
ネスレ スペシャル .T　　　 本体 取扱説明書
電気茶沸器
【製品名】 ティーマシン「ネスレ スペシャル.T スリムティー」
【型番】 ST9663.62　
この取扱説明書には「安全上のご注意」が記載されています。

この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
最新の取扱説明書はWebサイトでご確認いただけます。
【Webサイト】http://nestle.jp/brand/SPECIAL.T/machine



（スペシャル.T）のご紹介

お茶は、茶葉の種類によって、おいしく淹
い

れるための温度や時間が異なることを

御存知ですか？

例えば、92℃のお湯で短い時間の抽出が最適な紅茶があったり、ある緑茶は80 ℃の

お湯で長い時間の抽出が最もおいしい飲み方といったように、茶葉の種類によって

おいしく飲むための淹
い

れ方は異なります。

 は、世界中から厳選した茶葉を使用し、それぞれの茶葉に最適な温度・

蒸らし時間で抽出できるお茶専用機です。

専用カプセルを本体にセットしてボタンを押すだけで、自動でカプセルの中の茶葉の

種類を読取り、その茶葉に最適な温度・蒸らし時間で抽出します。

まずはお湯をカプセル内に満たし最適な時間をかけて十分に茶葉を蒸らした上で、

茶葉のおいしさを最も引き出した最高のお茶がカップに注がれます。

標準設定（「ティーマスター」設定）では、  がお薦めする最高の一杯が

お楽しみいただけます。（  13ページ ）

「マイカップ」設定を使うと、あなたご自身の好みの量が

抽出できます。（  14ページ ）

で、これまでにないティー体験を

お楽しみください。
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同梱品

目次

●本体 ●給水タンク／
　給水タンクふた

●カプセルコンテナ
　　　＆
●水受けトレイ /　
　カップスタンド

●専用浄水フィルター ●取扱説明書
　（保証書付き）

各種部品の購入方法について
ネスレ通販オンラインショップ (http://shop.nestle.jp) にてご注文を承っております。
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本製品はお茶を抽出する機器です。お茶の抽出以外の目
的では使用しないでください。子供や介助が必要な方は、
保護者や介助者の手助けのもとにご使用ください。また、
子供がひとりで遊ばないように、置き場所などにご注意
ください。
ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しく
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」に区分して明示しています
ので、お使いの際には、必ず守ってください。

警告
この表示に従わずに、誤った取扱い
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。

注意
この表示に従わずに、誤った取扱いを
すると、人が軽傷を負う可能性が想定
される内容、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
 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 高温注意

 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 ぬれ手
禁止

水場での
使用禁止

分解禁止水ぬれ
禁止

 記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせす
るものです。

一般的指示 電源プラグを抜く

 ■電源に関するご注意

 警告
• 交流100V以外では使わない。（日本国内以
外では、使わない。）
• コンセントや配線器具の定格を超える使い方
をしない。（本機の定格電流 : 14.3A）
• たこ足配線をしない。
• 電源プラグ・コードを破損するようなことは
しない。
（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけ
たり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ
張ったり、重いものを載せたり、束ねたりし
ない。）
• 電源コードは引っ張らない。
感電や火災の原因となります。
 ⇒ 万一電源プラグ・コードが破損したときは、
必ずクラブ スペシャル.T（0120-077-060）
に修理をご依頼ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
感電や火災の原因となります。
• 電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃す
る。（乾いた布でふき取る。）
• 電源プラグは確実にコンセントに差し込む。
感電や火災の原因となります。
異常に気づいたら、直ちに使用を中止して、コ
ンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災の原因となります。
洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。
けがや故障の原因となります。

安全上のご注意
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 ■設置時のご注意

 注意
破損から本機を守るために暖房装置、コンロ、
オーブン、ガスバーナー、炭火焼コンロその他
の熱源のそばに設置しない。
故障の原因となります。
お茶、水、湯垢洗浄剤等にぬれても問題のない
水平で安定した場所に設置する。

