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ご使用の前に 

 

重要なお知らせ 

⚫ 食品衛生法に基づく食品等事業者の法的責務 

食品衛生法により、食品等事業者は自らの責任において食品の安全性を確保するよう求められておりま

す。製品の安定した性能維持のために毎日の点検・清掃を行い、衛生的にお使いください。 

 

⚫ フロン排出抑制法に基づく法的責務 

フロン排出抑制法により、業務用電気冷水器（第一種特定製品）の管理者（所有者または使用

者）は、主に、以下の適正管理が求められています。みだりにフロン類を待機中に放出した場合、罰則

が適用されます。 

1. 四半期に一回以上、冷媒漏洩の兆候の有無（冷え具合や冷却配管の氷の出来、配管の腐食

など）を管理者自ら目視できる範囲内で点検すること。 

2. 点検時の冷媒漏洩兆候の有無、および故障が発生した時の整備結果記録を設置から廃棄ある

いは譲渡するまで保管すること。 

3. 廃棄する場合は、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者にフロン回収を依

頼し、その費用を負担すること。 

＊フロン排出抑制法の詳細については、各都道府県の窓口へお問い合わせください。また、点検方法な

どについては、最寄りの WMF 支店までお問い合わせください。 

 

⚫ お客様の個人情報に関するお取り扱いについて 

WMF 株式会社はお客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人

情報」）を下記の通りお取り扱いします。 

1. 当社は、お客様の個人情報を、WMF 製品のご相談への対応や修理およびその確認などに

利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 

2. 当社は、お客様の個人情報を、下記の場合を除いて第三者への開示・提供は致しません。 

・修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合。 

・法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合 

・その他正当な理由がある場合 

3. 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。 

お客様の個人情報に関するお問い合わせは、裏表紙記載のご相談窓口にお願いします。 

 

⚫ 商標または登録商標  

この取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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⚫ 移設・廃棄・譲渡について 

・この「WMF Nitro」コーヒーサーバー（以下「製品」）は、日本国内での使用を前提にしていま

す。従って、日本国以外の諸国での規格の適用・認定などは実施しておりません。この製品を日本

国外へ持ち出し、使用した場合に事故などによる補償の問題が発生することがあっても、当社は、

直接・関節を問わず、一切の責任を負いません。 

・この製品を移設する場合は、最寄りの WMF 株式会社にご相談ください。据え付け不備があると

製品漏れ、感電、火災などの原因になります。 

・この製品を廃棄する場合は、最寄りの WMF 株式会社にご連絡ください。不法投棄すると、罰則

が適用されます。また、環境破壊の原因にもなります。 

・みだりにフロン類を放出した場合、罰則が適用されます。廃棄、整備するときは、最寄りの WMF

株式会社にご連絡ください。（第一種特定製品） 

・そのまま放置すると、幼児などが怪我をする原因になります。 

・この製品を転売・譲渡する場合は、新しい所有者に正しくお使いいただくため、この取扱説明書を

製品自体の目立つところに添付して渡してください。また、添付されているすべてのもの（保証書、

付属品）を新しい所有者に渡し、転売（または譲渡）した側は、一切の副生物を保持しないでく

ださい。 

・この製品を転売・譲渡する場合は、新しい所有者を最寄りの WMF 株式会社にご連絡ください。 

 

⚫ 使用目的・用途について 

・この製品は、液体コーヒーを冷却してアイスコーヒーにして、もしくは、さらに窒素ガスを添加してナイ

トロコーヒーにして、容器などに供給する電気冷水器です。それ以外の用途に使用しないでください。 

・この製品は、業務用として作られています。家庭用には使用しないでください。 

・事故を防止するため、この製品の本来の使用目的以外の使用やこの取扱説明書に記載している

以外の運転・保守点検作業はおやめください。 

 

⚫ 取り扱い上の注意 

・当社は、この取扱説明書の指示事項を守らなかったり、製品を改造・乱用・誤用したり、あるいは

運転・保守作業に当たり、通常払うべき注意または用心を怠って生じた損害並びに傷害に対しては

一切責任を負いません。 

・当社は、この製品の取り扱い上の危険について、すべての状況を予測することはできません。したが

って、すべての危険を取扱説明書や製品に張り付けている PL ラベルで伝えることはできません。事

故を防止するため、製品の運転・保守作業を行う場合は、この取り扱説明書や PL ラベルに記載の

指示事項だけでなく、十分気をつけてください。 

・製品の性能、故障および耐久性は、日常の取り扱いや整備によっても変わります。 

・この取扱説明書は、日本語を理解できる人を対象に作成されています。管理者は使用される方

に対して、安全・操作指導を徹底してください。 
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・管理者は、この製品を使用される方が変わった場合には、この取扱説明書を理解させて、かつ安

