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（ 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 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 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・
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・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。
が提案する最高の一杯が

「ティーマスター」設定では、
お楽しみいただけます。（

１０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。（

１１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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取扱説明書は製品の一部です。 製品をご使用の際は、 取扱説明書を良くお読みいただき、 正しくお使い
ください。 また、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。
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安全上のご注意
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、お使いの際は、必ずお守りください。

警告

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

注意

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、

想定される内容を示しています。

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、 禁止の行為であることをお知らせするものです。

禁止

水場での使用禁止

ぬれ手禁止

分解禁止

水ぬれ禁止

記号は、 行為を強制したり指示することをお知らせするものです。

電源プラグを抜く

一般的指示
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安全上のご注意
警告
感電・発火を防ぐ
≪本体≫

注意
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。

・子供など取り扱いに不慣
れな方だけで使用しない。
また、幼児の手の届くと

感電・発火を防ぐ
・本体の電源をオフにしてから、電源プラグを抜く。

ころで使用しない。

（電源コードは引っ張らない）
・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。

電源コード
電源プラグ

やけどを防ぐ
・本体を水につけたり、水をかけたりしない。

・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。

・絶対に分解、修理、改造は行わない。
⇒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。

・抽出中にレバーを上げない。
・熱くなった機器に触れない。

≪電源プラグ／電源コード≫
・交流 100V 以外では使用しない。（日本国
内専用）
・コンセントや配線器具の定格を超える使い
方をしない。
・たこ足配線をしない。
・電源プラグ・電源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。）
⇒万一電源プラグ・電源コードが破損した
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をしない。

けがなどを防ぐ
・ カプセル挿入口にカプセル以外を入れない。
・カプセル挿入口に指などを入れない。
（挿入口内部には、抽出のための針があります。）

その他（機器や人体へのトラブルを防ぐ）
・給水タンクには、牛乳、酒など水以外の液体および
熱湯は、入れない。
・給水タンクに水を入れすぎない。
・長期間使用しない場合は給水タンク内に水を入れ
たままにしない。
・抽出用の水は、常に新しいものを使う。
・水受けトレイ、カップスタンドやカプセルコンテ
ナは毎日水洗いする。

・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。
・異常に気付いたら、ただちにコンセントから
電源プラグを抜く。
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各部の名称／製品仕様
開封後すぐに全ての部品が揃っていることを確認してください。
各部の名称

F 浄水フィルター交換時期

お知らせボタン

A レバー

（カプセル挿入口）

G 電源ボタン
H 給水タンクふた

ボタン
（抽出ボタン）

B

C カプセルコンテナ
D カップスタンド
I 給水タンク
J 専用浄水フィルター

E 水受けトレイ
K 電源プラグ

L 電源コード
M 給水お知らせランプ

※ 水が無くなると、ランプ
が点滅します。

製品仕様
電源：100 V, 50/60 Hz

本体重量：2.9 kg

本体サイズ （cm）

定格消費電力：1430 W

使用環境温度：５ ℃〜４５ ℃
凍結に注意（動作不良の原因）

幅(A)
16.1 cm
高さ（B）26.6 cm
奥行（C）30.6 cm

待機時の消費電力：0.5 W
ポンプ圧力：最大３ 気圧

給水タンク容量：1.5 L

6

B
A

C

各ボタンの表示
電源ボタン（※１）
押すたびに電源オン／オフが
切り替わります。
電源オン／オフの状態は
ボタン（抽出ボタン）のランプ
で確認します。

ボタン（抽出ボタン）のランプ表示について
電源オン／オフ時の表示

電源オン
白色点灯

電源オフ
消灯

カプセル挿入中
黄色点灯

抽出中
黄色点滅

お茶を淹 れるときの表示
「ティーマスター」設定
のとき
（
１０ページ）

浄水フィルター交換時期お知ら
せボタンの「Reset Filter」が
点灯したら、浄水フィルターを
交換してください。
（
１４ページ）

「マイカップ」設定
のとき
（
１１ページ）
マイカップ設定中
黄色と白色
交互に点滅

抽出中
黄色2回点滅
消灯

点灯

※１ オート電源オフ機能
本 製 品 は、 節 電 の た め のオート電 源オフ機 能 が あり、 約 5 分 間 使 用しな いと、 自 動 的に電 源 がオフになります。
（ 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 分間後にオフになる仕様に戻ります。）
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はじめてご使用になるとき／長期間ご使用にならなかったとき
本体の設置について
本体は水気や熱に強く、 水平で滑りにくい落下の恐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。