 ■使用時のご注意

 警告
子供など取り扱いに不慣れな方だけでは、使用し
ない。また、幼児の手の届くところで使わない。
やけどやけがの原因となります。

 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
感電や火災、故障の原因となります。

絶対に分解、修理、改造は行わない。
感電や火災、故障の原因となります。
 ⇒ 修理は必ずクラブ スペシャル.T
（0120-077-060）にご依頼ください。

 注意
• 一度抽出に使用したカプセルは、使用しな
い。
• 使用直後のカプセルには触れない。
• 抽出中にレバーを上げない。
• 熱くなった機器に触れない。
やけどの原因となります。
カプセル挿入口にカプセル以外を入れない。
故障の原因となります。
給水タンクには、牛乳、酒など飲用水以外の液
体および熱湯は、入れない。
内部が詰まり、水漏れや抽出ができない原因と
なります。
カプセル挿入口に指などを入れない。
挿入口内部の針で、けがをするおそれがありま
す。
• 本体の電源をオフにしてから、電源プラグを
抜く。
• 日常のお手入れ時や、長期間使用しない場
合、電源プラグを抜いておく。

感電や火災、故障の原因となります。
抽出用の飲用水は、常に新しいものを使う。
古い水を使うと、身体に影響をおよぼすことが
あります。

本製品は「スペシャル .T」カプセル専用です。必ず専用のカプセルをご使用ください。

本書の見方
• 本書では給水タンクやカプセルコンテナなどを取り付けた状態の機器全体を「本機」、給水タンクやカプセルコンテ
ナなどを取り除いたメインボディー部を「本体」と表記しています。

•   ボタン（抽出ボタン）の表示と操作は、以下のように表記しています。

■ボタンの表示 ■ボタンの操作

消灯 点灯 点滅 1回押す 2回押す 押したまま
にする

押した状態
から離す
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各部の名称とはたらき

各部の名称と主なはたらきについて説明します。詳しい使い方はそれぞれの参照ページをご覧ください。

 ■前面

取り付け
　矢印の方向に
　押し込む

取り外し
　矢印の方向に
　引き抜く

浄水フィルター交換時期
お知らせ表示
  専用浄水フィルターの交換時期
  をお知らせします。
電源ボタン
  電源をオン/オフします。

ボタン（抽出ボタン）

レバーを上げてカプセルを
セットします。

ボタンを押してお茶を淹れます。

使用済みのカプセルが落ちます。

カップを置きます。
お茶がカップからこぼれたとき
の受け皿になります。

カプセルコンテナ

水受けトレイ/
カップスタンド

レバー/カプセル挿入口

レバー

カプセル挿入口

 13 ページ 

使用後はお手入れしてください。  18 ページ 

 8 ページ 
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 ■  背面

取り付け
　矢印の方向に
　押し込む

取り外し
　矢印の方向に
　引き抜く

取り付け
　矢印の方向に
　押し込む

取り外し
　矢印の方向に
　引き抜く

給水タンク内に取り付け、飲用水を浄化します。

電源コード/プラグ

専用浄水フィルター

飲用水を入れます。
給水タンク

給水時、取り外し/取り付けてください。
給水タンクふた

給水する

給水タンクの水量がこの目盛りを下回ると、
抽出中に飲用水がなくなりますので、給水
してください。

給水する  12 ページ 

専用浄水フィルターを取り付ける  11 ページ 

  8 ページ
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各ボタンの表示とはたらき各ボタンの表示とはたらき

電源ボタンおよび  ボタン（抽出ボタン）の表示とはたらきについて説明します。

 電源をオンにする /オフにする
電源プラグをコンセントに差し込んでください。

 警告
• たこ足配線をしない。
• ぬれた手で、電源プラグを触らない。
感電や火災の原因となります。

• 電源ボタンを押すと  ボタンが白色点灯し、電源がオンになります。
再度、電源ボタンを押すと  ボタンが消灯し、電源がオフになります。

• 約 5分間使用しないと、自動的に電源がオフになります。（オート電源オフ機能）
• 浄水フィルター交換時期お知らせ表示（Reset Filter）が点灯したら、
専用浄水フィルターを交換してください。  11 ページ