全・操作指導してください。 

 

⚫ 取扱説明書について 

・この製品には、設計上の対策や安全装置によって除去できないものについては、警告文として情

報を提供しています。 

・この取扱説明書の内容は、製品改良により、予告なく変更する場合があります。 

・この取扱説明書に記差しされている図は、実際の製品とは異なることがあります。また、図の一部

は、製品内部の説明を容易にするために、省略していることがあります。 

・この取扱説明書は、当社が版権を有しています。この取扱説明書を含む図面および技術文書の

いかなる箇所も当社の事前の同意なしに、複写、電子媒体など、どのような方式であっても複写す

ることはできません。 

・この取扱説明書を紛失、または損傷した場合は、細やかに最寄りの WMF 株式会社にご注文下

さい。取扱説明書のない状態での使用は、事故発生の原因となります。 

・より詳しい情報を必要とする場合やご質問がある場合は、最寄りの WMF 株式会社にご連絡くだ

さい。 

 

⚫ 地球温暖化防止対策への取り組み 

・この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロンを回収する必要があります。冷媒を使用している製

品に「フロンの見える化」ラベルを貼り、冷媒の地球温暖化に与える影響や廃棄時のフロン回収率の向上

をうながしています。 

 

 

 

「WMF Nitro」コーヒーサーバーはコーヒーの液体を冷やして、窒素ガスを混合し、ナイトロコーヒーを適切

な容器に飲料を供給するように設計されています。および、コーヒーの液体を冷やして、アイスコーヒーを適

切な容器に飲料を供給するように設計されています。本機は業務用としてホテルやレストランなどで使用

されることを前提に設計されています。本機の稼働中に責任者が現場にいる場合には、本機をセルフサー

ビスの場所に設置できます。本機は店舗、オフィスなどの職場、ホテル、モーテル、および朝食付きホテルで

使用でき、専門知識を持たない人やお客様が操作することが出来ます。 

本機は必ずお手元の取り扱い説明書に従って使用して下さい。取り扱い説明書と異なったり、取り扱い

説明書から逸脱していたりする使用は、不適切とみなされます。これにより損傷が発生しても、製造者は

一切の責任を負いかねます。 

「WMF Nitro」コーヒーサーバーは、液体のコーヒーを冷却および窒素ガスを混合してあるいは窒素ガスを

混合しないで供給するための物であり、それ以外の使用は絶対に避けてください。 
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安全上のご注意 

 

 警告 
「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 

 注意 
「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 

 
してはいけない内容です。 

 

 

  実行しなければならない内容です。 

 

 警告 

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く 

（発煙・発火、感電の恐れ） 

異常・故障例 

⚫ 漏電遮断器が自動的に「切」になる。 

⚫ 運転中、焦げ臭いにおい、異常な音がする。 

⚫ 電源コード、プラグが異常に熱い。 

⚫ 災害で製品が水没した場合。 

⚫ びりびりと電気を感じる。 

すぐに最寄りの WMF 株式会社にお問い合わせください。 
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◼ 電気工事について、 

専門業者に依頼する 

⚫ 電気工事とは、 

➢ 高速型漏電遮断器を取り付ける。 

➢ 配線用遮断器を取り付ける。 

➢ 本機専用のアース極付きコンセントを取り付ける。 

➢ アース極付きコンセントはアース工事を行う。 

➢ 電気工事は「電気設備に関する技術基準を定める省令」に従い、電気工事士の有資格者が

行う。（火災や漏電の恐れがあります。） 

 

◼ 電源のプラグやコードは・・・ 

 

次のことをしない 

（火災や感電のおそれ） 

⚫ 傷を付けない、破損しない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束

ねない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。 

⚫ ぬれた手で抜き差ししない。 

⚫ コードを持って抜かない。 

⚫ プラグの抜き差しによる製品の運転・停止はしない。 

 