ご使用前のすすぎ
青 色 の 給 水 部 キャップを取り外
します。

給水タンクに飲用水を八分目ま
で入れてください。

給水タンクふたを取り付け、 給水
タンクを本体にセットします。

※入れすぎると、給水タンクを本体に
セットするときに、水がこぼれます
のでご注意ください。

すすぎ時は、 カプセルを入れな
いでください。

給水タンク
ふた

給水部
キャップ
（※２）

電 源プラグをコンセントに差し
込み、 電源ボタンを押します。

カップをカップスタンドの上に置
きます。

ボタン（抽出ボタン）を押し
て、湯通しします。 カップにた
まったお湯を捨て、2回繰り返し
てください。

※給水お知らせランプが点灯します。

給水お知らせランプが
点滅し、お湯が出ない場合
ボタン（抽出ボタン）を
間隔をあけて2〜3回押して
ください。

抽出中
は点滅
※1回につき
約100mlの
お湯が出ます。

給水お知らせ
ランプ

給水お知らせ
ランプ（※１）

※１ 給水お知らせランプが点滅する場合
給水タンクに水を注いでも本体に水が行きわたっていないときは、 点滅する場合があります。
その場合は、 ボタン（抽出ボタン）を間隔をあけて 2 〜 3 回押してください。
2 〜 3 回押しても点滅が消え、 点灯に変わらない場合は、 一度電源を切り、 そのまま 30 分から 1 時間お待ちいただ
いた後、 再度電源を入れて上記作業をお試しください。

※２ 給水部キャップは捨てずに保管
給水部キャップは捨てずに保管してください。 また、 本体を長期間ご使用にならない場合は、 再度キャップを付けて
保管してください。
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はじめてご使用になるとき／長期間ご使用にならなかったとき
専用浄水フィルターの取り付け方
新しい 浄 水フィルターを袋から
取り出し、 ボールに入れた飲用
水になじむまで浸します。

飲用水がなじんだ浄水フィルター
を、 給水タンクにセットします。

※泡が出るまで浸します。
（約5分程度）

※給水タンク内の
突起と浄水フィル
ターのへこみ部
を合わせてセット
してください。

給水タンクに飲用水を八分目ま
で入れてください。

給水タンクふたを取り付け、 給水
タンクを本体にセットします。

※入れすぎると、給水タンクを本体に
セットするときに、水がこぼれます
のでご注意ください。

給水タンク
ふた

給水お知らせ
ランプ（※３）

ボタン（抽出ボタン）を押し
て、湯通しします。 カップにた
まったお湯を捨て、2回繰り返し
てください。

抽出中
は点滅
※1回につき
約100mlの
お湯が出ます。

※３ 給水お知らせランプが点滅する場合
浄水フィルター内に十分に水が行きわたっていないときは、 点滅する場合があります。
その場合は、 ボタン（抽出ボタン）を間隔をあけて 2 〜 3 回押してください。
2 〜 3 回押しても点滅が消え、 点灯に変わらない場合は、 一度電源を切り、 そのまま 30 分から 1 時間お待ちいただ
いた後、 再度電源を入れて上記作業をお試しください。
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お茶の淹 れ方：「ティーマスター」 設定
「ティーマスター」 設定とは
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、 あらかじめ設定された分量で抽出されます。

「ティーマスター」設定でのお茶の淹 れ方
「ティーマスター」 設定で抽出されるお茶の量は、 1 杯あたり約180 〜 200ml です。
「ティーマスター」 設定でつくる場合はカップの容量をご確認のうえ、 大きめのカップをご使用ください。
◆抽出の前に ……………………………………………………………………………………………
① 給水タンクに十分に飲用水が
入っていることを確認します。
②

