ミルク抽出システムの洗浄

抽出ユニットの油分除去

ミルクパイプの洗浄には洗剤を必ず使用し
ます。洗浄は約 7 分続きます。

200 杯分のドリンクを作った後、ディス
プレイに「抽出ユニットの油分除去」と表
示されます。このメッセージは、抽出ユニッ
トの油分除去を実行するまで表示されま
す。

ミーレのミルクパイプ用洗剤 1 包分が必
要です。
洗浄が開始されると、取り消すことはで
きません。このプロセスは最後まで実行
する必要があります。

ĺĺ メインメニューの「お手入れ」 をタッ
チし、
「ミルク抽出システム洗浄」をタッ
チします。
処理が開始します。
ĺĺ ディスプレイの指示に従います。

抽出ユニットの油分除去には、ミーレの洗
浄材が 1 個必要です。この処理は約 10
分続きます。
洗浄が開始されると、取り消すことはで
きません。このプロセスは最後まで実行
する必要があります。

カルキ除去は必須です。この処理は
約 20 分続きます。

ĺĺ カルキ除去タブレットは 2 個必要です。

使用上のヒント
ドリンク量、ドリンクパラメー
ターの変更

ディスプレイに「プロセス終了」と表示さ
れたら、カルキ除去は終了です。

変更したドリンク量、ドリンクパラメー
ターは現在のプロフィールにつねに保存さ
れます。
現在のプロフィールの名前はディスプレイ
の左上に表示されます。

カルキ除去が開始されると、取り消すこ
とはできません。このプロセスは最後ま
で実行する必要があります。

ĺĺ メインメニューの「お手入れ」 をタッ
チし、「本体のカルキ除去」をタッチし
ます。

「ドリンク」メニューを開きます。
ĺĺ カップを中央抽出口の下に置きます。
ĺ「設定内容変更」をタッチして、
次に「ド
ĺ
リンク変更」をタッチします。
ĺĺ ご希望のドリンクが現れるまで画面をス
ワイプし、現れたらそれをタッチして選
択します。

カルキ除去が開始されます。

ĺĺ ディスプレイの指示に従います。

ĺĺ メインメニューの「お手入れ」 をタッ
チし、「抽出ユニットの油分除去」を押
します。

「ドリンク量変更」、「ドリンクパラメー
ター」のプログラムができます。

処理が開始します。

ĺĺ 水タンクに、ぬるま湯を  マークまで
入れて、ミーレのミルクパイプ用洗剤 1
包分を加えます。水タンクを本体に戻し
ます。
「水タンクを洗浄して、再度水を入れてく
ださい。」と表示されたら：

ĺĺ 水タンクを取り外して、きれいな水で十
分に洗います。
水タンクに洗剤が残らないようにしてく
ださい。

ディスプレイに「プロセス終了」と表示さ
れたら、洗浄は終了です。

ĺĺ コーヒー投入口カバーを取りはずし、
コーヒー投入口のふたを開けます。洗浄
材をコーヒー投入口に入れます。
ĺĺ その後はディスプレイのメッセージに従
います。
ディスプレイに「プロセス終了」と表示さ
れたら、抽出ユニットの油分除去は終了で
す。

ドリンク量を変更

ĺ「ドリンク量変更」をタッチします。
ĺ

ĺĺ 水タンクに、ぬるま湯を  マークまで
入れて、カルキ除去タブレット 2 個を入
れます。水タンクを本体に戻します。
混合比率に関するパッケージの指示に注
意して従ってください。水タンクに正し
い量の水を多すぎたり少なすぎたりしな
いように入れることが重要です。そうで
ない場合、カルキ除去が中断して、やり
直す必要があります。
「水タンクをすすぎ  のしるしまできれい
な水を入れてください」とディスプレイに
表示されたら：
ĺĺ 水タンクを取りはずし、きれいな水で十
分に洗います。
水タンクにカルキ除去剤が残らないよう
にしてください。

ヒント：「ドリンク中断」がディスプレイ
に表示されている間は、ドリンク量のプロ
グラムを中止できます。
ドリンクパラメーターの設定

ĺ「ドリンクパラメーター」をタッチしま
ĺ
す。
次のパラメーターを設定できます。
–– コーヒーの量
–– 抽出温度
–– 蒸らし
ĺĺ 必要に応じてパラメーターを設定した
ら、「OK」をタッチします。
ドリンクのリセット
1 杯分の量と設定値を初期設定に戻すに
は、次の操作を行います。
ĺĺ ドリンクメニューの「設定内容変更」を
タッチし、「ドリンクの設定リセット」
をタッチします。