次のことを守る 

（火災や感電のおそれ） 

⚫ 専用のコンセントを使用する。（単相 100V 周波数 50/60Hz） 

⚫ お手入れ・修理のときは必ずプラグをコンセントから抜く。 

⚫ プラグに付着したほこりは定期的に取り除く。 

⚫ プラグは根元まで確実に差し込む。 
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 警告 

◼ お使いのときは・・・ 

 

次のことをしない 

（火災や感電、けがのおそれ） 

⚫ 可燃性スプレーを製品の近くで使用したり、可燃物を置いたりしない。 

⚫ 製品に直接水をかけたり、水洗いしたりしない。 

⚫ 製品の上部に物や水を入れた容器を置かない。 

⚫ 分解や修理・改造は絶対にしない。 

⚫ 製品の外側に磁石などを付けない。 

⚫ 製品の上に乗らない。 

⚫ コーヒーの注ぎ口に棒や物を入れない。 

⚫ 吸い込み口、吹き出口、可動部に指や物を入れない。 

⚫ 露出している配管・配線に触れない。 

⚫ ぬれた手で内部の物に触れない。 

次のことを守る 

（引火・爆発、火災のおそれ） 

⚫ ガス漏れに気が付いたら製品や電源プラグに手を触れず、窓を開け換気する。 
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◼ 設置のときは・・・ 

 

次のことをしない 

（火災や感電のおそれ） 

⚫ 屋外で使用しない。 

⚫ 水のかかりやすい場所に据え付けない。 

 

次のことを守る 

（火災や感電のおそれ） 

⚫ 据え付けは専門業者に依頼する。 

（けがのおそれ） 

⚫ 重量に充分耐える水平なところに確実に据え付ける。 

⚫ 転倒防止の処置をする。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 

 

 

 

◼ 保管・廃棄時は・・・ 

次のことを守る 

（火災や感電のおそれ） 

⚫ 雨水のかからない場所に保管する。 

⚫ 製品の廃棄は専門業者に依頼する。詳しくはお買い上げの代理店またはお客様ご相談

窓口にお問い合わせください。 
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◼ お手入れや整備・点検の時は・・・ 

 

次のことをしない 

（火災や感電、けがのおそれ） 

⚫ 製品の分解を行わない。 

⚫ 製品に直接水をかけたり、水洗いしたりしない。 

 

次のことを守る 

（火災・けが・感電のおそれ） 

⚫ 点検・整備・修理は専門業者に依頼する。 

⚫ お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 

（異物混入・健康障害のおそれ） 

⚫ お手入れは必ず行い、常に清潔に保つ。 

⚫ 清掃は、清潔な手で行う。また、清潔なふきんを使用する。 

⚫ 毎日必ず、水通し洗浄、ドリップトレイ洗浄、コーヒータンク洗浄を行う。 
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 注意 

◼ お使いの時は 

 

 

次のことをしない 

⚫ 吹出口、吸込み口に物を置いたり、ふさいだりしない。 

⚫ コーヒー抽出口を物で塞がない。 

 

 次のことを守る 

⚫ 据え付け場所が痛んでいないか定期的に点検する。 

⚫ 異物を発見した場合は、お客様ご相談窓口に問い合わせする。 

⚫ コーヒーや水が床にこぼれた時は、直ぐにコーヒー・水をふき取る。 

 

 

◼ 設置・移動・保管・廃棄時は・・・ 

次のことを守る 

⚫ 移動・保管時は、電源プラグを抜く。 

⚫ 移動時は、コーヒーサーバーからコーヒーを出し、空の状態にする。 

⚫ 保管時は、洗剤洗浄を行い、水槽内の氷を溶かしたのち、水抜きをする。 

⚫ 設置・移動時は、必ず手袋を着用する。 

⚫ 床がぬれてもよい場所に据え付ける。 

⚫ 廃棄は専門業者に依頼する。 
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各部の名前・付属品 

正面 

アイスコーヒータップ                                 ナイトロコーヒータップ  

（アイスコーヒーをグラス等へ                          （ナイトロコーヒーをグラス等へ 

注ぐ抽出ハンドルです）                            注ぐ抽出ハンドルです） 

 

漏電ブレーカー 

 

 

