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AEROCCINO4

SAFeTy Precautions

Content

These instructions are part of
the appliance. Read all
instructions and all safety instructions before operating
the appliance. Save these instructions and pass them on
to any subsequent owner.
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Avoid risk of fatal electrical shock and fire
• Only plug the base into a suitable, earthed power socket. Make sure
that the voltage of the power source is the same as that specified on
the rating plate.
• The appliance is only to be used with the base provided.
• The use of accessory attachments not recommended by the appliance
may result in fire, electric shock or injury to persons.
• To disconnect the appliance, stop any preparation, then remove plug
from power socket.
• Disconnect by pulling out the plug and not pulling the cable itself, as
this may damage the cable.

Cleaning
• Do not pull the cable over sharp edges, clamp it or allow it to hang
• Unplug appliance when not in use for a long period and before
down. Keep the cable away from heat and moisture.
• To avoid hazards, never place the appliance on or beside hot surfaces, cleaning. Allow to cool down before putting on or taking off parts,
and before cleaning the appliance. Remove the appliance from the
for example, radiators, stove tops, gas burners or similar.
base before cleaning.
• Do not operate appliance with a damaged cord or plug or if it has
malfunctioned, been dropped or is damaged in any manner.
A damaged cord, plug or appliance can cause electric shocks,
• Please make sure the bottom of the Aeroccino and
burns and fire. Return appliance to the nearest
area underneath the base is dry, especially the
authorized service facility for examination, repair,
connector area, prior to use. Electricity and water
or electrical or mechanical adjustment.
together can cause a fatal electric shock.
• Do not use an extension cord or table tap.
• Never immerse the base neither the Aeroccino in water. Electricity
and water together can cause a fatal electric shock.
Avoid possible harm when operating the appliance
• Do not use dishwasher for cleaning.
• Do not touch hot surfaces. Use handles, protected surfaces or knobs. • Never leave the appliance unattended during operation. Keep it out
• Always keep the lid closed during preparation.
of the reach of children. The appliance is only for use by persons
• Scalding may occur if the lid is removed during the preparation.
who have sufficient experience and knowledge and are physically,
• Extreme caution must be used when moving an appliance
sensory, and mentally able to operate the machine safely in
containing hot liquids.
accordance with these instructions.

EN

3
11.11.15 11:48

EN

• This appliance is intended to be used in households and similar
applications only such as: staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments, farm houses.
• This appliance can be used by children 8 years old and older, as
well as persons with reduced physical, sensory, mental capabilities
or lack of experience, only if they have been given supervision and
instruction concerning the use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord
out of reach of children under the age of 8 years old.
• Do not use outdoors.
• Do not use the appliance for anything other than its intended use.
• The appliance is intended to prepare beverages according to these
instructions. No liability is accepted for other purposes, faulty
operation or non-professional repairs. Guaranteed services are also
excluded in such cases.
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• Do not open the appliance. Hazardous voltage inside.
Disposal
Your appliance contains materials which can be recovered
or recycled. Separation of the remaining waste products into
different types facilitates the recycling of raw materials. You can obtain
information on disposal from your local authority.

OVERVIEW
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Lid

2

Seal

3

Whisk for all preparations

4

Jug or Aeroccino

5

Bottom connector

6

Base connector

7

Cold macchiato (Cold and soft milk foam)

8

Hot milk

9

Cappuccino (Warm and airy milk foam)

10

Latte macchiato (Warm and dense milk foam)
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SAVE THESE INSTRUCTIONS
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PREPARATION
WARNING: Risk of electrical shock and fire! Make sure the under side of the milk frother and area underneath the base is dry.

Tips: For optimal milk froth, use cold semi skimmed milk at refrigerated temperature (about 4-6 °C). To guarantee hygiene conditions, use heat treated milk (pasteurized), refrigerated &
freshly opened only. Milk which has been frozen will not froth. To ensure hygienic conditions and proper maintenance of the equipment, it is highly recommended to not use special enriched
milks, powdered reconstituted milks nor flavoured milks.