ボタン（抽出ボタン）が白く
点灯していることを確認しま
す。

③レバーを上げ、カプセルをセッ
トし、 再 びレバ ー をカチッと
音がするまで閉めます。

④

⑤カップをカップスタンドの上に
置き、 ボタン（抽出ボタン）
を押します。

※カプセルは尖った
側を下向きに
挿入します。

黄色点灯

白色点灯

⑥ お茶の抽出が始まります。
（※１）
（ ※２）

ボタン（抽出ボタン）が黄色
点 灯に変 わったことを確 認し
ます。

◆抽出が終わったら ………………………………………………………………………………………
⑧ 抽出後は、レバーを上げると、
使用済みカプセルがカプセル
コンテナに落ちます。

⑦ 抽出は自動で止まり、 ボタン
（ 抽 出 ボタン ）が 白 色 点 灯 に
変わります。

※抽出中は
黄色点滅

白色点灯

カプセルの使用回数について
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操作
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。
一度使ったカプセルは再利
用できません。

※１ 抽出開始前の茶葉の蒸らし時間について
ボタン（抽出ボタン）を押して、給水が始まってからお茶がカップに注がれるまでに、茶葉の蒸らし時間があります。
蒸らし中は、お茶の液が不定期に出ることがありますので、必ずカップをカップスタンドの上に置いてから ボタン（抽出
ボタン）を押してください。

※２ 途中で抽出を止めたい場合
抽出中に ボタン（抽出ボタン）を1回押すと抽出は止まります。抽出を再開したい場合は、そのまま再度
ボタン）を押してください。
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ボタン（抽出

お茶の淹 れ方：「マイカップ」 設定
「マイカップ」 設定とは
最初にご自分でお好みの抽出量を設定しておけば、 次回からはその分量でお楽しみいただけます。
「マイカップ」設定のしかた （最初の抽出）
◆抽出の前に …………………
１０ページ①〜④を行い
ボタン（ 抽 出ボタン）の 黄 色
点灯を確認します。

カップをカップスタンドの上に置
き、お 好 み の 量になるまで ボ
タン（抽出ボタン）を押し続けて
ください。
（※１）

お好みの量になったら ボタン
（抽出ボタン）から指を離すと
抽出が止まります。

◆抽出が終わったら …………
抽出後は、レバーを上げると、
使用済みカプセルがカプセルコ
ンテナに落ちます。

白色点灯
※設定中は黄色と
白色の交互点滅

黄色点灯
※１「マイカップ」 設定中に、 途中で指を離さないで
途中で指を離すと、 そこで設定が完了しますのでご注意ください。

最初に設定した抽出量を変更する場合
再度、「マイカップ」 設定を行ってください。 抽出量は 50ml 〜 350ml の間で設定が可能です。

「マイカップ」設定でのお茶の淹 れ方 （次回からの抽出）
◆抽出の前に …………………
１０ページ①〜④を行い
ボタン（ 抽 出ボタン）の 黄 色
点灯を確認します。

ボタン（抽出ボタン）をすばや
く2回続けて押すと、抽出が始ま
ります。

「マイカップ」 設定された量にな
るまで、自動的に抽出されます。

※抽出中は黄色
2 回点滅

◆抽出が終わったら …………
抽出は自動で止まり、 ボタン
（抽出ボタン） が白色点灯に変
わります。

白色点灯
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。
（
１０ページ⑧）

黄色点灯
「ティーマスター」 設定、「マイカップ」 設定の使い方

ボタン（抽出ボタン）を1回押すと「ティーマスター」設定、すばやく2回押すと「マイカップ」設定で、抽出できます。
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お手入れについて①
数日使用されなかった場合
必ず事前に湯通しを行ってから、ご使用ください。