アイスコーヒー                                       ナイトロコーヒー  

注ぎ口                                           注ぎ口 

 

 

 

 

 

 

ドリップトレイ 

 

 

 

 

背面 

排気口 

 

 

 

電源コード                                                 アース線 
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正面（ドリップトレイを取り外した写真） 

 

 

 

 

 

 

オーバーフローホース 

 

窒素ガス接続                                        排水キャップ 

ワンタッチ継手 

 

コーヒー                                               ナイトロコーヒー 

入り口ジョイント                                                   入り口ジョイント 

 

右側面                                    左側面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給気口 

フィルター                        排気口 
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上面 

 

攪拌モーター 

 

 

 

 

 

 

 

窒素流量調整 

ニードル弁 

（ナイトロコーヒーサーバーの泡の調整に使用） 

 

 

 

 

 

2 連減圧弁   0-10 Bar x 2 

 

圧力安全弁 7Bar 

 

残量計 

○：緑残量あり 

○：赤くなったら交換 

 

 

圧力調整 

ハンドル 
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減圧弁と窒素ボンベ 

 

2 連減圧弁 

ボンベ元栓 

残量計 

 

 

 

コーヒー押し出し用 

圧力調整ハンドル                                      食添用窒素ボンベ 

（横置き可能） 

コーヒー押し出し窒素 

ガス出口 

 

窒素ガス混合用 

圧力調整ハンドル 

 

混合用窒素 

ガス出口 

 

 

 

窒素ボンベ納入時のダンボール箱は保管してください。 

交換返送時に使用します。 
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付属品 

1 5ℓコーヒータンク 2 個 （コーヒー用、洗浄用） 

2 2 連減圧弁 

3 接続ホース 

3.1 窒素ガス混合用 

3.2 コーヒー押し出し窒素ガス用 

3.3 コーヒー用 

4 保護具 

4.1 保護メガネ 

4.2 保護手袋 

5 洗浄用 

5.1 2ℓ計量カップ 2 個 （洗浄用） 

5.2 洗浄剤（コーヒークリーン） 

5.3 スポイト 

オプション（有料） 

1 3 ガロン（11.4ℓ） コーヒータンク 
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据え付けの仕方 

設置について 

注意 この設置情報は、 

 

設置場所の条件 

・「WMF Nitro」コーヒーサーバーは、カウンター上に設置します。前面、背面、側面どちらの面からもお客

様がご覧いただける様にデザインされています。 以下の要件を満たす場所に設置してください。 この装

置は、屋内でご使用いただくに設計されており、屋外ではご使用いただけません。 また、水滴が掛かる場

所に設置することも出来ません。 

 

設置位置と表面 

⚫ 「WMF Nitro」コーヒーサーバーの外形寸法は、幅 265mm、高さ 448mm、奥行 448mm で

す。 冷却の通風の為、左右および後ろに 50 ㎜以上の空間が必要となります。 また、上部に

は蓋を持ち上げる空間が 100 ㎜程度必要です。 従って、設置場所は幅 365 ㎜、高さ 550

㎜、 奥行 500 ㎜の空間が必要となります。 

⚫ 装置は、冷却水込みで 35kg 程度ありますので、その重量に耐えられる場所に設置してください。 

⚫ 装置に対して、前後左右共に水平な場所に設置してください。  

⚫ 配管を隠すためにカウンターに穴をあける際には、穴径は 50 ㎜以上必要です。 

⚫ 熱源（暖房器具、オーブン、冷蔵庫、直射日光の当たる場所）のそばに装置を設置しないでくだ

さい。 

⚫ 5℃以下、もしくは 3５℃以上の温度になる可能性がある場所に設置しないでください。 

 

電源 

⚫ 正しく接地（アース）された電源に接続してください。電源は、装置の仕様（電圧、電流、漏電ブ

レーカー）に合ったものであることを確認してください。 

⚫ 他の装置と共用のコンセントには接続しないでください。 

⚫ この装置は必ず接地されている必要があります。機能不良や故障の際、接地されていることで電流

がアースに流れ、感電のリスクを低減します。 

⚫ この装置は、コンセントとアースケーブルがありますので、必ず両方とも接続してください。 
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接続の仕方 

 

