カルシウム除去剤の使用方法
クラリスフィルター等を交換せず
にコーヒーマシンの使用を続ける
と、水に含まれるミネラル分がマシ
ン内部に固着し、故障の原因になり
ます。マシンに「CA 除去」の表示
が出ましたら、直ぐにカルシウム除
去操作を行ってください。
！警告
・安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用。
・換気の良いところで作
業。
・眼に入ったり、飲み込んだり、肌に触れた場合は応急処置を行い、
商品を持参して医師に相談。
・除去剤入りの水に触れたクラリスフィル
ターは廃棄。
・子供の手の届かない場所に保管・用途以外に使用しない。
＜応急処置＞・眼に入った時はこすらず、コンタクトを使用している場
合は外して、流水で 15 分以上洗い流し眼科を受診する。
・飲み込んだ時
は、無理に吐かせずに水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師に相談
する。
・皮膚についた時は水で十分洗い流す。
！注意
・除去作業は最後まで実施する。中断すると、マシンの故障や残留カル
シウム除去剤の混入の危険性有り。
※コーヒーマシンの取扱説明書内「安全上のご注意」も参照。
【マシン共通：作業中に電源を切った場合】
◆電源を入れた後表示に従って操作し、以下手順に従います。
① 排水トレイとカス箱を空にして戻します。
② 水タンクを外し、除去剤が残らないように水洗いした後、クラリスフ
ィルターを装着します。
③ 水タンクに水を MAX ラインまで入れてマシンにセットします。
【 E6 】 作業時間：およそ 40 分
◆準備するもの
・カルシウム除去剤：3 個
・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc、すすぎ水：500cc
・500cc の水が入る容器(排水容器)：１個
①「CA 除去をして下さい」と表示されます。
②[
]を押したあと、[スタート] [進む]を押します。
③「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカ
ス箱を空にして、マシンに戻します。
④「水タンクからフィルターを取り出してください」と表示されたら、
水タンクからフィルターを取り外します。
⑤「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを
外して排水し、
水タンクに水 500cc とカルシウム除去剤 3 個を入れ、
完全に溶かし(約 10 分)、マシンにセットします。(クラリススマート
フィルターは外したまま)
⑥ 排水容器をフォームフローサ―の下に置きます。
⑦「スイッチ開く」でスチーム/給湯ノブを左に回して開きます。洗浄
が始まり、断続的に洗浄液が出ます。
⑧「スイッチ閉じる」が表示されたらスチーム/給
湯ノブを右に回して閉じます。
⑨「排水トレイを空にしてください」と表示された
ら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻
します。排水容器内の水も破棄します。
⑩「水タンクに水を入れてください」と表示された
ら、水タンクをマシンから外し、カルシウム除去
剤が残らないように水洗いした後、
水を 500cc 入
れてマシンにセットします。
⑪ 排水容器をフォームフローサ―とコーヒー抽出口の下に置きます。
⑫「スイッチ開く」でスチーム/給湯ノブを左に回して開きます。
すすぎが始まり、断続的にすすぎ液が出ます。
⑬「スイッチ閉じる」と表示されたらスチーム/給湯ノブを右に回して
閉じます。
⑭「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水

トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイ
とカス箱はマシンに戻します。
⑮ 水タンクを外し、クラリススマートフィルターを取り付け、水を入れ
てマシンに戻します。
【 E8 / (Gen2)、WE8、X8 】作業時間：およそ 40 分(E8, WE8)、45 分(X8)
◆準備するもの
・カルシウム除去剤：3 個
・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc(E8/(Gen2), WE8)、600cc(X8)、
すすぎ水：500cc
・500cc の水が入る容器(排水容器)：2 個
①「CA 除去をして下さい」と表示されます。
②[
]を押したあと、[CA 除去]を押し、[スタート] [進む]を押します。
【 E8 Gen2 のみ】[CA 除去]を押し、[スタート]を押します。
③「水タンクからフィルターを取り出してください」と表示されたら、
水タンクからフィルターを取り外します。
④「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカ
ス箱を空にし、マシンに戻します。
⑤「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを
外して排水し、フィルターを外します。給水タンクに水 500cc とカル
シウム除去剤 3 個を入れ、完全に溶かし(約 10 分)、マシンにセット
します(クラリスマートフィルターは外したまま)。
⑥【E8/(Gen2), WE8】排水容器をフォームフローサ―の下に置きます。
【X8】排水容器をコーヒー抽出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
⑦ [進む]を押します。洗浄が始まり、断続的に洗浄液が出ます。
⑧「排水トレイを空にしてください」と表示された
ら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻し
ます。排水容器内の水も廃棄します。
⑨「水タンクをすすいでください」と表示されたら
水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が