CAUTION: Syrup,
sugar, chocolate
powder or any other
additives should not be
added directly in the
jug. This may damage
the coating during the
preparation.
CAUTION: Make
sure the frothing
spring is not removed
from the whisk. Risk of
burning the coating.
6
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Maximum foam

Clean directly after every use

EN

CAUTION: Ensure the jug is cold before removing it from the base. Or, if removing with care, rinse with cold water immediately to
cool down the jug and avoid burning risks.
CAUTION: In case the base needs to be cleaned unplug it first and use only a damp cloth. Make sure the connector is dry before
operation. Do not immerse the base in water neither put in the dishwasher.
CAUTION: Do not use dishwasher for cleaning.

Maximum milk

1

1. Clean before the first use and after
each use according to the cleaning
instructions. Place the whisk in the jug.

2. Fill milk frother up to one of the two «Max» level indicators:
Lowest «Max foam» level indicator (120 ml) is for milk froth
preparations. Highest «Max milk» level indicator (240 ml) is for hot milk
preparations.

3. Put the lid on the Aeroccino. Make sure
the connector is dry before you plug the
Aeroccino to the base. The 4 buttons are
steady on.

4. Choose your milk preparation by
pressing the dedicated button to
start. Button pressed blinks during
preparation and become steady on
when the preparation is ready.

5. Pour the milk preparation in the cup. Use only a non-metal spoon
to collect the foam in the jug. For hot and cold milk froth, preparation
takes approx. 80 sec. For hot milk, preparation takes approx. 150 sec.
Preparation can be stopped at any time by pressing the button or
removing the Aeroccino from the base.

6. Aeroccino turns off automatically after
9 minutes of non-use. Press any of the 4
buttons to switch ON the Aeroccino.
NOTE: The milk froth volume depends
on the kind of milk that is used and its
temperature.

2

3

1. Remove the jug from the base.
2. Remove seal from lid.
3. Remove the whisk, and the spring from the whisk.

4

5

4. Hand washing: wash inner jug, seal, lid, whisk
and spring with detergent and rinse with warm/hot
water. Do not use abrasive material that might damage
the surface of the equipment. Don’t immerse in water.

5. Dry all Aeroccino parts
with a fresh and clean
towel, cloth or paper and
reassemble all parts.

CAUTION: Do not
immerse neither the jug
nor the base in the water.
CAUTION: If the
bottom part of the jug is
wet, dry it before putting
it back in contact with
the base connector.

CAUTION: only use non-abrasive cleaning materials. Do not use abrasives,
sharp objects, brushes: risk of scratches and harm to the jug coating.
7
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TROUBLESHOOTING

➔ Be sure to position the jug correctly on the base and the whisk is attached
correctly in the jug.
The Aeroccino will start only if the connectors are dried.
Troubleshooting
➔ For optimal milk froth, use cold milk or semi skimmed milk at refrigerated
temperature (about 4-6° C). To guarantee hygiene conditions, use heat
No light on display
Check the mains, plug, voltage, and fuse. In case
of problems,
call the Nespresso
treated
milk (pasteurized),
refrigeratedClub.
& freshly opened only.
Milk which has been frozen will not froth.
Coffee comes out very slowly.
Quality milk froth not up to standard
or milkdepends
burnt. on the coffee variety. Syrup, sugar, chocolate powder or any other additives should not be added
Flow speed
Perform a self check of the machine. Enter the directly
menu list
andjug.
select
Follow
instruction
in the
ThisMaintenance.
may damage the
coating
during the preparation.
➔ 
B
e
sure
the
jug
and
the
whisk
are
clean.
Coffee is not hot enough.
Preheat cup.
➔ It is highly recommended to not use special enriched milks, powdered
Perform a self check of the machine. Enter the reconstituted
menu list andmilks
select
Follow instruction
norMaintenance.
flavoured milks.
2
➔ 
a
)
The
appliance
is
too
hot:
clean
the
jug
under cool water. Be sure the whisk
Capsule area is leaking (water in capsule container).
the rinsing process is finished, the
Position capsule correctly. If leakages occur, call
the Nespresso
Club.
is attached
correctly
in the jug.
ne switches off. Clean the machine
a damp cloth. You have now finished
➔ b) Not enough milk: fill milk frother up to one of the two «max» level. All the
Fast red lights blinking on the Irregular
4 buttons blinking.
(Aeroccino error).
ling the machine.
Send appliance to repair or call the Nespresso 4Club.
buttons blink rapidly (3 red and 1 blue).
➔ c) Clean
Aeroccino and check that there is no water on the base.
No coffee, just water runs out (despite inserted
capsule).
➔ d) If no change, then please call the Nespresso Club.
In case of problems, call the Nespresso Club.
Milk overflows.
➔ Check the corresponding indicator level.
Lever cannot be closed completely
Aeroccino does not start.