「WMF Nitro」コーヒーサーバーの下にコーヒーチューブ 

および窒素ガスチューブを通して、「WMF Nitro」 

コーヒーサーバー前面下部の窒素ガス接続ワンタッチ 

継手、コーヒー入り口ジョイント、ナイトロコーヒー入り口 

ジョイントにそれぞれのチューブを接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混合用窒素ガス出口に 

「WMF Nitro」コーヒー 

サーバーの窒素ガス接続 

ワンタッチ継手からの 

チューブを接続します。 

 

コーヒータンク IN の継手に 

コーヒー押し出し窒素ガス 

チューブ接続します。 

 

コーヒータンク OUT の継手 

にコーヒー入り口ジョイント 

からのチューブを接続しま 

す。 
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試運転 

⚫ 試運転動作確認 

据え付け工事終了後、次の運転動作確認を行ってください。 

1. 電源・電圧を確認します。 

単相 100V の専用コンセントを使用していますか？ 

2. アース線を接続します。 

3. 「WMF Nitro」コーヒーサーバーの上蓋を開け、冷却水を約 7ℓ注ぎ入れます。 

4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。 

5. 冷水器に着氷するまで待ちます。 

6. コーヒータンクに抽出するコーヒーの液体を入れ、蓋を閉じます。 

7. 窒素ボンベのバルブを開放します。 

8. 窒素チューブをコーヒータンクの IN に接続します。 

9. コーヒーチューブをコーヒータンクの OUT に接続します。 

10. コーヒー押し出し用圧力調整ハンドルで窒素ガスの圧力を 2.5bar に調整します。 

11. 窒素ガス混合用圧力調整ハンドルで窒素ガスの圧力を 3.5bar に調整します。 

12. 窒素流量調整ニードル弁を数字を 19、目盛りを 60 に調整します。 

12．タップハンドルを操作し、ナイトロコーヒーおよびアイスコーヒーを抽出します。 

13. 操作説明をします。 

14. 説明書をお客様に渡します。 

 

操作の仕方 

ご使用方法 

1. ナイトロコーヒーを注ぐ時には、右側のナイトロコーヒータップを手前にたおし、ナイトロコーヒーを注ぎ口

から抽出し、グラス等適切な容器に注ぎます。 

2. ナイトロコーヒーを止める時には、ナイトロコーヒータップを元に戻します。 

3. アイスコーヒーを注ぐ時には、左側のアイスコーヒータップを手前にたおし、アイスコーヒーを注ぎ口から

抽出し、グラス等適切な容器に注ぎます。 

4. アイスコーヒーを止める時には、アイスコーヒータップを元に戻します。 
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修理を依頼される前に 

⚫ 「WMF Nitro」コーヒーサーバーの症状を確認し、再度下記点検を行ってください。 

⚫ 以下のことをお調べになって、それでも調子が悪い場合、あるいは、万一異常な音、臭い、煙が出た

時は直ちに電源プラグをコンセントから抜き、最寄りの販売代理店にもしくは WMF 株式会社へ「お

知らせ頂きたい項目」（27 ページ参照）をご連絡ください。 

 

症状： コーヒーが出ない。 

原因 処置方法 

コーヒータンクが空になっている。 コーヒータンクにコーヒーを補充してください。 

窒素ボンベが空になっている。 ボンベを交換して下さい。 

窒素ボンベの元栓が閉まっている。 元栓を開けてください。 

減圧弁の圧力調整器の調整値が 0 になっている。 圧力を適圧に調整してください。 

コーヒーチューブが折れ曲がっている。 

もしくは、つぶされている。 

修正してください。あるいは、チューブを交換して下

さい。 

コーヒー配管にコーヒー粉が詰まっている。 コーヒー粉を取り除いてください。 

コーヒー配管に異物が詰まっている。 異物を取り除いてください。 

 

症状： コーヒーが冷えない。 

原因 処置方法 

コーヒーサーバーのプラグがコンセントに差し込まれて

いない。もしくは、抜け掛かっている 

埃が付着してる場合は、取り除いて、プラグの根

元まで確実に差し込んでください。 

漏電ブレーカーが作動している。 リセットボタンを押しても回復しない時は、速やかに

サービスを要請してください 

コーヒーサーバー能力以上にコーヒーを出している 能力が回復するまで待ってください。 

吸、排気口が汚れたり、塞がれたりしている。 清掃をしてください。 

周辺環境を改善してください。 

コーヒーサーバーの水槽内に定量の水が入っていな

い。 

水を補充してください 

コーヒーサーバー内のコーヒー回路が汚れている 洗剤による浸け置き洗浄を行ってください。 
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症状：異味異臭がある 

