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2 はじめに
このたびは、コーヒーグラインダーをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、

お読みいただいた後は添付の保証書とともに、大切に保管してください。

ご注意

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

また、たこ足配線は絶対にしないでください。電圧が下がり正常に動作しなくなる恐れ

があります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お取扱いや、お手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のデ

バイスタイル カスタマーサポートセンターにご相談ください。

《本製品に関するお問い合わせ》

デバイスタイル カスタマーサポートセンター

 電話 0570-067788
 e-mail：customer.support@devicestyle.co.jp

ホームページでもおいしいコーヒーのつくり方などを紹介しています。
URL: http://www.devicestyle.co.jp

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間：月曜～金曜 9時 30 分～ 17 時 30 分

（土日、祝日及び年末年始・夏期等の長期休暇を除きます。）
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警告

安全上のご注意（必ずお読みください）

記号は、禁止の行為であることをあら
わします。

図の中や下に具体的な禁止内容 図左（ 

の場合は分解禁止） が描かれています。

記号は、行為を強制したり指示する
内容をあらわします。

図の中に具体的な指示内容 場の図左（ 

合は電源プラグをコンセントから抜く） が

描かれています。

絵表示の例

警告

注意

この表示は、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。

この表示は、人が傷害

を負う可能性が想定

される内容、および物

的損害のみの発生が

想定される内容を示

しています。

製品を安全にご使用いただくため、ご使用の前によくお読みください。  

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す

る為に、いろいろな絵表示をしています。 

表示の意味

修理改造、分解をしない。

発火や、異常動作をして、破損

やけがの原因となることがあり

ます。

幼児の手の届くところに設置し

ない。

破損やけが、感電の恐れがあり

ます。

電源プラグはコンセントに根元ま

で確実に差し込む。

差込が不完全だと、感電やショー

ト、発火の原因となります。

本機を風呂場など水のかかる場

所や、湿気の多い場所で使用し

ない。

ショートや、感電、故障の原因と

なります。

電源コードを無理に曲げたり加

熱したり、ステープルで止めたり、

重いものを載せたり、そのほか無

理のかかることをしない。

ショートや感電、故障の原因とな

ります。

濡れた手でプラグを抜き差しし

ない。

感電の恐れがあります。

落下した機器はそのまま使わな

いで、点検を依頼する。

そのまま使用すると発火や感電

の原因となります。

不安定な場所に保管しない。

落下などにより破損やけが、感

電の恐れがあります。

守る

守る
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注意

警告

ご使用にならないときは電源プ

ラグをコンセントから抜く。

劣化による感電や火災の原因と

なります。

電源プラグを抜くときはコードを

引っ張らずにプラグを持って抜く。

破損や故障の原因となります。

お手入れは必ず電源プラグをコ

ンセントから抜いて行う。

感電や破損の原因となります。

電源コードの芯線が露出したり

断線が見つかったときは販売店

に交換を依頼する。

火災や感電、故障の原因となり

ます。

本機を水や洗剤などに浸さない。

ショートや感電、故障の原因とな

ります。

表示された定格電圧（AC100V）

以外で使用しない。

感電や火災、故障の原因となり

ます。

煙が出たり、異常なにおいがした

り、異音が出るような場合は、す

ぐに電源スイッチを切り、電源プ

ラグを抜いて、修理をご依頼くだ

さい。

守る

守る

使用上のご注意
● ホッパー内のカッター部に指を絶対に差し

込まないでください。

 けがをする恐れがあります。

● ホッパー内にコーヒー豆以外のものや金属

ピンなどの異物を入れないでください。破

損やけがの恐れがあります。

N OR M AL

LO W

2
N O

N O RM A L 22L

く

く



6 各部のなまえ

N O RMAL

LO W

2

トップカバー

カッターカバー

ホッパー

NORMAL ボタン

LOW ボタン

コンテナ

挽き目ダイヤル
ノーマル

ロー

コーヒー豆を入れずに空回しをしないでください。

本機の定格時間（連続使用時間）は5分です。5分以上は絶対連続使用しないで

ください。

トップカバーは閉めた状態でコーヒー豆を挽いてください。

危険ですのでトップカバーを開けた状態では使用しないでください。

本機は工場から出荷する前にコーヒー豆を使ってテストをしています。

そのため、コーヒーパウダーが本体内部などに残っている場合があります。

ご注意

ご注意

ご注意



7ご使用方法

お好みの挽き方に挽き目ダイヤルを調節する。

淹れるコーヒーの種類によって挽き目ダイヤルの目盛り

を調節してください。

目安は下の表を参考にしてお好みにより調整してください。

電源プラグをコンセントに差し込む。

コーヒー豆をホッパー部に入れてトップカバー

をかぶせる。