Empty capsule container. Make sure that no capsule is blocked inside the capsule container.

8

Quality of milk froth is not up to standard
1) For a perfect milk froth, use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 4° C)
2) Rinse after each milk based preparation. Place a recipient under milk outlet, rotate the milk
regulator knob until “CLEAN” position.
3) Every two days, disassemble the R. C. S. and clean all components in the upper level of a
dishwasher
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Specifications

WARRANTY

AEROCCINO4
4192
Specifications
EUR,AUS,NZ:

220240 V, 50/60 Hz, 1300 W

JP:US/CA:
100 V, 50-60 Hz,
W Hz, 1200 W
120450
V, 60

Pmax

19 bar

Kg

6.5 kg
max

EN

Nespresso warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. During this period, Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any
defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be guaranteed for only the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater.
This limited warranty does not apply to any defect resulting from accident, misuse, improper maintenance, or normal wear and tear. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited
warranty do not exclude, restrict or modify, and are in addition to, the mandatory statutory rights applicable to the sale of the product to you. If you believe your product is defective, contact Nespresso for
instructions on where to send or take it for repair.
Please visit our website at www.nespresso.com to discover more about Nespresso.

1,38 litre
500 ml
13-16 capsules

l=19,4 cm . L=33,2 cm . h=27,4 cm

Contact the Nespressso Club
For any additional information, in case of problems
or simply to seek advise, call the Nespresso Club.
Contact details of the Nespresso Club can be found
in the 'Welcome to Nespresso' folder in your
machine box or at nespresso.com
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エアロチーノ4

家庭用

取扱説明書
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21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。

もくじ
はじめに・安全上のご注意...............................................................10-14
各部のなまえ.............................................................................................15
使いかた.....................................................................................................16
使用後のお手入れ.....................................................................................17
故障かな？と思ったら.............................................................................18
仕様・廃棄について.................................................................................19
保証について・ネスプレッソクラブ.....................................................20
保証書.........................................................................................................21
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はじめに・安全上のご注意

安全上のご注意(つづき)

◦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」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
や他の人々への危害や、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。
一般的注意

感電注意

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。
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

jp
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
アース線を確実に接続する

◦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。
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
感電、やけど、けがをするおそれがあります。

11
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安全上のご注意(つづき)
本体や電源ベース、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。
分解、修理、改造を行わない
修理が必要なときは、ネスプレッソクラブ（20 ページ）に連絡してく
ださい。
本書に記載されていない清掃や点検などを行わない
けがや故障の原因になります。

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。
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

12
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安全上のご注意(つづき)
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。
・ 本体を乾燥させる
・ 購入時の箱に、付属の緩衝材で保護して入れる

◦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
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。

水 · 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。

熱に弱い家具や敷物の上、不安定なところや抽出時の振動に弱いとこ
ろには設置しない
テーブル、敷物を傷める原因になります。
テーブルや台などからはみ出した状態で設置しない
落下して破損、やけど、けがのおそれがあります。

