洗うときは、70℃以上の高温で洗わない
ジャグが熱くなりやけどをするおそれがあります。
食器洗浄機を使用するときは、内部のかごのピンにジャグを載せない
ピンの先端でジャグの内面に傷が入るおそれがあります。

ジャグに牛乳やフォームミルク、食品を入れたまま放置したり冷蔵庫
に保存したりしない
牛乳やフォームミルク、食品の腐敗や故障の原因になります。
ジャグ内のフォームミルクをすくうときは、非金属製のスプーンを使
用する
金属製のスプーンを使用すると、ジャグ内部に傷がつくおそれがあり
ます。非金属製のスプーンやさじを使用してください。

お手入れについての注意事項

本体をお手入れするときは電源プラグを抜く
感電、火災の原因になります。
本書に記載されていない方法でお手入れしない
けがや故障の原因になります。
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付 属 品

取扱説明書（本書）
Aeroccino
BARISTA

（保証書付き）

Aeroccino

B A R I S TA
RECIPES BY NESPRESSO

レシピブック

MY MACHINE

※ 各付属品の名称や包装形態等は実物と異なる場合があります。

Aeroccino BARISTA

BARISTA.indb

7

2020/09/30

7

13:43:19

各部の名称

●

●

フタ

●

パッキン

ジャグ

牛乳や食材を入れます。

●

●

泡立て器

●

取っ手
ここを持ってジャグの取り外し、
取り付けをします。
本体を移動する際は、取っ手だけでなく
しっかりと本体を持って移動してください。

ジャグ設置部

ジャグを取り付けます。

本体

●

電源プラグ

●

電源コード

●

●

8

●

●

ディスプレイ

メニューや設定画面を表示します。

スタート/ストップボタン

メニューの決定などの操作をします。

セレクトボタン（左/右）

メニューの選択などの操作をします。
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シールをはがす

アプリのダウンロード

フタを開け、ジャグの中から泡立て器を取
り出して警告ラベルを外してください。

本機とのペアリング機能を使用する場合は、
事前にモバイルアプリをダウンロードして
ください。

本体に貼られたシリアルナンバーシールを
はがしてください。

対応機種

備

すでにアプリをお持ちの場合は更新してく
ださい。

準

お使いになる前に

※シリアルナンバーは大切に保管してください。

シール

iPhone
iPad
iPod touch
Android 4.0.3 以上の端末

対応OS
iOS 9.0 以降
Android OS 4.0.3 以上
※ 対応機器などの詳しい情報については下記の W e b
サイトをご確認ください。
https://www.nespresso.com/jp/ja/order/
machines/barista-milk-frother
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初めてお使いになる前に
1 電源に接続する

2 言語設定をする

1 使用前にフタ、パッキン、泡立て器、
ジャグを洗う。

1 スタート/ストップボタンを押す。

2 アース線と電源プラグを壁面のコ
ンセントに差し込む。

電源が入ります。
ディスプレイに[LANGUAGE]（言語設定）
が表示されます。

言語選択が表示されます。本機には日本
語表示はありません。
［ENGLISH］を選択
してください。
本書では英語メニュー表示で説明いたし
ます。

2 セレクトボタンで使用する言語を
選択する。
3 スタート/ストップボタンを押す。

3 スマートフォンやタブレットとペアリングする
メモ

スマートフォン、タブレットの Bluetooth®
をあらかじめオンにしてください。

1 セレクトボタン（左/右）を同時に
5秒間長押しする。
設定メニューが表示されます。

2 セレクトボタンで[BLUETOOTH]を
選択する。
3 スタート/ストップボタンを押す。
Bluetooth 設定が表示されます。

ディスプレイに[ALL SET]が表示され、言
語設定が完了します。
設定完了後はディスプレイにレシピ名が
表示されます。
延長コード、テーブルタップ、コーナー
タップなどは使用しないでください。
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Aeroccino BARISTA