原因 処置 

コーヒー回路、器具が汚れている 洗剤による浸け置き洗浄を行ってください。 

洗剤による洗浄の後、濯いでいない 水で濯いでください。 

コップが汚れている 中性洗剤で良く洗ってください 

コップ洗浄後の洗剤が残っている 洗浄後の濯ぎをしっかりと行ってください。 

 

症状：泡が多い 

原因 処置 

混合窒素ガスの圧力が高すぎる 窒素ガスの圧力を調整してください 

混合窒素ガスの流量が多すぎる 窒素ガスの流量を調整してください 

コーヒーチューブが折れ曲がっている 修正してください 

コーヒー回路が汚れている。あるいは異物がある。 洗浄、除去してください。 

ストレーナーにコーヒー滓が詰まっている。 ストレーナーを清掃してください。 

 

症状：泡が少ない、出ない 

原因 処置 

混合窒素ガスの圧力が低くすぎる 窒素ガスの圧力を調整してください 

混合窒素ガスの圧力が少なすぎる 窒素ガスの残圧が少ない場合は、ボンベを交換

して下さい 

混合窒素ガスの流量が少なすぎる 窒素ガスの流量を調整してください 

窒素ガスが漏れている箇所がある ガス漏れ箇所を点検してください 

 

 

 警告 
修理は必ず、WMF 株式会社代理店もしくは WMF 株式会社に依頼してください。 

修理に不備があると、火災や感電・怪我の恐れがあります。 
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漏れ箇所チェック 

 

1 コーヒーが漏れる 

1.1 タップ取り付け部から漏れる。 

1.1.1 取り付けナットを緩めてください。 

1.1.2 取り付け口のパッキンを交換して下さい。 

 

1.2 注ぎ口から漏れる 

1.2.1 注ぎ口を外し、異物があれば取り除いてください。 

1.2.2 注ぎ口の O リングを交換して下さい。 

 

1.3 コーヒーチューブの接続口が漏れる。 

1.3.1 接続部のナットを締めてください。 

1.3.2 パッキンを点検し、必要があれば交換して下さい。 

 

2 窒素ガスが漏れる 

2.1 コーヒータンクの窒素ガス取り付け口から漏れる。 

2.1.1 セットしなおして点検してください。 漏れが直らない場合は継ぎ手を交換して下さい。 

 

2.2 ガスチューブ接続口から漏れる。 

2.2.1 ガスチューブをワンタッチ継手から取り外し、取り付けなおしてください。 

2.2.2 ガスチューブが継手部で急に曲がらないよう敷設してください。 

 

2.3 2 連減圧弁本体から漏れる 

2.3.1 2 連減圧弁を交換して下さい。 

 

2.4 接続口から漏れる 

2.4.1 取り付けナットを締めてください。 

2.4.2 パッキンを点検し、異物の除去、もしくは必要があれば交換して下さい。 

 

2.5 ハンドルから漏れる 

2.5.1 ボンベを交換して下さい。 
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点検とお手入れの仕方 

お手入れ頻度の概要 

毎日 毎週 定期的 年 1 回  

〇    コーヒーサーバー 水洗浄 

 〇   コーヒーサーバー 洗剤洗浄 

〇    コーヒータンク 中性洗剤洗浄 

〇    洗浄タンク 中性洗剤洗浄 

〇    ドリップトレイ 中性洗剤洗浄 

〇    外装のクリーニング 

 〇   凝縮器フィルター 

 〇   ストレーナー 

   〇 定期部品交換 

  〇  四半期に一回以上、冷媒漏洩の兆候の有無

（冷え具合や冷却配管の氷の出来、配管の

腐食など）を目視できる範囲内で点検 

 

 

 

点検とお手入れの仕方 

毎日のお手入れ 

 警告 

コーヒーサーバーとコーヒータンクは、必ず毎日洗浄をする 

コーヒーが付着したり、かび・雑菌などが繁殖し、健康障害の原因になります。 

洗浄を怠りますと、発生した水あかや繁殖した雑菌などがコーヒーと一緒にコップに混入する恐れがあります

ので、常に清潔に保つようにしてください。 
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⚫ 毎日の水通し洗浄 