本機の状態と ボタン (抽出ボタン )の表示
本機の状態によって、  ボタン（抽出ボタン）の点灯色や点滅パターンが変わります。

 ボタン（抽出ボタ
ン）の状態 本機の状態 参照ページ  ボタン（抽出ボタ

ン）の状態 本機の状態 参照ページ

消灯 電源オフ  8 ページ 黄色の
2回点滅 マイカップ抽出中  14 ページ

白色点灯 電源オン  8 ページ
白色と黄
色の交互
点滅

• マイカップ設定中
• ティーマスター
抽出量設定中

 14 ページ
 16 ページ

黄色点灯 カプセル投入時  13 ページ 白色点滅
• すすぎ（湯通し）中
• 給水タンクに飲用水
がないとき

 10 ページ
 25 ページ

黄色点滅 ティーマスター
抽出中  13 ページ

• 上記以外の点灯・点滅パターンが発生した場合は、「故障かなと思ったとき」（  24 ページ）をご覧ください。
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本製品をはじめてお使いになるときは、給水タンクに飲用水を入れてすすぎ（湯通し）をし、専用浄水フィルターを取
り付けてください。

設置する  9 ページ

専用浄水フィルターを取り付ける  11 ページ

給水する  12 ページ

準備完了

すすぎ（湯通し）をする  10 ページ

 設置する
水気や熱に強く、水平で滑りにくい落下のおそれがない安定した場所に設置してください。
キズが心配な場合は滑りにくい敷物などをご使用ください。

 ■電源コードの調整
電源コードの長さを必要に応じて調整することができます。
給水タンクを外してから本体を横向きにし、底面の溝（右図の
緑色で示した部分）に電源コードを収納して電源コードの長さ
を調整してください。

ご使用前の準備
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ご使用前の準備

 注意 抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

 すすぎ（湯通し）をする
はじめてご使用のときは、樹脂性部品由来の「におい」を感じることがあります。
必ず、下記のすすぎ（湯通し）をして、本機内部を洗浄してください。
また、長期間お使いにならなかった場合も、すすぎ（湯通し）をすることをおすすめします。
• すすぎ（湯通し）のときは、カプセルを入れないでください。

1 給水タンクに飲用水を入れ、本体にセットする
給水タンクに飲用水を入れて給水タンクふたを取り付けます。
• 飲用水を入れすぎると、本体にセットするときにこぼれるおそれがあります。

2 150ml 以上のカップをカップスタンドに乗せ、電源をオンにする
 ボタン（抽出ボタン）が白色点灯します。

3  ボタン（抽出ボタン）を押す
 ボタン（抽出ボタン）が白色点滅し、すすぎ（湯通し）がはじまります。

1回のすすぎ（湯通し）で約100ml のお湯が出ます。
 ボタン（抽出ボタン）が白色点灯に変われば完了です。

• お湯が出ずに  ボタン（抽出ボタン）が白色点滅する場合は、本機内部に飲用水
が行きわたっていないことが考えられます。  ボタン（抽出ボタン）を、間隔を開
けて2～3回押してください。

お湯が止まったらカップのお湯を捨て、1～3の操作をさらに2回繰り返す
においが軽減されない場合は、繰り返しすすぎ（湯通し）をしてください。

白色点灯
（電源オン）

白色点滅
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 専用浄水フィルターを取り付ける
給水タンクに、付属の専用浄水フィルターを取り付けます。
専用浄水フィルターの活性炭により、飲用水に含まれる残留塩素（カルキ等）を除去し、よりお茶に適した水を作り出
します。

1 専用浄水フィルターを飲用水に浸す
新しい専用浄水フィルターを袋から取り出し、ボールに入れた飲用水に
泡が出るまで完全に浸します。（約5分程度）

2 専用浄水フィルターを給水タンクにセットする
飲用水がなじんだ専用浄水フィルターを、給水タンクの凹みに
しっかりと押し込んでセットします。

3 給水タンクに飲用水を入れ、本体にセットする
① 給水タンクに飲用水を五分目まで入れ、左右に揺らします。
② 気泡が出なくなったら、飲用水を八分目まで入れます。
③ 給水タンクふたを取り付け、本体にセットします。

4 すすぎ（湯通し）をする
すすぎ（湯通し）のしかたは、「すすぎ（湯通し）をする」（  10 ページ）の手順2以降を参照してください。
• お湯が出ずに  ボタン（抽出ボタン）が白色点滅する場合は、専用浄水フィルター内に飲用水が行きわたって
いないことが考えられます。  ボタン（抽出ボタン）を、間隔を開けて2～3回押してください。