湯通しの方法
一旦、浄水フィルターを取り外し
ます。

給水タンクに飲用水を八分目ま
で入れてください。

給水タンクふたを取り付け、 給水
タンクを本体にセットします。

※湯通し後、再び取り付けてください。

※入れすぎると、給水タンクを本体に
セットするときに、水がこぼれます
のでご注意ください。

給水タンク
ふた

電 源プラグをコンセントに差し
込み、 電源ボタンを押します。

カップをカップスタンドの上に置
きます。
※給水お知らせランプが点灯します。

ボタン（抽出ボタン）を押し
て、湯通しします。 カップにた
まったお湯を捨て、2回繰り返し
てください。

湯通しを行う際は、 カプセルを
入れないでください。
※カプセルが本体の中に無いことを
確認します。

給水お知らせランプが
点滅し、お湯が出ない場合
ボタン（抽出ボタン）を
間隔をあけて2〜3回押して
ください。

抽出中
は点滅

給水お知らせ
ランプ

※1回につき
約100mlのお湯
が出ます。（※２）

給水お知らせ
ランプ（※１）

※１ 給水お知らせランプが点滅する場合
給水タンクに水を注いでも本体に水が行きわたっていないときは、 点滅する場合があります。
その場合は、 ボタン（抽出ボタン）を間隔をあけて 2 〜 3 回押してください。
2 〜 3 回押しても点滅が消え、 点灯に変わらない場合は、 一度電源を切り、 そのまま 30 分から 1 時間お待ちいただ
いた後、 再度電源を入れて上記作業をお試しください。

※２ 湯通しをカップの温めに利用する場合
ご使用時に、カップを温めたいときは、浄水フィルターを取り付けたままで上記の手順を行ってください。
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お手入れについて②
電源について
日常のお手入れ時や、 長期間ご使用にならない場合は、 電源をオフにし、 電源プラグを抜いておいてください。

日常のお手入れ
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。

レバーの開閉を行い、 使用済み
カプセルをカプセルコンテナへ
落としてください。

※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
カプセルが壊れる原因になります。

カプセルコンテナ内のカプセル
を捨て、カプセルコンテナ、 水
受けトレイ、カップスタンドを台
所用洗剤で水洗いしてください。

カプセルコンテナ、水受けトレイ、
カップスタンドについては、食器洗
浄器のご使用も可能です。（※１）
※食器洗浄器をご使用になる場合、
80 ℃以下でご使用のうえ、ヒー
ターの近くに置かないようご注意
ください。

カプセルの廃棄について
１８ページ）
（

水 洗 いしたカプセ ルコン テ ナ、
水 受 けトレイ、 カップ スタンド
は、 柔らかい布で水をふき取っ
てください。

※１ 食器洗浄器の設定温度が分からない場合
食器洗浄器を使用しないでください。 カプセルコンテナ、 水受けトレイ、カップスタンドは、８０ ℃を超える
食器洗浄器を使用すると、 変形したりひび割れたりする恐れがあります。

長期間ご使用にならない場合
本体をよく乾燥させてから保管してください。
給水タンクを取り外し、 中の水
を捨てます。

浄水フィルターを取り外します。

給水タンクは柔らかい布で水を
ふき取ります。

カプセルが本体の中に無いこと
を 確 認し、 カプセ ルコン テ ナ、
水受けトレイ、カップスタンドを
洗います。

（

※浄水フィルター
は取り外したう
えで、なくさな
いよう別で保管
してください。
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上記「日常のお手入れ」参照）

専用浄水フィルターの交換
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。
使用済みの浄水フィルターを
取り外します。

浄水フィルター交換時期お知ら
せ ボ タ ン の 「Reset Filter」
が点 灯したら、 浄 水フィルター
の交換時期です。（※１）

給水タンクを取り外し、 中の水
を捨てます。

飲料水がなじんだ浄水フィルター
を、 給水タンクにセットします。

給水タンクに飲用水を八分目ま
で入れてください。

給水タンクふたを取り付け、 給水
タンクを本体にセットします。

※入れすぎると、給水タンクを本体に
セットするときに、水がこぼれます
のでご注意ください。

給水タンク
ふた

新しい 浄 水フィルターを袋から
取り出し、 ボールに入れた飲用
水になじむまで浸します。
※泡が出るまで浸します。
（約5分程度）

ボタン（抽出ボタン）を押し
て、湯通しします。 カップにた
まったお湯を捨て、2回繰り返し
てください。

※1回につき
約100mlの
お湯が出ます。

浄水フィルター交換時期お知ら
せボタンを 約 2 秒 間 長 押しし、
「Reset Filter」 の 点 灯 が 消
えるのを確認します。

※１ 約 150 杯のご使用で浄水フィルター交換時期お知らせボタンの 「Reset Filter」 が点灯します
浄水フィルター交換時期お知らせボタンの 「Reset Filter」 が点灯したら、 浄水フィルターを交換してください。
（1 日 2 杯使用した場合、およそ２ヶ月半で交換の時期になります。）
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給水はタンクをセットしたままで行っても大丈夫？