洗浄用のコーヒータンクを準備します 

洗浄用コーヒータンクの外部および内部を中性洗剤を含ませたスポンジで汚れを落とし、水道水で洗い

流してください。 

洗浄したコーヒータンクに水を 2ℓ入れてください。 

窒素ガスの配管、コーヒーの配管をコーヒータンクに取り付けてください。 

それぞれの抽出コックの下に容器を置き、コーヒーを抽出する要領で水をそれぞれの注ぎ口から同量出し

ます。 

洗浄用コーヒータンクの水を出し終わったら、、ガスボンベの元栓を閉めてください。 

洗浄用のコーヒータンクの外部および内部を中性洗剤を含ませたスポンジで汚れを落とし、水道水で洗

い流してください。 

 

⚫ コーヒータンク UBT の外部および内部を中性洗剤を含ませたスポンジで汚れを落とし、水道水で洗

い流してください。 

 

 警告 

ドリップトレイは、必ず毎日洗浄をする 

コーヒーや水あかが付着したり、かび・雑菌などが繁殖し、健康障害の原因になります。 

ドリップトレイの洗浄を怠りますと、付着したコーヒーや発生した水あか、繁殖した雑菌などがコーヒーと

一緒にコップに混入する恐れがありますので、常に清潔に保つようにしてください。 

 

⚫ 毎日のお手入れをする前に、以下の手順に従って部品を取り外してください。 

ドリップトレイ全体を手前に引き出してください。 

ドリップトレイ蓋を外してください。ドリップトレイを外してください。 

ドリップトレイ蓋、ドリップトレイを中性洗剤を含ませたスポンジで汚れを落とし、水道水で洗い流してくださ

い。 

清浄なふきん等で水分をふき取ってください。 

元通りに組み立ててください。 
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１週間に 1 回のお手入れ。 

 

 警告 

WMF Nitro コーヒーサーバーは、洗浄剤で週に 1 回必ず洗浄をす

る。 

コーヒーや水あかが付着したり、かび・雑菌などが繁殖し、健康障害の原因になります。 

WMF Nitro コーヒーサーバーの洗浄を怠りますと、付着したコーヒーや発生した水あか、繁殖した雑

菌などがコーヒーと一緒にコップに混入する恐れがありますので、常に清潔に保つようにしてください。 

 

 危険 

次のことを守る 

安全対策 

⚫ 保護手袋、保護衣、保護メガネ、保護面を使用すること 

⚫ 取扱後は手を良く洗うこと 

 

 

次のことをしない 

安全対策 

⚫ 他の容器に移し替えないこと 

⚫ ミストを吸入しないこと 

⚫ 洗剤を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 

⚫ 環境への放出を避けること 
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１週間に 1 回のお手入れ。 

⚫ 外装 

中性洗剤を含ませたふきんで汚れを落とし、水またはお湯を含ませたふきんで洗剤を十分にふき取ってく

ださい 

清潔なふきんで水分をふきとってください。 

 

⚫ 凝縮器フィルター 

➢ 取り外して水がぬるま湯で清掃してください。 

➢ 汚れがひどい時は中性洗剤をご使用ください。 

 

⚫ 洗浄 

➢ 空のコーヒータンクに約２L の水をいれ、「コーヒークリーン」を20㎖ いれ、蓋を閉じます。 

➢ 希釈した洗浄液の入ったコーヒータンクを接続します。 

➢ 注ぎ口を開き、窒素ガス圧で洗浄液を押し出し、洗浄液を装置内に通します。 

➢ アイスコーヒー、ナイトロコーヒーのそれぞれのタップから、洗浄液を500㎖注ぎ出します。 

➢ 全体に洗浄液がいきわたったタイミングで注ぎ口を閉じ、20 分浸漬します。 

➢ 20 分経過後、洗浄液を注ぎ口からすべて注ぎ出します。 

➢ コーヒータンクを装置からはずし、コーヒータンクを水ですすぎます。 

➢ コーヒータンクに約２L 水をいれます。 

➢ 注ぎ口を開き、窒素ガス圧で水をすべて押し出し、装置内をすすぎます。 

 