• 専用浄水フィルターにはイオン交換樹脂と活性炭が含まれているため、初めのすすぎ（湯通し）時に活性炭の粒
子が混じり、黒っぽい水が抽出されることがありますが、健康に影響を及ぼすものではありません。
数回すすぎ（湯通し）をしてもまだ黒っぽい水が残る場合は、専用浄水フィルターを飲用水に浸し、水中でよく振っ
て活性炭の粒子を洗い流してから、再度4～5回すすぎ（湯通し）を行ってください。

①
②

③
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 お茶の淹れ方

 注意 抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

本製品は、おすすめの抽出量でお茶を淹れる「ティーマスター」と、ご自分で設定したお好みの抽出量でお茶を淹れる「マ
イカップ」の、2種類の淹れ方があります。

お好みのカプセルをセットし、　ボタン（抽出
ボタン）を押すだけでお茶が抽出されます。

マイカップ

約50ml～500ml

ボタンを押す

ボタンをすばやく
2回続けて押す

ご自分でお好みの抽出量を設定すれば、次回か
らは     ボタン（抽出ボタン）をすばやく2回押
すと、設定した抽出量で抽出されます。

・抽出量は、50mlから500mlの範囲で設定す
   ることができます。

ティーマスター

カプセル
を入れる

 ■お茶を淹れる前に
お茶を淹れる前に、給水タンクに飲用水を入れて本機にセットし、電源をオンにしてください。

設定された抽出量で淹れる（ティーマスター）
  13 ページ 

お好みの抽出量を設定して淹れる（マイカップ）
  14 ページ 
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 おすすめの抽出量で淹れる（ティーマスター）
約180ml ～ 200ml の抽出量で抽出されます。
• 容量が200ml 以上の大きさのカップを用意してカップスタンドに乗せてください。

1  カプセルを入れる
レバーを上げ、カプセルをセットし、レバーをカチッと音がするまで閉めます。
 ボタン（抽出ボタン）が黄色点灯に変わります。

2  ボタン（抽出ボタン）を押す
 ボタン（抽出ボタン）が黄色点滅に変わり、お茶の抽出が始まります。

• 給水が始まり茶葉を蒸らした後、お茶がカップに注がれます。蒸らし中はお茶が不定期に出ます。
• 途中で抽出を止めたい場合は、  ボタン（抽
出ボタン）を押してください。抽出を再開
したい場合は、もう一度  ボタン（抽出
ボタン）を押してください。ただし、抽出
は続きからではなく最初からやり直しとな
るため、抽出量にご注意ください。

 ボタン（抽出ボタン）が白色点灯に変わる
と、抽出完了です。

3 レバーを上げる
使用済みカプセルがカプセルコンテナに落ちます。
• 一度使ったカプセルは再利用できません。
本製品は1カプセルにつき1回の抽出で美味しく召し上がっていただけるように設計
しています。
同一カプセルで続けて抽出した場合、十分に抽出できなかったり、味が薄くなること
があります。

カチッ

1

2
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お茶の淹れ方

 お好みの抽出量を設定して淹れる（マイカップ）
ご自分でお好みの抽出量に設定し、お茶を淹れます。
• 50ml から 500ml の範囲で抽出量を設定することができます。
• 設定を元に戻すことはできません、抽出量をもう一度変更してください。

 抽出量を設定する（マイカップ設定）

1 カプセルを入れる
 ボタン（抽出ボタン）が黄色点灯に変わります。

2  ボタン（抽出ボタン）を押したままにする
 ボタン（抽出ボタン）が黄色点滅から黄色と白色の交互点滅に変わり、お茶の抽出が始まります。

• 途中で指を離すとそこで設定が完了するので、お好みの抽出量になるまで指を離さないでください。

3 お好みの抽出量になったら、  ボタン（抽出ボタン）から指を離す
抽出が止まり、  ボタン（抽出ボタン）が白色点灯に変わります。
抽出量が変更されました。
• 次回、マイカップでお茶を淹れるときは、
変更した抽出量で抽出されます。

4 レバーを上げる
使用済みカプセルがカプセルコンテナに落ちます。

黄色点滅 黄色と白色の
交互点滅
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 設定した抽出量でお茶を淹れる（マイカップ抽出）
マイカップ設定した抽出量でお茶を淹れます。