る
［×］
（O F F）を選択するとペアリングが解
除されます。

5 モバイルアプリを起動する。
6 アプリトップページの右下「マイ
アカウント」より、ログインもし
くはメンバー登録をする。
7 アプリトップページの右上にある
を押す。
マシンアイコン
8 エアロチーノ バリスタを登録する。
画面の指示に従って登録を進めます。
「複数のコーヒーメーカーの登録が見つか
りました」と表示される場合は、登録す
るエアロチーノ バリスタを選択してくだ
さい。
「コーヒーメーカー／レシピメーカーのペア
リングが完了しました」と表示されると、ペ
アリング完了です。

アプリでできること
新しいレシピの検索
レシピの追加
レシピの管理
レシピの削除
機器状態の確認
エラーメッセージの確認

電源プラグがコンセントに差し込まれている
ことを確認し、スタート/ストップボタンを押
してください。
ディスプレイに数秒間 [ H E L L O ]と表示され、
その後レシピ名が表示されます。

※ レシピの登録可能数は最大13種類です。
初期設定で 1 3 種類のレシピがインス
トールされています。

初期設定レシピ

1. CAFE VIENNOIS
2. LATTE MACCHIATO
3. CAPPUCCINO
4. LATTE ART
5. FLAT WHITE
6. ESPRESSO ON ICE MACCHIATO
7. ICED FRAPPE
8. ICED NITRO
9. ESPRESSO CON PANNA
10. MOCHA VIENNOIS
11. MOCHA
12. HOT CHOCOLATE
13. HOT MILK
詳しくは付属のレシピブックをご確認くださ
い。新たにレシピを追加する場合は、アプ
リ上で1つ削除してから追加してください。
※ モバイルアプリを使用しない場合でも
13種類のレシピが楽しめます。

手動で電源を切るには
本体の電源が入った状態で、スタート/ストッ
プボタンを約5秒間長押ししてください。

GOODBYE
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レシピをつくる
1 準備する
メモ

ここではカプチーノで使うフォームミルクの作り方をご紹介いたします。

レシピの作成前に、フタ、パッキン、
ジャグ、泡立て器が清潔であること
を確認してください。
MAX（最大容量）ラインをこえた量
の食材を入れないでください。
レシピ作成が終わったあとにジャグ
の中身を他の容器にうつすときには、
中身をこぼさないように注意して、
ジャグ全体をゆっくり回して泡を落
ち着かせてから行ってください。

1 電源に接続する。
ディスプレイにレシピ名が表示されたら
準備OKです。
アプリを使用する場合は、アプリ画面に
従ってレシピをつくってください。

4 ジャグを取り付ける。
ジャグを本体に取り付けるときは、ジャ
グ設置部に異物がないことを確認してく
ださい。

2 フタ、パッキン、ジャグを取り外す。

5 フタを閉める。
フタのパッキンが正しくセットされてい
ることを確認してください。

3 ジャグに牛乳を入れる。

フタ、泡立て器、ジャグが正しくセット
されていることを確認してください。

MAXラインをこえ
ないでください

メモ

氷や食材を入れるときは、ここで入れて
ください。
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2 フォームミルクをつくる

3 フォームミルクを取り出す

1 セレクトボタンでレシピを選択する。

メモ

2 スタート/ストップボタンを押す。

レシピの作 成が 始まります。作 成中は
ディスプレイにアニメーションが表示さ
れます。
途中で停止、再開したいときは、再度ス
タート/ストップボタンを押してください。
ディスプレイに[Done]が表示されたらでき
あがりです。[Done]の表示後は、レシピ名
表示に戻ります。

フタを取り外します。

使いかた

ジャグや本体は高温です。触らない
でください。
レシピの作成中はジャグを取り外さ
ないでください。
ホットまたはアイスのフォームミル
クは約 80 秒でできあがります。
ホットミルクは約 150 秒でできあが
ります。

スプーンを使ってジャグの中のフォームミル
クをすくい出して盛りつけます。

金属製のスプーンを使用すると、ジャ
グ内部に傷がつくおそれがあります。
非金属製のスプーンやさじを使用して
ください。
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レシピをつくる
使用する食材について
ジャグから直接フォームミルクをカップに注
ぐ場合は、泡立て器を取り外すか、泡立て
器の先端部を押さえながら注いでください。