◦電源コード、コンセントの注意事項
アース線を確実に接続する
火災・感電の原因になります。
定格 15A 以上、交流 100V のコンセントを単独で使用する
他の機器と併用すると、発火するおそれがあります。
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。
電源コードは本体の設置が終わってからコンセントに差し込む
やけど、けがの原因になります。
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。

jp
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、ネスプレッソクラブ（20
ページ）に修理をご相談ください。
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。
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、ネスプレッソクラブ（20
ページ）に修理をご相談ください。
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。

13
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安全上のご注意(つづき)
◦使用上の注意事項

各部のなまえ

jp

◦お手入れについての注意事項
1

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。

エアロチーノ本体と電源ベースを水に浸さないでください
感電、火災、やけど、けがのおそれがあります。

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。

エアロチーノ本体と電源ベースのお手入れに食器洗浄機はご使用にな
れません
感電、火災、やけど、けがのおそれがあります。

2

3

4

熱くなっている本体表面に触れない
やけど、けがのおそれがあります。ハンドル（取っ手）をもってください。
牛乳の調整中はフタをつけて、はずさないでください
やけど、けがのおそれがあります。
温めた牛乳をいれたまま移動する場合には最大限注意してください
やけど、けがのおそれがあります。
動作中は目を離さない

予期しない事故によるやけど、けがのおそれがあります。

1
2

清掃、点検の前には必ず電源プラグを抜く
感電、やけどのおそれがあります。
使用後はすぐに洗浄し、清潔な状態を保ってください
使用後のお手入れを行わないと、残った牛乳が腐ったり、汚れが取れ
にくくなったり、故障の原因となるおそれがあります。

5
6

水・牛乳以外の液体をいれないでください
故障のおそれがあります。
牛乳は新鮮かつ冷えた状態のものを使用してください

14
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フタ
フタ用パッキン

3

泡立てスプリング（プラスチックリング＋スプリング）

4

エアロチーノ本体／取っ手

5

エアロチーノ本体底面接続部

6

電源ベース接続部／電源ベース

7

コールド・フォームミルクボタン（加熱をせずに、泡立てたい場合。）（所要時間：約80秒）

8

ホットミルクボタン（泡立てなし。加熱する場合。）
（所要時間：約150 秒）

9

カプチーノボタン（泡の量は少なめで少し粗い。加熱する場合。）（所要時間：約80秒）

10

ラテ・マッキャート（泡の量は多めできめ細かい。加熱する場合。）（所要時間：約80秒）

7

8

9

10

各ボタンの所要時間は、使 用する牛乳 の温 度によって変わります。
（例：牛乳の温度が高い場合は、所要時間が短くなります。）

15
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使いかた

上質な泡立ちのミルクをご準備いただくために：冷たい（4-6℃）新鮮な成分無調整の牛乳または同様の低脂肪乳をご使用ください。一度、凍結した牛乳は泡立ちがよくありません。

使用後のお手入れ

警告: エアロチーノ本体底面接続部および電源ベース接続部がぬれていないことを必ず確認してください。
（感電のおそれ）
警告: アース線を確実に接続する
注意:エアロチーノ本体に水と牛乳以外の飲み物（シロップ、砂糖、チョコレートパウダーやその他の調味料）を入れない。
（ 故障の原因）
注意:泡立てスプリングがエアロチーノ本体の底の突起部分に正しく装着されていることを確認してください。
（ エアロチーノ本体の内部コーティングを傷つける原因）
注意:清潔な状態かつ適切なお手入れを行っているエアロチーノをご使用ください。高脂肪乳、粉状のミルク、乳飲料のご使用はお勧めしません。

「MAX FOAM」ライン

「MAX MILK」ライン

フタ用パッキン
が装 着されて
いることを確認
する

1
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警告: エアロチーノ本体を電源ベースからはずす際には、
エアロチーノ本体が十分に冷えていることを確認してください。
本体が熱い場合は、
取っ手を持って冷たい水で洗って、
やけどをしないように注意してください。
警告: 電源ベースが汚れてしまった場合には、
まず電源プラグを抜き、
乾いた布で汚れをふき取ってください。
ご使用の前には電源ベース接続部が乾いていることをご確認ください。電源ベースは水などでぬらさないようにしてください。
警告: エアロチーノ本体と電源ベースを水に浸さないでください。
警告: エアロチーノ本体底部接続部がぬれていた場合には電源ベースにセットする前によく乾かしてください。
注意:エアロチーノ本体と電源ベースのお手入れに食器洗浄機はご使用になれません。
注意:お手入れには固い材質のものは使用しないでください。エアロチーノ本体の内側表面を傷つける恐れがあります。
2
3
4
5
お手入れの洗剤と道具
使用できるもの