1 カプセルを入れる
 ボタン（抽出ボタン）が黄色点灯に変わります。

2  ボタン（抽出ボタン）をすばやく2回続けて押す
 ボタン（抽出ボタン）が黄色の2回点滅に変わり、お茶の抽出が始まります。

設定した量で抽出が止まります。
 ボタン（抽出ボタン）が白色点灯に変わる

と、抽出完了です。

3 レバーを上げる
使用済みカプセルがカプセルコンテナに落ちます。
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お茶の淹れ方

 ■  ティーマスターの抽出量を変更する
「ティーマスター」設定で抽出されるお茶の量は、おいしくお飲みいただくために推奨する一杯あたり約180ml ～
200ml で設定されています。この「ティーマスター」の設定によるお茶の抽出量を、ご自身のお好みに合わせてさら
に微調整することができます。一度調整すると、次回からその分量でお楽しみいただけます。
• 設定を元に戻すことはできません、抽出量をもう一度変更してください。

1 カプセルを入れる
 ボタン（抽出ボタン）が黄色点灯に変わります。

2  ボタン（抽出ボタン）を押したまま、3秒以上電源ボタンを押したままにする
 ボタン（抽出ボタン）が黄色点滅から黄色と白色の交互点滅に変わり、抽出が始まります。

• 必ず、  ボタン（抽出ボタン）を押してから電源ボタンを押してください。電源ボタンを先に押すと、電源が
オフになります。

• 途中で  ボタン（抽出ボタン）から指を離さないでください。

黄色点滅 黄色と白色の
交互点滅
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3 3秒経過後、電源ボタンから指を離し、お好みの抽出量になったら、  ボタン（抽
出ボタン）から指を離す
抽出が止まり、  ボタン（抽出ボタン）が白色点灯に変わります。
抽出量が変更されました。
• 次回、ティーマスターでお茶を淹れるときは、調整した抽出量で抽出されます。

4 レバーを上げる
使用済みカプセルがカプセルコンテナに落ちます。
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 お手入れ

簡単なお手入れで、いつでもおいしいお茶が楽しめます。

 警告 洗浄とお手入れ時は電源プラグを抜く。
けがや故障の原因になります。

 日常のお手入れ
 ■給水タンク

専用浄水フィルターを取り付けたまま給水タンクに水を入れ、よく洗ってください。
• 洗剤は使用しないでください。

 ■カプセルコンテナ、水受けトレイ/カップスタンド
カプセルが本体内部に残っているときは、お手入れの前にレバーを開閉して使用済みカプセルをカプセルコンテナに落
としてください。

1 カプセルコンテナ内のカプセルを捨てる
カプセルコンテナを本体から取り外し、カプセルを捨てます。
• カプセルコンテナには、3～4個までカプセルが入ります。
カプセルコンテナが一杯の状態でカプセルをセットすると
セットしたカプセルが壊れることがあります。
カプセルの廃棄について  27 ページ 

2 カプセルコンテナ、水受けトレイ /カップスタンドを洗う
カプセルコンテナから、水受けトレイ /カップスタンドを取り外して、
台所用洗剤で水洗いします。
水洗いしたあとは、柔らかい布で水をふき取ります。
• 食器洗浄機をご使用になる場合は、80℃以下でご使用のうえ、
ヒーターの近くに置かないでください。
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数日使用しなかったときは
数日使用しなかったときは、すすぎ（湯通し）をして本機内部を洗浄してからご使用ください。

1 専用浄水フィルターを取り外す
給水タンクから、専用浄水フィルターを取り外します。
• 専用浄水フィルターは、すすぎ（湯通し）後に再び取り付けます。

2 すすぎ（湯通し）をする
すすぎ（湯通し）のしかたは、「すすぎ（湯通し）をする」（  10 ページ）を参照してください。

3 専用浄水フィルターを取り付ける
専用浄水フィルターの取り付けは、「専用浄水フィルターを取り付ける」（  11 ページ）の手順2を参照して
ください。
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お手入れ

長期間使用しないときは
本機を長期間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れしてから保管してください。
• 長期間使用しなかったときは、次回、使用前にすすぎ（湯通し）をしてからご使用ください。

