
VOYAGER 2IN1 ポータブルコーヒーメーカー
VOYAGER ONE ポータブルコーヒーメーカー

取扱説明書
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安全上の注意①
最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用
してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要
があることを説明しています。

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負
うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

分解禁止

電動モーターボックスは分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。

禁止

電動モーターボックスを他の機器に使用しない
高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない
電動モーターボックスを、火に投げ入れたり、加熱したり
しない
電動モーターボックスを、高いところから落としたり、投
げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏み
つけたりしない
発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。

水ぬれ禁止

電動モーターボックスを水にぬらさない
発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。

必ず行う

バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗
う
目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
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安全上の注意②

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負
うおそれがある内容を示しています。

接触禁止

グラインダーの使用中はグラインダーの刃に触れない
けがの原因になります。

禁止

バッテリー液がもれたときは使用しない
引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてくださ
い。皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。
皮膚炎や被服の損傷の原因になり
ます。
火気や熱器具の近く、炎天下（特に車内）など、高温にな
る場所に放置しない
ぶつけたり、落としたりして強い衝撃を与えない
破裂・火災の原因になります。
子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に
触れさせたりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。
コンテナにコーヒー豆以外のものを入れない
金属製・プラスチック製のものなどを入れると、事故の原
因になります。
タンブラーやフィルターを電子レンジ・直火などにかけな
い
火災ややけどの原因になります。

必ず行う

異常・故障時には直ちに使用を中止する
・煙が出ている、異臭がする
・電動モーターボックスの内部に水や異物が入った
・落としたり、破損・変形したりした
発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、弊
社へお問い合わせください。
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注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的
損害が発生するおそれがある内容を示しています。

禁止

不安定な場所で使用しない
コーヒーやお湯がこぼれて、やけどや周囲の汚損の原因に
なります。
取扱説明書に記載された以外の用途に使用しない
事故の原因になります。

ぬれ手禁止

電動モーターボックスや充電用ケーブルにぬれた手で触ら
ない
火災や感電の原因になります。

必ず行う

ドリップ中は、湯気に注意する。
やけどのおそれがあります。

安全上の注意③

使用上の注意
・ おいしいコーヒーを淹れるために、豆は抽出する直前に挽いて

ください。
・ グラインダーの中に残った古いコーヒー粉などが新しい豆に混

じると、味が落ちます。グラインダーの刃は常にきれいにして
ください。

・ フィルターは、粉が詰まらないように、毎回きれいに洗ってく
ださい。フィルターを洗うときは、破れないように、柔らかい
ブラシなどを使用してください。

・ 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決め
にしたがって処理してください。

・ 初めて使用するとき、長い間使用しなかったときは、乾いた布
で外側・内側をよく拭いてください。
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各部品とその名称

 3 グラインダープロテクター
 （ドリップ用ケトル兼用）
 4 電源ボタン
 5 USB 充電ポート
 6 表示ライト

 8 コーヒー豆の投入部
 （コンテナ）

11 保温タンブラー

10 フィルター

 2 トップカバー
 1 上蓋

 7 電動モーターボックス

 9 セラミックコア
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使用方法①

1 トップカバーを反時計回
りに回して開けます。

2 電動モーターボックスを時計回り
に回して外します。（最初だけ、回
すときに少し力が必要な場合があ
ります。）

3 コーヒー豆を、豆の投入
部（コンテナに入れます。
コンテナには30gの豆を
淹れることができます。

（付属のスプーン1杯の豆
が約7gです。）

4 電動モーターボックスを元の場所
に取り付けます。このとき「Open」
から「Lock」へ回し、外れないこ
とを確認してください。電源ボタン
を押すと豆を挽き始め、稼働中は

「Working」ライトが青く点灯します。
挽き終わると自動的に止まります。
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使用方法②

5 グラインダープロテクターを上
下逆さにし、トップカバーを
取り付けると、ドリップ用のケ
トルとして使用できます。

6 電動モーターボックスを反時
計回りに回してコンテナを引
き出します。

7 コンテナからフィルターを外
します。

8 フィルターの両サイドに畳ま
れているブラケット（掛け具）
を広げ、タンブラーの上にセッ
トし、お湯をフィルターに注
ぎます。
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お手入れの方法

9 ご使用後は、グラインダーの刃の部分に残ったコーヒーの粉を、
付属のブラシできれいにしてください。電動モーター部以外は、
全て水洗いができます。（中性洗剤をお使いいただけます。）
グラインダー部分を洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

セラミックグラインダーの組み立て方を動画で説明
しておりますので、ご確認ください。

電動モーターボックスの充電方法
充電用ケーブルのマイクロUSB端子（小さい方）を、電動モーター
ボックスのUSBポートに差し込みます。反対側のUSB端子は、お手
持ちのUSB充電器やPCのUSBポートなどに接続します。