• よく冷えた新鮮な牛乳を使用してく
ださい。

• レシピで指定された量の牛乳を使用
してください。

• おすすめの食材は、低脂肪乳、成分無

泡立て器が外れることを防ぐため、
フォームミルクを注ぐ前に泡立て器
を取り外すか、泡立て器の先端部を
しっかりと押さえながら注いでくだ
さい。
泡立て器、ジャグは高温です。ジャ
グの取っ手と泡立て器の先端部以外
は触らないでください。

調整乳、低温殺菌乳、動物性生クリー
ム（全乳）
・植物性クリーム、豆乳、チョ
コレート、チョコフレーク、ハチミツ、
シロップ、粉末香料、砂糖、氷です。
• フォームミルクに適したものは成分無
調整乳、
動物性生クリーム（全乳）です。
• フォームミルクの泡の質は使用して
いる食材、温度によって変わります。
• 冷たいレシピをつくるときは、ジャ
グを冷水や氷で冷やしてください。
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自動電源オフについて
約3分間何も操作しないと、自動的に電源が
切れます。
再度電源を入れるには、スタート / ストップ
ボタンを押してください。

ペアリングを解除する
本体またはモバイルアプリで以下の操作を
行うと、スマートフォン、タブレットとの
ペアリングが解除されます。
ペアリングが解除されると、エラーメッセー
ジ一覧がリセットされます。

10ページの手順3を参考にして、Bluetooth を
オフにしてペアリングを解除してください。

アプリで解除する
1 マシンアイコン
2 マシン設定アイコン

初期設定に戻すには

以下の操作を行うと、本体設定が初期設定
に戻り、スマートフォン、タブレットとの
ペアリングが解除されます。
メモ

ペアリングが解除されると、エラーメッ
セージ一覧もリセットされます。
使いかた

本体で解除する

Aeroccino BARISTA

1 電源を入れる。
2 セレクトボタン（左 / 右）を同時に
5秒間長押しする。
設定メニューが表示されます。

を押す。
を押す。

3［登録のコーヒーメーカーを削除す
る］を押して確定する。

3 セレクトボタンを押して［R E S E T］
を選択する。
4 スタート/ストップボタンを押す。
本体設定が初期設定に戻ります。
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毎日のお手入れ
1 電源を切る（11ページ）
。
2 電源プラグとアース線をコンセントから抜く。
3 各パーツを取り外して、お手入れする。
泡立て器を
取り外して洗う

使用後には、必ず各パーツを右の
ようにお手入れしてください。
お手入れの際、本体は食器洗浄機を使
用しないでください。本体に水をかけ
たり、水に浸したりしないでください。
メモ

フタとパッキンを
取り外して洗う

分解方法は次のページを
参照してください。

ジャグを
取り外して洗う

下記のパーツは食器洗浄機で洗うことが
できます。
フタ
パッキン
泡立て器
ジャグ

電源プラグを抜く

※本体は、清潔なやわらかい布を水に浸し、よく絞ってから拭いてください。
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お手入れの洗剤と道具
使用できるもの
台所用洗剤
清潔なやわらかい布

使用できないもの

樹脂部分が劣化・変質し、変色や傷、
ひび割れ、故障の原因となります。
研磨剤の入った洗剤や金属たわしな
どの硬いものでジャグを磨くと、表
面が傷つきますので使用しないでく
ださい。

フタからパッキンを取り外して洗ってください。

分解するには
1 フタを外す。
2 パッキンを取り外す。

組み立てるには
1 フタのみぞに沿ってパッキンを
はめ込む。
パッキンのツマミの部分が下図と同じ
になるよう、しっかりとはめ込んでく
ださい。

ツマミ

2 フタをジャグに戻す。

Aeroccino BARISTA
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故 障 か な ?と 思 っ た ら
お問い合わせの前に、もう一度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、ネスプレッソ（21ページ）にご連絡ください。

症

状

考えられる原因と対処方法
電源プラグがコンセントの奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
部屋や家屋のブレーカーが落ちていないか確認してください。