標準のレギュラーコーヒー 1杯分のコーヒー豆は約10～

14グラムです。

ホッパー部に容量（約140g）以上のコーヒー豆を

入れないでください。

電源プラグをコンセントから抜き、コーヒー

パウダーを取り出す。

本体を軽くたたいてコンテナ内にコーヒーパウダーをおと

してからコンテナを引き出してコーヒーパウダーを取り出

します。

NORMALボタンまたはLOWボタンを押すと

挽き始め、

通常の挽き方をする場合はNORMALボタンを押します。

手挽き感覚でゆっくり挽く場合はLOWボタンを押します。

LOWボタンで挽くと摩擦による発熱が抑えられ、風味や

香りが損なわれにくくなります。

2

1

3

5

4

 コーヒーの種類 目盛り

エスプレッソコーヒー 1～2

レギュラーコーヒー 3前後

プレスコーヒー 4～5

ヒント

N O RMAL

LOW

2

ダイヤルは左右両方につまみが出て

いますので両手でしっかりと押さえ

て回してください。

N O R M AL

LO W

2

NORMAL

LOW

N ORMA L

LOW

2

ご注意

再度同じボタンを押すと停止

※2分間で自動停止します。

する。



8 お手入れ

ご注意

定期的にお手入れをして、清潔に保ってください。

【本体】

本体のお手入れは柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で拭いたあと、洗剤を拭き取ります。

ベンジン、シンナーなどの化学製品や、磨き粉などは使用しないでください。塗装がはげた

り、表面にきずが付くことがあります。

【コンテナ・トップカバー】

ご使用ごとに水洗いしてよく乾燥させてください。

食器乾燥器、食器洗浄機は使用しないでください。

【ホッパー部】

ホッパー部は柔らかい布で拭き取ります。

● お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

● 本体は絶対に水につけたりしないでください。

● お手入れの際、カッター部には触らないでください。

愛情点検

長年ご愛用の製品の点検を！

このような症状はありませんか？

● 電源コードやプラグが異常に熱い。

● 本体が異常に熱い。

● コードを動かすと、通電したりしなかったりする。

● こげくさいにおいがする。

● その他の異常がある。

故障や、事故防止のため、電

源プラグをコンセントから抜き、

お買い上げの販売店、または

弊社カスタマーサポートセン

ターまで点検・修理をご相談く

ださい。

N O R MA L

LO W

2

トップカバー

ホッパー部

コンテナ



9故障かな？と思ったら

● 電源プラグが正しく接続されていない。

 →電源プラグをコンセントにしっかりと接続してください。

● NORMAL ボタンまたはLOW ボタンを押していない。

 →どちらかのボタンを押してください。

● 豆同士の位置の関係で、カッター部に豆が送られてい

ない。

 →スプーンなどを使って豆をならしてください。

 →本体を軽くたたいてコーヒー豆を動かしてください。

● 本体を軽くたたいてコーヒーパウダーをコンテナ内におと

してください。

動作しない。

カッターが空回りする。

コーヒーパウダーが排出口に残る。

機器が動作しないなどの 故障かな？ と思われる症状があるときは、まず下の表の原

因をご確認ください。症状が改善されない場合、デバイスタイル カスタマー サポー

トセンターに直接ご連絡ください。

 電話 0570-067788
症状 原因



10 主な仕様

品名 コーヒーグラインダー

定格電圧 AC  100  V

定格周波数 50/60  Hz

定格消費電力 60  W

定格時間 5分

コンテナ容量（有効容量） 約140  g

コード長 約1.1 m

本体寸法 幅110  mm ×奥行き150  mm ×高さ233  mm

質量 約1.3 kg

交換部品について
下記の交換部品を用意しております。お求めは デバイスタイル カスタマー 
サポートセンターにご連絡くだい。

 部品名 部品番号 備考

 トップカバー GA1-TC

 コンテナ GA1-CO  



11保証とアフターサービス

保証書について
● 保証書は必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお

読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間
● この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。

 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき
● 保証期間中は
 保証書に記載されている弊社規定に従って修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは
 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

● ご連絡先は
 デバイスタイル カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

 デバイスタイル カスタマーサポートセンター

 電話 0570-067788
 e-mail：customer.support@devicestyle.co.jp

 URL ： http://www.devicestyle.co.jp 

 お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

　　　受付時間 ： 月曜～金曜 9時30分～17時30分

 （土日、祝日及び年末年始・夏期等の長期休暇を除きます）



部品番号： GA1X-IB-600

販売元
株式会社デバイスタイルマーケティング

輸入事業者
株式会社デバイスタイル

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷902号
電話：03-5946-8680