16

1.初めてお使いになる前に、固くしぼった清潔なぬ
れた布できれいに拭いてください。ご使用後は必ず、
使用後のお手入れを参照してお手入れを行ってくだ
さい。そして、泡立てスプリングをエアロチーノ本体
の底の突起部分へ正しく装着してください。

2.牛乳を下記いずれかのmaxラインまで注いでくださ

4. お好みのボタンを押してください。各
ボタンの詳細は、P.15「各部のなまえ」を

5.ミルクをカップに注いでください。残ったミル

ご参照ください。動作中は、押したボタ
ンが点滅します。終了すると点滅が点灯に
変わります。
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い。下の「MAX FOAM」ライン（120ml）はミルクを泡
立てる場合のMAXラインです。上の「MAX MILK」ライ
ン（240ml）はミルクを泡立てないホットミルクを作る
場合のMAXラインです。

クの泡は、非金属性のスプーンを使用してかき集
めてください。動作中にいずれかのボタンを押す
と、止まります。また、エアロチーノ本体を電源
ベースから取りはずしても止まります。

3. エアロチーノ本体にフタを取り付けてく

ださい。電源ベースのプラグを壁のコンセ
ントに差し込みます。4つのボタンが点灯
します。エアロチーノ本体を電源ベースに
設置してください。

6.9 分間使用しないと自動的に電源
が切れ、ボタンが消灯します。エア
ロチーノの電源を入れるには、4つ
のボタンのいずれかを押します。

•台所用洗剤
•やわらかい布

1.エアロチーノ本体を電源ベースか
らはずす
2.フタからフタ用パッキンをはずす
3.泡立てスプリングをはずし、プラ
スチックリングとスプリングに分解
する。

4.エアロチ ーノ本体 の
内 側 、フ タ 用 パッ キ
ン、フタ、プラスチック
リング、スプリングを
台所用洗 剤で 洗い、
ぬるま湯でよくすすい
でください。

5.すべ ての 部 品 を 清
潔なタオルもしくは
紙 タ オルで 水 を ふ
き取り、乾燥させて
から組み立ててくだ
さい。

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。
•酸性・アルカリ性、漂白剤
•アルコールなどの有機溶剤
•クレンザーなどの研磨剤
•化学ぞうきん

17
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故障かな?と思ったら
エアロチーノが動作しない。

ミルクの泡の質がよくない。

3つ赤いボタンが早く点滅する。

仕様
➔ エアロチーノ本体が電源ベースに正しくセットされているかご確認ください。
➔ 泡 立てスプリングがエアロチーノ本体に正しくセットされているかご確認
ください。
➔ エ アロチーノは接 続 部分が ぬれていない 状 態 でのみ、動 作します。症 状
が改善されない場合は、ネスプレッソクラブまでご連絡ください。連絡先
は、P.20に記載しています。
➔ 冷たい（4-6℃）新鮮な成分無調整の牛乳または同様の低脂肪乳をご使用く
ださい。一度、凍結した牛乳は泡立ちがよくありません。エアロチーノ本体
に水と牛乳以外の飲み物（シロップ、砂糖、チョコレートパウダーやその他
の調味料）を入れないでください。
（故障の原因）
➔ エアロチーノ本体を清潔な状態にして、ご使用ください。泡立てスプリング
の内側に牛乳成分が残っていて、回転を妨げている場合があります。泡立て
リングを洗浄してください。
➔ 高 脂肪乳、粉状のミルク、乳飲料のご使用はお勧めしません。
➔ エアロチーノ本体が過熱状態です。冷たい水で、エアロチーノ内部を冷やし
てください。泡立てスプリングがエアロチーノ本体に正しくセットされてい
ることを確認してください。