「CHARGING」ライトが赤色に点灯しているときは、充電中です。
充電が完了すると、赤色のライトは自動的に消えます。

ぬれ手禁止

電動モーターボックスや充電用ケーブルにぬれた手で触ら
ないでください。
火災や感電の原因になります。
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ハンドグラインダーの使い方
フルセットご購入のお客様へ
ハンドグラインダーの使い方については、動画で説
明しておりますので、ご確認ください。

製品情報
製品名
・ SoloCanoコーヒーメーカー
製品材質
・ 飲み口の蓋：PP
・ 本体プラスチック部：ABS
・ フィルター：304ステンレス鋼
・ タンブラー：316ステンレス鋼
・ グラインダー：セラミックコア、304ステンレス鋼棒、ABS、PP
※ 本製品に表示されているPP素材はポリプロピレンです。本製品に

表示されているTPE素材は1,4-フタル酸ジメチル、1,4-ブタンジオー
ルおよび酸素-1,4-ブタンジイルの重合体です。本製品に表示されて
いるABS素材はアクリロニトリル、ブタジエンおよびスチレンの重
合体です。

仕様
・ 電圧：3.7V
・ 電流：1.5A
・ 電力：9W
・ 容量：480ml
・ モーター速度：1800回転/分
・ 充電時間：約2時間
・ 製品サイズ：21.8cm×9.5cm
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困ったときは
使用中に困ったことがあったら、まず以下の点を確認してくださ
い。
•	 動作しない

 →電動モーターボックスは十分充電されていますか？
 →電動モーターボックスはしっかりと取り付けられ、Lock側へ
回されていますか？

モーターに不具合があったときの初期化の方法について
豆を挽いても挽き終わらず残っている場合、あるいは挽いた後に
モーターが自動的に停止しない場合、モーターの初期化を行ってく
ださい。
モーターの初期化の方法については、動画で説明しておりますの
で、ご確認ください。

上記の点を確認しても、なお動作がおかしいときは、LINEまたは
メールで弊社までお問い合わせください。

（LINE問い合わせで写真または動画をお送りいただけると、速やか
に代替品をお送りできます。ぜひLINE問い合わせをご利用くださ
い。）

LINE 問い合わせ メール問い合わせ



保証規定
1	 取扱説明書、本体貼付ラ

ベルなどの注意書きにし
たがった正常な使用状態
で故障及び損傷した場合
には、弊社が無料にて故
障部品を交換いたします。

2	保証期間内に、故障など
による無料交換をお受け
になる場 合には、「困っ
たときは」の記載に従っ
て、LINEまたはメールで
弊社へご連絡ください。

3	保証内容は故障部品の無
料交換に限ります。保証
期間内においても、その
他の保証はいたしかねま
す。

4	保証期間内におきまして
も次の場合には対応いた
しかねます。
① 使用上の誤り、不当な

修理、改造などによる
故障及び損傷

② お買い上げ後の落下な
どによる故障及び損傷

③ 火 災、地 震、そ の 他 の
天災地変による故障及
び損傷

④ 一般家庭以外（たとえ
ば業務用の長時間使用
など）に使用された場
合の故障及び損傷

⑥ 本書の提示がない場合
⑦ 本書にお買い上げ年月

日、お客様名の記入の
ない場合

5	本書は日本国内において
のみ有効です。

6	本書は再発行いたしませ
んので紛失しないよう大
切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示
した期間、条件のもとに
おいて故障部品の無料交
換 を お 約 束 す る も の で
す。したがって、この保
証書によって保証書を発
行しているもの（保証責
任者）、及びそれ以外の
事業者に対するお客様の
法律上の権利を制限する
ものではありません。保
証期間経過後の対応につ
いてご不明の場合は、弊
社にお問い合わせくださ
い。



保証書
本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場
合に、裏面の保証規定により故障部品の無料交換を行うこ
とをお約束するものです。
保証を受けようとされる際は、下記に必要事項を記入し、
お買い上げ日の証明になるものをご用意ください。
品名
お買い上げ日 年　 　月　　日
保証期間 お買い上げ日より　1年間

お客様

お名前
ご住所　〒　　　-

電話番号　（　　　）　　　-
免責事項
・ グラインダーのセラミック部に、製造工程上、まれに空気穴が

発生することがありますが、豆を均等に挽くことにことに影響し
ないものについては、初期不良の対象外とさせていただきます。

・ モーターやプロテクターの表面に、製造工程上やむを得ず発生
する微細な傷については、初期不良の対象外とさせていただき
ます。

合同会社ホットジャパンズ
岩手県盛岡市浅岸2-22-45

お問い合わせは、LINE問い合わせまたはメール
問い合わせ（10ページ）にてお願いいたします。