■給水タンク
専用浄水フィルターを取り外して水洗いしてください。
・水洗いしたあとは、柔らかい布で水をふき取ってください。

■カプセルコンテナ、
　 水受けトレイ/カップスタンド
カプセルを捨て、水洗いしてください。

■専用浄水フィルター
乾燥しないように、飲用水に浸した状態で保管してください。
・乾燥してしまった場合はご使用を控え、新しい専用浄水
フィルターをご使用ください。
・専用浄水フィルターを浸す飲用水は、定期的に交換し、
清潔な状態を保ってください。
・環境によっては、浸した水ごと冷蔵庫に入れていただく
ことをお勧めします。

  18 ページ 
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電源ボタンの浄水フィルター交換時期お知らせ表示（Reset Filter）が
点灯したら、専用浄水フィルターの交換時期です。新しい専用浄水フィ
ルターを用意して、交換してください。
• 浄水フィルター交換時期お知らせ表示（Reset Filter）は、約150
杯のご使用で点灯します。

1 専用浄水フィルターを取り外す
給水タンクを取り外して、中の飲用水を捨て、使用済みの専用浄水フィルターを取り外します。

2 専用浄水フィルターを取り付ける
専用浄水フィルターの取り付けは、「専用浄水フィルターを取り付ける」（  11 ページ）を参照してください。

3 電源ボタンを、浄水フィルター交換時期お知らせ表示（Reset Filter）が消え
るまで長押しする（2秒以上）
浄水フィルター交換時期お知らせ表示がリセットされます。

 専用浄水フィルターの交換
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 湯垢洗浄

長期間ご使用になっていると、水の中に含まれるミネラル成分が本機内部の水管などに付着して「湯垢（ ゆあか）」とな
ります。
抽出の流れが悪くなったり、飲み物の温度がいつもより低いと感じた場合には、湯垢洗浄により改善することがあります。
（専用浄水フィルター付きのため、通常のご使用では必要ありません。）

 注意
• 湯垢洗浄剤で本機の表面を洗浄しない。
• お酢は決して使用しない。
破損や故障の原因となります。

 注意 抽出中は熱湯が出るので、抽出口付近に手を近づけない。
やけどの原因となります。

• 湯垢洗浄剤に記載されている使用上の注意事項を必ずお読みください。
• 目にはいったり、肌につかないよう十分にご注意ください。また本体への付着にもご注意ください。

 ■湯垢洗浄前の準備
• カプセルが本体にセットされていないことを確認してください。
• 給水タンクを取り外して中の飲用水を捨ててください。
• 専用浄水フィルターを取り外してください。

1 湯垢洗浄液を作る
市販の食器用湯垢洗浄剤を別の容器に入れて飲用水を注ぎ、
よく溶けるまでかき回してください。
• 飲用水の量は湯垢洗浄剤の説明書にしたがってください。

2 湯垢洗浄液を給水タンクに入れ、本体にセットする
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 ■湯垢洗浄

1 150ml 以上のカップをカップスタンドに乗せ、電源をオンにする
 ボタン（抽出ボタン）が白色点灯します。

2  ボタン（抽出ボタン）を押す
 ボタン（抽出ボタン）が白色点滅し、湯垢洗浄液でのすすぎ（湯通し）が始まります。

1回のすすぎ（湯通し）で約100ml のお湯が出ます。
 ボタン（抽出ボタン）が白色点灯に変われば完了です。

• お湯が出ずに  ボタン（抽出ボタン）が白色点滅する場合は、
本機内部に洗浄液が行きわたっていないことが考えられます。
 ボタン（抽出ボタン）を、間隔を開けて2～3回押してください。

湯垢洗浄液がなくなるまで繰り返す
給水タンクの湯垢洗浄液がなくなるまで、繰り返し湯垢洗浄液を使ったすすぎ（湯通し）をしてください。

 ■湯垢洗浄後のすすぎ（湯通し）

1 給水タンクを水洗いする
給水タンクを水でよく洗い、やわらかい布で水をふき取ります。
• 洗浄剤が残らないように完全に水洗いしてください。
• 水洗いの方法は湯垢洗浄剤の説明書にしたがってください。

2 すすぎ（湯通し）をする
すすぎ（湯通し）のしかたは、「すすぎ（湯通し）をする」（  10 ページ）を参照してください。
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 故障かなと思ったとき