4つのボタンが早く点滅する。

➔ エアロチーノに入れた牛乳の量が十分でない可能性があります。MAXライ
ンまで牛乳を入れてください。P.16 手順2をご参照ください。
➔ 泡立てスプリングが正しくセットされているか確認する。

ミルクがエアロチーノから溢れる。

➔ 適切な量の牛乳を注いでください。P.16 手順2をご参照ください。
➔ 牛乳は、種類や季節によって乳成分が変動します。ご使用の牛乳より脂肪の
少ないものに変えてみてください。
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家庭用

品
機
品
定

名
名
番

種
格

電

圧

定 格 周 波 数
定 格 消 費 電 力
重

大

量
（約）

き

さ（約）

ミ ル ク 容 量
（約）

ネスプレッソ牛乳沸かし器
エアロチーノ 4

4192
100V
50/60Hz
450W
1.1kg（本体、ベース、付属品含む）
本体（取っ手を含む）
：幅15.5×高さ17（cm）
電源ベース：直径15×高さ5.5（cm）
泡立て用：最大120ml
加熱用：最大240ml

廃棄について

jp

●ネスプレッソ牛乳沸かし器の廃棄について
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。

●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。
●この製品は、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。
●ネ スプレッソは信 頼 性や 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、仕様変更を予告無く行う
ことがあります。
●故 障の際、または付属品の紛失・破損の際は、ネスプレッソクラブに
ご連絡ください。連絡先は、P.20に記載されています。
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保証書

保証について
日本国内での保証条件については、P.21の保証書をご参照ください

期間中に故障が発生した場合は、
ネスプレッソクラブに修理をご依頼ください。

Please refer to the warranty card on page 21.

愛情点検

長年ご使用のエアロチーノの点検を！
こんな症状はありませんか

ご使用中止

●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
●コードに傷が付いたり、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。
●本体からミルクが漏れる。

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
いて必ず下記ネスプレッソクラ
ブにご相談ください。
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名

ネスプレッソ牛乳沸かし器

型

名

エアロチーノ 4

間

お買い上げ日
より1年

証

期

お買い上げ日
販

売

店

対象部分
年

エアロチーノ本体と
電源ベース
月

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。

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
修理致します。

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、ネスプレッソクラブにご依頼くだ
さい。本書の写しをご提示いただく場合があります。

製品の故障に関するお問合せや、ご使用の際にご不明な点がありましたら、下記ネスプレッソクラブまでお問い合わせください。
また、弊社Webサイト内「FAQ/お問合せ」ページでは、電子メールでのお問い合わせも受けつけています。
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品
保

ネスプレッソクラブ
●フリーダイヤル番号：
●フリーダイヤルファックス番号：
●Webサイト
（PC版）
：
●FAQお問合せページ：
●Webサイト
（モバイル版）
：
●ネスプレッソモバイルアプリ：

jp

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

0120-57-3101
0120-37-0837
www.nespresso.com
上記Webサイトの「FAQ/お問合せ」をクリック
http://m.nespresso.com
www.nespresso.com/mobile/jp/ja/applications

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

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及び損傷
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
の故障及び損傷。
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
障及び損傷。
⑤ 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。
⑥ お買い上げ後の輸送、移動、落下による故障及び損傷。
⑦ 自然損耗による故障。

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及び損傷。自然
損耗による故障。
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。
※ 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、
ネスプレッソクラブ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。
※牛乳沸かし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、
ネスプレッソクラ
ブ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、
ネスプレッソクラブにご登録い
ただいているお客様の個人情報につきましては、別途ネスプレッソクラブにおいて定める範
囲で使用させていただきます。
ネスプレッソ 牛乳沸かし器の修理等のお問い合わせ
ネスプレッソクラブ
0120-57-3101（フリーダイヤル） 月曜日～土曜日 9：00～18：00（祝日を除く）
0120-37-0837（フリーダイヤルファックス）
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