ディスプレイが点灯しない。
メッセージが表示されない。

延長コードやテーブルタップを使用していませんか？
電圧が低下している可能性があります。必ず電源プラグを直接壁面のコンセントに差し込んでください。
電源が切れていませんか？
3 分間何も操作しないと自動的に電源が切れます。スタート / ストップボタンを押して電源を入れてください
（15ページ）。
スマートフォン、タブレットのBluetooth がオフになっていないか確認してください。

スマートフォンやタブレットと
本機をペアリングできない。

スマートフォン、タブレットのバージョンが本製品に対応しているか確認してください（9ページ）。
本体とスマートフォン、タブレットとの距離が遠くなっていませんか？
ペアリング中は、スマートフォン、タブレットを本体の近くに置いてください。
ペアリング中に電子レンジを使用している場合は、電子レンジの電源をオフにしてください。
温度4℃前後の冷たい新鮮な牛乳を使用してください。

ミルクフォームを正常につくれない。

低温殺菌牛乳、開封して間もない牛乳を使用してください。
フタ、パッキン、泡立て器、ジャグが清潔であることを確認してください。

牛乳が溢れてしまう。

フタやパッキン、ジャグが正しい位置に取り付けられていることを確認してください。
牛乳の投入量がMIN（最小容量）ラインからMAX（最大容量）ラインの間であることを確認してください。

18 Aeroccino BARISTA

BARISTA.indb

18

2020/09/30

13:43:24

Aeroccino BARISTA

症

状

考えられる原因と対処方法

［ADD MILK］が表示される。

ジャグに牛乳を追加して、スタート/ストップボタンを押してください。

［REPLACE JUG］が表示される。

ジャグや泡立て器が正しくセットされているかを確認して、スタート/ストップボタンを押してください。

［EMPTY AND RESTART］や［EMPTY
AND REPLACE WHISK］
が表示される。

食材が固い、濃いなどが原因で、正常に動作していないことがあります。
ジャグを空にして、食材を入れ直してからレシピをつくり直してください。

［COOLING DOWN. PLEASE WAIT…］
が表示される。

一度電源を切り、しばらくお待ちください。
本体が冷えたら、再度電源を入れ、レシピをつくり直してください。

［RESTART RECIPE］が表示される。

レシピをつくり直してください。

［REPLUG］が表示される。

電源プラグをコンセントから抜いて入れ直し、再起動してください。

［CALL NESPRESSO（E01〜E34）］が
表示される。

本機を修理する必要があります。
ネスプレッソへご連絡の上、エラー番号（E01〜E34）をお伝えください。

こんなときには
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仕様
品
機

種

型

電気牛乳沸器

名

エアロチーノ バリスタ

名

W10 / W11
AC100V

定 格 周 波 数

50/60Hz

定 格 消 費 電 力

530W

重 量

格

電

■エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）の廃棄について

名

圧

定

廃棄について
この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。
廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治
体にお問い合わせください。

■商標について

（ 約 ）

1.76kg

最 大 容 量（ 約 ）

250 ml

最 小 必 要 容 量

100 ml

大 き さ（ 約 ）

W: 15.4cm

使

用

環

境

温度：5℃～45℃

保

管

環

境

温度：- 25℃～65℃

通

信

方

式

Bluetooth 標準規格 Ver. 4.0 Single-Mode

D: 12.5cm

H: 20.9cm

標高：2500m以下

• Apple、Appleロゴ、iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。
• App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
• Android、Google Playは、Google, Inc.の商標です。
• Bluetooth ® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Incの商標であ
り、ネスレネスプレッソ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づ
いて使用しています。
• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※ 本製品には、電波法の規制に準拠した無線設備が内蔵されています。海外
でご使用になると電波法違反になるおそれがあるため、日本国内でのみご
使用ください。