構いません。水差しなどで給水タンクから水が溢れない
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覗いて一杯になったときに、捨てて
ください。
（捨てる目安は３〜４個ですが、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。

ランプが点灯したり点滅したりするのはどういうとき？

以下をご参照ください。

ランプの点灯／点滅と本体の状態
給水お知らせランプ

ボタン（抽出ボタン）
のランプ

本体の状態

参照ページ

点灯

白色点滅

湯通し中

１２ページ

点灯

白色と黄色の交互点滅

「マイカップ」設定の設定中

１１ページ

点灯

黄色の2回点滅

「マイカップ」設定で抽出中

１１ページ

点滅

白色点灯

給水タンク内の水が不足
または本体に水が行きわ
たっていない。

点滅

白色と黄色の交互点滅

本体の不具合

15

「はじめてご使用になるとき」
の頁をご確認ください。
８、
９ページ
クラブ スペシャル.T まで
お問い合わせください。
１８ページ

故障かなと思ったら
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
１８ページ）
までお問い合わせください。（
現

象

原

因

対

応

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。

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。

抽出ができず、給水タンクの
ランプが点滅する。

給水タンク内の水が無い。

給水タンクに水があるにも
かかわらず、抽出ができず、
給水タンクのランプが点滅する。

本体内のポンプまで水が届いて
いない。

しばらく待ってから（30分程度）、
ボタン（抽出ボタン）を押してく
８ページ）
ださい。
（

カプセルがセットできない。

カプセルが間違った方向で
入れられている。またはカプセル
コンテナが満杯。

カプセルコンテナを空にし、
正しい方向にカプセルを
入れてください。

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）

なかなか抽出がスタートしない。
（お茶が出ない）

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
８ページ）
ださい。
（

「お茶の淹 れ方」もご参照ください。
（
１０〜１１ページ）
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。

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 。
（
１７ページ）

外気温が低かったり、カップが冷た
くなっている。

湯通ししてカップを温めてください。
（
１２ページ）

飲み物の温度が低く感じる。
（抽出の流れは正常）
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湯垢洗浄
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。（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。）
① 準備
カプセ ル が 本 体 の 中 に
無いことを確認します。

給水タンクを取り外し、 中の水を捨て、
浄水フィルターを取り外します。

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。（※１）
※水の量は洗浄剤の説明書に従ってください。

洗浄剤を溶かした液
を給水タンクに注ぎ、
ふたを取り付け、
本体にセットします。

+

② 洗浄
大きめの容器をカップスタンドの上に置きま
す。

ボタン（ 抽 出ボタン）を押して、洗 浄 液を
湯 通しします。 容 器にたまった洗 浄 液を捨
て、給水タンクが空になるまで、繰り返してく
ださい。

※1回につき
約100mlの
お湯が出ます。

流し台

③ すすぎ／湯通し
給水タンクを水でよくすすぎ、 柔らかい布で
水をふき取ります。
※すすぎの方法については洗浄剤の説明書に従っ
てください。

給 水 タンクに 飲 用 水 を 八 分 目 ま で 入 れ て、
給 水 タンクふ た を 取り付 け、 給 水 タンクを
本体にセットします。
※入れすぎると、給水タンクを本体にセットすると
きに、水がこぼれますのでご注意ください。
給水タンク
ふた

ボタン（抽出ボタン）を押して、湯通ししま
す。 カップにたまったお湯を捨て、2回繰り返
してください。

※1回につき
約100mlの
お湯が出ます。

※１ 湯垢洗浄時のご注意
洗浄剤に記載されている使用方法・注意事項を必ずお読みいただいたうえでご使用ください。
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。
洗浄剤が残らないように完全にすすいでください。
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流し台

お問い合わせ先
スペシャル .T マシンの修理等のお問い合わせ
クラブ スペシャル .T
〒 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通 7 丁目 1 番 15 号
フリーダイヤル ０１２０−０７７−０６０
Ｅメール

specialt.support@jp.nestle.com

廃棄について
本体の廃棄について

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は 「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ティ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。
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付属品
給水タンク／
給水タンクカバー

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

各種付属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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