ご希望のドリンクが準備され、ディスプレ 「設定を全て工場出荷時の初期設定にリ
セットしますか ?」とディスプレイに表示
イに「保存」が表示されます。
ĺĺ カップに希望の量が注がれたら、「保存」 されます。
をタッチします。

カプチーノ、ラテマキアート、カフェラテ
のドリンク量を変更する場合、ディスプレ
イににドリンクの材料が表示されます。

清掃とお手入れ / カルキ除去

ĺĺ ディスプレイの指示に従います。
ディスプレイに「コーヒー粉の投入口に洗
浄材を入れて閉めます」が表示されたら：

設定

ĺĺ ドリンク量を設定する材料をタッチしま
す。
選択した材料の隣にはチェックマーク 
が表示されます。
ĺ「OK」をタッチします。
ĺ
各材料が所定の量に達したら、「保存」を
タッチします。

ĺĺ 選択した材料に必要とされるドリンク量
を保存します。
材料とドリンク量をプログラムすると、そ
のドリンクを選択するたびに、その設定で
ドリンクが作られます。

ĺ「はい」をタッチします。
ĺ

プロフィール
個別のユーザープロフィールを設定して、
各プロフィール用にすべてのドリンクで個
別の 1 杯分の量を保存できます。
現在のプロフィールの名前はディスプレイ
の左上に表示されます。
プロフィールにアクセスする

ĺĺ 必要に応じて、ドリンクパラメーターを
変更します。個別の材料の、ご希望の量
を保存します。

設定を変更する

ĺĺ メインメニューの「設定」 を選択し
ます。
ĺĺ 設定を変更したいメニューオプション
を、必要に応じて選択します。

作成後に、ディスプレイにキーボードが表
示されます。
ĺĺ 新しいドリンク情報の名前を入力して、
「保存」をタッチします。

ドリンク情報を作成済みの場合は、次のオ
プションが利用可能になります。

ĺĺ メインメニューの「プロフィール」 を
タッチします。またはドリンクメニュー
–– ドリンク変更
の右下の「プロフィール」をタッチします。
–– ドリンク削除
プロフィール内に最大 9 つのドリンク情
プロフィールを作成する
報を保存できます。
ĺ「プロフィール設定」をタッチします。
ĺ
ディスプレイにキーボードが表示されま
す。

プロフィールごとに独自のドリンク情報を
作成し、1 杯分の量やドリンクパラメーター
をドリンクごとに個別に設定できます。
プロフィール内のドリンクの名前を変更で
きます。
ĺĺ ご希望のプロフィールを選択します。

説明

言語

deutsch、english、日本語など
国（選択された言語による）
表示（オン / オフ / 夜間電源オフ）
時計タイプ（アナログ / デジタル）
時刻表示（12 h/24 h）
設定
年/月/日
タイマー 1（電源オンの時間、
電源オフの時間、オフ迄の時間）
タイマー 2（電源オンの時間、
電源オフの時間）
オン / オフ
明るさ（電源オン、電源オフ）
オフ迄の時間
メインメニュー
ドリンク
プロフィール
MyMiele

ヒント：誤って別の言語を選択した場合、旗の記号  で「言語」オプションを識別できます。

エコモード
照明
スタートスクリーン

インフォ

次の各カテゴリのオプションを選択できま
す。
–– ドリンク 
–– プロフィール 
–– お手入れ 
ĺ「登録追加」をタッチします。
ĺ

すでに入力されている項目がある場合、次
の操作を「設定内容変更」で行うことがで
きます。
ĺ「ドリンク設定」をタッチして、標準のド
ĺ
–– 登録並べ替え
リンクから必要なドリンクを選択します。
–– 登録削除
ドリンク情報を作成する

選択できる設定

日付
タイマー

作る頻度が多いドリンク、プロフィール
ĺĺ ご希望の名前を入力し、「保存」をタッ
のドリンク、お手入れプログラムを「My
チします。
Miele」画面に表示することができます。
プロフィールを作成済みの場合は、次のオ
プションが利用可能になります。
MyMiele  メニューを開く
–– プロフィール設定
ĺĺ メインメニューの「MyMiele」 を
–– 名前変更
タッチします。
–– プロフィール削除
「MyMiele」を設定して、項目を追加でき
–– プロフィール変更
るようになります（「登録追加」）。
（「手動」、「使用後」、「電源オン時」）か
ら選択できます。
項目を追加する
プロフィールでドリンクを作る