⚫ ストレーナー 

➢ 水通し洗浄後、コーヒータンクを取り外し、ボンベのハンドルを閉じ、窒素ガスの圧力がかかってい

ない状態で清掃してください。 

➢ ストレーナーのフィルターキャップを外してフィルターを取り出してください。 

➢ フィルターを流水で洗ってください。この時にフィルターをつぶしたり、曲げたりしないように注意してく

ださい。 

➢ フィルターを元どおりストレーナーに装着してキャップを確実に締めてください。 

➢ コーヒータンクを取り付け、配管を接続し、ボンベのハンドルを開け、フィルターキャップからのコーヒ

ーの漏れがないことを確認してから、運転を再開してください。 
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洗浄剤危険有害性情報  

⚫ 金属腐食のおそれ 

⚫ 飲み込むと有害  

⚫ 重篤な皮膚の薬傷および目の損傷 

⚫ 呼吸器系障害のおそれ 

⚫ 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 

 

応急処置 

⚫ 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること 

⚫ 飲み込んだ場合：口をすすぐこと 

⚫ 皮膚または髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと、皮膚を流水/シャワーで洗う

こと 

⚫ 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること 

⚫ 目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合

は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

⚫ ばく露または、ばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること 

⚫ ただちに医師に連絡すること 

⚫ 口をすすぐこと 

⚫ 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること 

⚫ 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること 

⚫ 露出物を回収すること 

 

保管 

⚫ 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること 

廃棄 

⚫ 内容物/容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること 
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１年に 1 回の WMF メンテナンスによる点検整備 

 

製品のご使用に支障がなくても、WMF のメンテナンスプランにご加入いただいていない場合には、定期部

品交換\\が必要です。また、水濡れや汚れによる電気部品の絶縁劣化、経年変化などにより、感電、

火災、水漏れなどの原因になることがあります。WMF メンテナンスをご依頼ください。（有料） 

 

 

 

 

保証とアフターサービス 

保証書について 

この商品は、 

保証期間中の修理 

保証期間経過後の修理 

ご不明な場合 

 

修理を依頼されるとき 

修理を依頼される前に項目に沿ってお調べください。それでも以上のある時は電源プラグを抜いてから、設

置した代理店もしくは WMF 株式会社にご連絡ください。 

 

お知らせ頂きたい事項 

① 故障の状況 （具体的に、出来るだけ詳しくお知らせください。） 

② 品番  「WMF Nitro」コーヒーサーバーの＊左側面上＊に記載してあります。 

③ 製造番号 「WMF Nitro」コーヒーサーバーの＊左側面上に記載してあります。 

④ お名前、おところ、電話番号、道順 

⑤ お買い上げ年月日（接地年月日） 

⑥ 訪問ご希望日 
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仕様 

「WMF Nitro」 

「WMF Nitro」コーヒーサーバー仕様 

製品名 WMF Nitro 

メニュー数 2 種 

外形寸法 

(mm) 

幅 奥行 高さ 

265ｍｍ 448mm 539 ㎜ (ハンドル込み) 

乾燥重量 約 30kg 

電源 100V 50/60Hz 

消費電力 160/180W 

急冷機能 25ℓ/1 日当たり (30℃から 5℃に冷却の場合) 

冷媒 R134a 

必要ガス 食添用窒素ガス 
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サポート窓口 

メンテナンスのご依頼 (24H/年中無休) 

0120-321-124 携帯電話からは 03-5459-1756 

 

洗剤など消耗品のご注文 (平日 9：00～17：30) 

0120-882-443 携帯電話からは 03-5408-3310 

  

tel:0120321124
tel:0354591756
tel:0120882443
tel:0354083309
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清掃記録表 

日付 時間 清掃者 外装 

ドリップトレイ 

コーヒー 

タンク 

コーヒー 

サーバー 

洗剤洗浄 ストレーナー 

  月 xx:xx 名前 毎日 毎日 水通毎日 週 1 回 週１回 

1 日        

2 日        

3 日        

4 日        

5 日        

6 日        

7 日        

8 日        

9 日        

10 日        

11 日        

12 日        

13 日        

14 日        

15 日        

16 日        

17 日        

18 日        

19 日        

20 日        

21 日        

22 日        

23 日        

24 日        

25 日        

26 日        

27 日        

28 日        

29 日        

30 日        

31 日        
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