まずは、次の対応をお試しください。お試しいただいても改善しない場合は、クラブ スペシャル .T
までお問い合わせください。（  28 ページ）

症状 原因 対応

スイッチを入れても動かない。 コンセントから電源プラグが外れ
ている。

電源プラグをしっかり差し込んで、
電源ボタンを押してオン／オフを
数回行ってください。

カプセルがセットできない。
カプセルが間違った向きで入れら
れている。またはカプセルコンテ
ナが満杯になっている。

カプセルコンテナを空にし、正し
い向きでカプセルを入れてくださ
い。

なかなか抽出がスタートしない。
（お茶が出ない）

本体がカプセル（茶葉の種類）を
認識し、カプセル内の茶葉を蒸ら
すのに時間がかかっている。

茶葉を認識したり、蒸らし終わる
までには少し時間がかかります。
そのままお待ちください。（約１～
２分）
「お茶の淹れ方」もご参照ください。
（  12 ページ）

カプセルが取り外せない。
本体内でつまっている。

カプセルが抽出部分で乾燥し固
まっている。

抽出後は、必ずレバーを開閉し、
使用済みカプセルをカプセルコン
テナに落としてください。
万が一、落ちないときは安全のた
めスプーンなどで中の針から外し
て落としてください。

抽出の流れが悪くなり、飲み物の
温度も低く感じる。

内部に湯垢がたまっている可能性
がある。

湯垢洗浄を行ってみてください。
（  22 ページ）

飲み物の温度が低く感じる。
（抽出の流れは正常）

外気温が低かったり、カップが冷
たくなっている。

すすぎ（湯通し）をしてカップを
温めてください。（  10 ページ）
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症状 原因 対応

 抽出ができず  ボタン（抽出ボタ
ン）が白色点滅する。

• 給水タンクが正しくセットされて
いない。
• 給水タンク内の飲用水が無い。

給水タンクに飲用水を入れ、正しく
セットしてください。
（  7 ページ）

上記に問題がない場合は、専用浄
水フィルターが飲用水を吸い上げ
る妨げになっている。

専用浄水フィルターを取り外し、
給水タンクに飲用水を入れ、水が
流れるまでカプセルなしで、繰り
返し  ボタン（抽出ボタン）を押
してください。（  10 ページ）
上記の対応を行っても解決しない
場合は、クラブスペシャル .T まで
お問い合わせください。
（  28 ページ）

 ボタン（抽出ボタン）が
白色１回と黄色２回の交互点滅
している。

本機の不具合が発生している。
本機の電源をオフにし、クラブ
スペシャル .T までお問い合わせく
ださい。（  28 ページ）

 ボタン（抽出ボタン）が
白色２回と黄色２回の交互点滅
している。

本機が過熱状態にある。

本機の電源をオフにして約30分
後に再度電源を入れてください。
同じ現象が繰り返される場合は、
クラブスペシャル .T までお問い合
わせください。（  28 ページ）
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Q A

給水は給水タンクをセットしたままで行っても大丈
夫？

問題ございません。水差しなどで給水タンクから飲用水が
溢れないように注意して給水してください。

カプセルコンテナには何個までカプセルが入るの？
（いつ捨てれば良い？）

カプセルコンテナを確認し、一杯になっていたら捨ててくだ
さい。（捨てる目安は3～4個ごとですが、毎日捨てること
をおすすめします。）

給水タンクを洗うとき専用浄水フィルターはどうする
の？

日常のお手入れの場合は、給水タンクに付けたまま水で軽
くすすいでください。

専用浄水フィルター交換時に
水に混じって黒い粉がでることがあるけど？

専用浄水フィルターにはイオン交換樹脂と活性炭が含まれ
ているため、初めのすすぎ（湯通し）時に活性炭の粒子が
混じり、黒っぽい水が抽出されることがありますが、健康
に影響を及ぼすものではありません。
数回すすぎ（湯通し）されてもまだ黒っぽい水が残る場合は、
専用浄水フィルターを飲用水に浸し、水中でよく振って活
性炭の粒子を洗い流してから、再度４～5回すすぎ（湯通し）
を行ってください。

オート電源オフの時間は変更できるの ?
5秒間電源ボタンを長押しすると4時間後にオフになる仕
様に変更できます。再度5秒間電源ボタンを長押しすると
約5分後にオフになる仕様に戻ります。

シリアル番号の見かた
シリアル番号は、本体の底面をご覧ください。

シリアル番号

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Q&A
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 ■本機の廃棄について
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。