特定地域（高地、厳寒地など）では、所定の性能が確保できないことがあります。 本製品には、ミルおよび保温機能はありません。
愛情点検

家電品愛情点検明るいくらし

長年ご使用の電気牛乳沸器の点検を！

●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
こんな症状は
ありませんか？

●コードに傷がついていたり、触れると通電したりし
なかったりする。
●本体が変形したり、異常に熱い。

事故防止のため、使用を中止し、コンセントか
ら電源プラグを抜いて必ずネスプレッソにご相
談ください。

●本体から水や蒸気が漏れる。

ネスプレッソは性能の向上、法令の変更などを理由として、このモデルまたは将来の製品の改良、仕様変更を予告なく行うことがあります。
補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。
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ネスプレッソのサービス
エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）の修理のご依頼や、ご使用の際のご不明な点がありましたら、
ネスプレッソへお問い合わせください。
お電話

0120-57-3101
（フリーダイヤル）

FAX

0120-37-0837

（フリーダイヤルファックス）

ウェブサイト

https://www.nespresso.com/jp/ja

ネスプレッソのウェブサイトでは、よくあるご質問を掲載しています。
ウェブサイトでは、電子メールでのお問い合わせも受けつけています。
エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）のシリアルナンバーをネスプレッソへご登録いただきますと、
保証期間が2年から3年に延長されます。
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エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）保証書
この保証書は、本書記載内容で修理を行うことをお約束するも
のです。お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、
ネスプレッソに修理をご依頼ください。
品

名

エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）

型

名

W10 / W11

保証期間
お買い上げ日

お買い上げ日より2年 対象部分
年

月

本

体
日

販売店名・住所・電話番号
お買い上げ店が発行した領収書を貼付・保
管してください。

販売店

無料修理規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従って正常な状態で故障した
場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、ネスプレッソに
ご依頼ください。本書の写しをご提示いただく場合があります。
3. 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
① 使用上の誤りによる故障および損傷。
② ネスプレッソの指定工場以外で修理した場合に起きる損傷。
③ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車輌や船舶への搭載）に
使用された場合の故障および損傷。
④ 取扱説明書に明示された電源条件以外（携帯発電機等）の電源で使用さ
れた場合の故障および損傷。
⑤ 日本国外で使用された場合の故障および損傷。
⑥ お買い上げ後の輸送、移動、落下による故障および損傷。
⑦ 自然損耗による損傷。
⑧ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による
故障および損傷。
⑨ 本書の写しのご提示を求めた際に、ご提示がない場合。
⑩ 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を
書き替えられた場合。
※ この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約
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。
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※ 保証期間経過後は、診断をして修理できる場合にはご要望により修理させていただきます。
修理料金は次のもので構成されています。
部品代：部品および補助構成材
技術料：診断、修理、調整、点検などの費用
配送費：故障した製品を宅配便でお引き取りし、修理後の製品を宅配便でお届けする費用
※ 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ネスプレッソにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理・補修性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。
※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）
※ 著しい破損や汚損（虫等によるものを含む）
、または不当な修理や改造による故障や損傷
など、修理ができない場合があります。
※ エアロチーノ バリスタの修理のご依頼や、ご使用の際のご不明な点がありましたら、ネ
スプレッソへお問い合わせください。
※ 修理の際にお客様からいただいた個人情報は、この保証書において規定された修理その
他のサービスのためにのみ使用させていただき、お客様の承諾なく第三者に開示するこ
とはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託
業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。なお、ネスプレッソに
ご登録いただいているお客様の個人情報につきましては、別途ネスプレッソにおいて定
める範囲で使用させていただきます。

エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）の修理等のお問い合わせ
0120-57-3101（フリーダイヤル） 9：00～18：00（年中無休）
0120-37-0837（フリーダイヤルファックス）

エアロチーノ バリスタ（電気牛乳沸器）のシリア
ルナンバーをネスプレッソへご登録いただきま
すと、保証期間が2年から3年に延長されます。
ご登録の際はシリアルナンバーをお手元にご用
意ください。
（シリアルナンバーは、エアロチーノ バリスタに
貼付されているバーコードシールに記載されて
いる19桁の英数字です。
）

ネスレネスプレッソ株式会社
〒141-0022

東京都品川区東五反田2-10-2

www.nespresso.com
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