オプション

時刻

MyMiele

ĺ「OK」をタッチして、設定を保存します。
ĺ
ヒント：  をタッチして前のメニューに
戻ります。

システムロック
水の硬度
明るさ

オン / オフ
軟らかい、普通、硬い、非常に硬い
設定

アラーム音
操作音
ショールームプログラム デモモード ( オン / オフ）
プレートウォーマー
自動 / オン / オフ

エスプレッソマシン
クイックスタートガイド

表示の選択は、本体の消費電力に影響を与えます。このことに関するメッセージがディスプレイに表示されます。

「電源オンの時間」と「電源オフの時間」については、少なくとも 1 つの曜日でタイマーを有効にする必要があり
ます。

ドリンクの抽出回数
カルキ除去／抽出ユニットの油分除去までの使用回数
システムロックが作動している場合、タイマーで「電源オンの時間」オプションを選択することはできません。

音量レベル

抽出口調整
工場出荷時設定

オン / オフ
設定
MyMiele

このクイックスタートガイドは、取扱説明書の代わりとなるものではあり
ません。初めてお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上、本製品
の操作を習得してください。安全上のご注意は、特に注意してお読みくだ
さい。

ショールームや展示会でのデモンストレーションにのみ使用。この設定は家庭用では使用しないでください。
中央抽出口の高さは、手動では調節できません。
次の設定はリセットされないことにご注意ください。言語、時刻、ドリンクの抽出回数、ユーザープロフィール

設定

カルキ除去

使用上のヒント

清掃とお手入れ
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ĺĺ 本体に水とコーヒー豆を入れる前に、本
体とミルクジャグをきちんと洗浄して
ください。
ĺĺ 取扱説明書の「初めてお使いになる前
に」を参照してください。

水の硬度
本体が正常に機能し、損傷が発生するこ
とがないよう、お住まいの地域の水の硬
度にあわせて、水の硬度レベルを本体に
設定してください。
さらに詳しい情報に関しては、取扱説明
書を参照してください。

オン／オフセンサー 
「戻る」

メインメニュードリンク

ロング

エスプレッソ、コーヒーを作る

ミルクを使用するドリンク

ĺĺ カップを中央抽出口の下に置きます。
ĺĺ ご希望のドリンクをタッチします。

ミルクジャグについての注意

カプチーノ

マ

ĺĺ 最後に入力した数字を削除するには、矢印を使用します。
ĺ「OK」をタッチします。
ĺ
キーパッドを使用して、名前を入力します。短い名前を付けるようにしてください。
ĺĺ 文字をタッチします。
ĺ「保存」をタッチします。
ĺ

ミルクを使用するドリンクを作る

ĺĺ 適切なカップを中央抽出口の下に置きま
す。
ĺĺ ご希望のドリンクを押します。
カプチーノ



ラテマキアート

抽出口の下のカップにお湯が注がれます。



カフェラテ

2 杯分を作る



ホットミルク

2 つのカップに同時に入れる場合、次の手
順に従います。



フォームミルク

 コーヒーロング
コーヒー、エスプレッソは、中央抽出口か
らカップへ注がれます。

選択されたドリンクが作られます。

取扱説明書の掃除とお手入れの詳細情報を遵守してください。使用後は、本体を毎日
掃除してください。

ここで出てくるお湯はお茶を作るのに十
分な温度がありません。



エスプレッソ

 コーヒー

ĺĺ 中央抽出口のそれぞれのコーヒーディス
ペンサーの下にカップを置きます。
ĺĺ ご希望のドリンクの「2 つのカップ」の
イラストをタッチします。

内部図

数字キーパッド
ĺĺ 入力枠内の右下にある  をタッチします。

有効な数字を入力すると、「OK」欄が緑色に点灯します。

ミルクジャグではミルクは冷やされませ
ん。そのため、ミルクをしばらく使わな
い場合は、ミルクジャグを冷蔵庫に入れ
てください。
ミルクが冷たく（10 ºC 未満）ないと、
きれいなフォームミルクができあがりま
せん。