 ■使用済みカプセルの分別廃棄について
• 使用済みカプセルの中身は、抽出後の茶葉 * です。外側の容器はアルミニウムです。
（* フレーバーティー、ハーブティーなどには茶葉以外の原材料も使用しています。）
• ゴミの廃棄方法として、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「資源ごみ」の判断は各自治体の行政指導により異なります。
使用後のカプセルは各自治体のごみ収集区分に従ってお捨てください。

 ■専用浄水フィルターの分別廃棄について
• 使用済み専用浄水フィルターはプラスチックゴミとして各自治体のごみ収集区分に従ってお捨てください。

電源 交流100V, 50 /60Hz

定格消費電力 1430W

定格電流 14.3A

待機時消費電力 0.5W

温度過昇防止装置 温度ヒューズ

ポンプ圧力 Max. 0.3MPa ( 最大 3気圧）

抽出量
ティーマスター : 約180ml ～ 200ml
マイカップ : 約 50ml ～ 500ml

本体重量 2.1kg

使用環境温度 5℃～45℃（凍結にご注意ください。本機内部が破損するおそれがあります。）

給水タンク容量 1.3 L ( 浄水フィルターを入れない場合は1.5 L)

外形寸法 幅 15.5cm × 高さ 26.0cm ×奥行 31.5cm

対応年数 ７年

 廃棄について

仕様
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お問い合わせ先

 「ネスレ　スペシャル .T」マシンの修理等のお問い合わせは

本機と保証書をお手元にご準備のうえ、ご連絡をお願い致します。
●本機（次の3点を確認）：①症状確認 ②色 ③シリアル番号（本体底面に記載有）
●保証書（次の3点を確認）：①型名 ②購入日 ③購入店

クラブ　スペシャル .T
【TEL】0120-077-060(24 時間年中無休）　【Eメール】specialt.club@jp.nestle.com

「ネスレ　スペシャル .T」専用カプセル　および消耗品のご注文は

ネスレ通販では、おトクで便利に届く、定期お届け便をはじめ、ネスレ通販ならではの限定品サービスが満載です。
消耗品のご注文は本体の型名をご確認のうえ、ご連絡をお願い致します。

【ネスレ通販コールセンター】0120-600-868(24 時間年中無休）
【ネスレ通販オンラインショップ】http://shop.nestle.jp
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ST9663.62
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専用浄水フィルターお取扱い上のご注意

※ご使用前に必ずお読みの上、大切に保管してください。
●温水は使用しないでください。
●凍結させないでください。
●取り付け方、交換方法については、本書の「専用浄水フィルターを取り付ける」（  11 ページ）、専用浄水フィル
ターの交換（  21 ページ）に従ってください。

●浄水フィルター交換時期お知らせ表示が点灯したら、速やかに専用浄水フィルターを交換してください。
●養魚用などには使用しないでください。

※ 専用浄水フィルターご使用時には必ず本書をお読みください。ご使用前の準備が必
要になります。

●この専用浄水フィルターにはイオン交換樹脂と活性炭が含まれています。
イオン交換樹脂は、水道水に含まれる硬度成分（カルシウム、マグネシウムなど）を吸着し、除去することでより軟
水化した水を作り出します。加えて、活性炭は、残留塩素や塩素化合物などを除去することで、よりお茶に適した水
を作り出します。

●初めのすすぎ（湯通し）時に活性炭の粒子が混じり、黒っぽい水が抽出されることがありますが、健康に影響を及ぼ
すものではありません。ご安心ください。

●数回すすぎ（湯通し）をしてもまだ黒っぽい水が残る場合は、専用浄水フィルターを飲用水に浸し、水中でよく振っ
て活性炭の粒子を洗い流してから、再度４～５回すすぎ（湯通し）を行ってください。

※なお、カプセル使用時には、カプセル内にフィルター（不織布）がついておりますので、粒子がお茶と混じって抽出
されることはありません。

<家庭用品品質表示法による表示>

材料の種類 ポリプロピレン
浄水能力

遊離残留塩素
（総ろ過水量35L、除去率95％、JIS S 3201
試験結果）ろ材の種類 活性炭

ろ過流量 0.21L/ 分
（JIS S 3201による）

ろ材の
取換時期の目安

約150杯ご使用毎（１日２杯使用した場合）
約2.5ヶ月
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