お湯

ĺĺ 適切なカップを熱湯抽出口の下に置きま
す。
ĺ「お湯」
 を選択します。
ĺ



警告：容器には焙煎したエスプ
レッソ豆またはコーヒー豆のみを
入れてください。

ローラー
ĺĺ ローラーを上下にスワイプし、ご希望の数字を選択します。

ĺĺ ご希望の数字を押します。

清掃とお手入れ

推奨頻度

作業を中止する場合は、次の手順に従いま
す。
ĺ「ドリンク中断」または「停止」をタッ
ĺ
チします。

清掃／手入れの対象

毎日
（その日の終わり）

–– ミルクジャグとふた
–– 水タンク
–– ガラ受けコンテナ
–– ドリップトレイ、ドリップトレイカバー

週に 1 回
（汚れがひどい場合は数回）

–– 中央抽出口
–– 中央抽出口コネクター
–– ミルクバルブを掃除用ブラシで清掃する
–– 内部
–– 本体前面部内部の小型ドリップキャッチャー
–– 抽出ユニット
–– 本体前面部
（特にカルキ除去の直後）

コーヒー豆を入れる

この操作の前に行われた入力のうち、「OK」をタッチして確定したもの以外は保存され
ません。
ローラーをスワイプしてタッチするか、数字キーパッドを使用して、数字を入力するこ
とができます。

数字キーパッドが表示されます。

細菌が発生しないように、水は毎
日入れ替えてください。

ĺĺ 水タンクに、新鮮で冷たい水道水
を「Max.」マークまで入れます。

メニューを選択、メニュー ĺĺ 枠内を指で一回タッチします。
にアクセスする
ĺĺ タッチディスプレイに指でタッチし、目的の方向にスワイプします。
スクロール
ĺĺ または、矢印  もしくは  をタッチして、左右へスクロールします。
ĺĺ  をタッチします。
メニューから抜ける

文字の入力

水タンクに水を入れる

プロフィ

設定内容変更

数字の入力

外観図

 タッチディスプレイ
「戻る」センサー 
 ドア取手
 熱湯抽出口（熱湯バルブ）
 ドリップトレイカバー
 中央抽出口（照明と高さ自動調節
機能付き）
 ミルクジャグとふた

電源のオン / オフを切り替える。
前のメニューに戻る。
不要なアクションを中止する。

コーヒー

ドリンクを作る

 オン／オフセンサー 

タッチディスプレイ



エスプレッソ

使用の準備をする

 粉コーヒー投入口カバー
 抽出ユニット
 粉コーヒー投入口
 豆挽きの粗さを調整する
スライドコントローラー
 コーヒー豆コンテナ
 水タンク
 格子付きドリップトレイ
 ガラ受けコンテナ
 ドリップキャッチャー
 中央抽出口コネクター
 メンテナンス用パネル

ĺĺ 本体の前面を開き、コーヒー豆コ
ンテナを取り出します。
ĺĺ 豆コンテナに焙煎したコーヒー豆
を入れます。

ドリンクが 2 杯分中央抽出口から出てき
ます。

 ふた
 センサー
 ミルク吸引チューブ
 ガラスの容器
ĺĺ ミルクはミルクジャグのふちの 2 cm
下まで入れることができます。

月に 1 回

–– 中央抽出口コネクターのキャップにグリースを
塗る

メッセージが表示されたら

–– ミルクパイプ（ミルクパイプ用の洗剤を使用）
–– 抽出ユニット（洗浄用タブレットで油分除去）
–– 本体のカルキ除去

必要に応じて

–– コーヒー豆コンテナ
–– ミルクパイプの汚れを取り除く

次の部品は食器洗い機で洗うことができません 。

抽出をキャンセルする

–– 中央抽出口カバー

抽出作業を中止するには、次の手順に従い
ます。
ĺ「ドリンク中断」または「停止」をタッ
ĺ
チします。

–– ミルクジャグのふた
–– 抽出ユニット
–– コーヒー豆コンテナとコーヒー豆コンテナのふた
ĺĺ ミルクジャグを完全に機器に押し入れま
す。

ドリンクを作る

本製品は、初めてお使いになる前に正
しく設置して接続する必要があります。
さらに詳しい情報に関しては、取扱説
明書を参照してください。

タッチセンサー

各部の名称

各部の名称 / 使用の準備

初めてお使いになる前に

操作とディスプレイ

操作とディスプレイ

重要な情報

–– サービスパネル
本体の取り外し可能なその他の部品はすべて食器洗い機で洗うことができます。

CVA 6800, CVA 6805
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