残らないように水洗いします。前項⑧のあと、直
接「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマ
シンから外し、除去剤が残らないように水洗いします。どちらもその
後、水を 500cc 入れてマシンにセットします。
⑩【E8/(Gen2), WE8】排水容器をフォームフローサ
―の下に置きます。
【X8】排水容器をコーヒー抽
出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
⑪ [進む]を押します。すすぎが始まり、断続的にす
すぎ液が出ます。
⑫「排水トレイを空にしてください」と表示された
ら、排水容器、排水トレイとカス箱を空にし、中
性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカス箱
はマシンに戻します。
⑬ 水タンクを外し、クラリススマートフィルター
を取り付け、水を入れてマシンに戻します。
【 ENA Micro 1 】 作業時間：およそ 40 分
◆準備するもの
・カルシウム除去剤：3 個
・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc、すすぎ水：500cc
・排水容器：不要（排水はトレイに流れます）
① スケールランプ[ ]が点灯されます。除去作業を開始するため、2 秒
以上長押しをします。
② コーヒーカスランプ[
]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空
にして、マシンに戻します。
③ 給水ランプ[ ]が点灯されたら、給水タンクを外して排水し、クラ
リスブルーフィルターを外します。
④ 給水タンクに水 500c とカルシウム除去剤 3 個を入れ完全に溶かし
(約 10 分)、水タンクをマシンにセットします。(クラリスブルーは外
したまま)
⑤ [ ]を押すと[ ]と[
]が点滅して洗浄が始まります。
（排水は排水トレイに流れます）
⑥ [ ]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻
します。

⑦ [ ]が点灯されたら水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤
が残らないように水洗いした後、
水を 500cc 入れてマシンにセットし
ます。
⑧ [ ]を押すと[ ]と[
]が点滅してすすぎが始まりま
す。
（排水は排水トレイに流れます）
⑨ すすぎ中に[
]が点滅して、抽出口から排水が出ます。
⑩[
]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とス
ポンジで洗浄後、マシンに戻します。
⑪ 水タンクを外し、クラリスブルーフィルターを取り付け、水を入れて
マシンに戻します。
【 GIGA 6、X8c Gen2、X3 】 作業時間：およそ 50 分
◆準備するもの
・カルシウム除去剤：
【GIGA 6】3 個、
【その他の機種】4 個
・カルシウム除去剤を溶かす水：
【GIGA 6】
600cc、
【その他の機種】
800cc、
すすぎ水：800cc
・約 500cc の水が入る容器(排水容器)：2 個
①「CA 除去をして下さい」と表示されます。
②【GIGA 6】
「CA 除去」をタッチします。その後「スタート」をタッチ
ます。
【その他の機種】もう一度「スタート」をタッチします。
「フィルターを外す」と表示されるのでクラリススマート／ブルーフ
ィルターを外します。
※「CA 除去をして下さい」の表示が反応しない場合[P]ボタンを押して
プログラムモードに入り、
（GIGAX3 以外は「お手入れステータス」を
タッチ後）ロータリースイッチを回して「CA 除去」を表示させ、画面
をタッチします。[スタート]を 2 回押します。
③「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水
トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
④「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを
外し、排水します。
⑤【GIGA 6】給水タンクに水 600cc とカルシウム除去剤 3 個を入れ、完
全に溶かし(約 10 分)、水タンクをマシンにセットします。
【その他の機種】給水タンクに水 800cc とカルシウム除去剤 4 個を入
れ、完全に溶かし(約 10 分)、水タンクをマシ
ンにセットします。
⑥ 排水容器を抽出ノズルと給湯ノズルの下に
置き、ロータリースイッチの[メニューセレク
ター]（回転部分の中央）を押します。洗浄が
始まり、断続的に洗浄液が出ます。
⑦「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水
トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。排水容器内の水も廃棄
します。
⑧「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシ
ンから外し、カルシウム除去剤が残らないように洗浄した後、水を
800cc 入れてマシンにセットします。
⑨ 排水容器を抽出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
⑩ ロータリースイッチの[メニューセレクター]を押します。すすぎが始
まり、断続的にすすぎ液が出ます。
⑪「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水
容器、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、
排水トレイとカス箱はマシンに戻します。
⑫【GIGA 6】
「フィルターを取り付けてください」と表示されるので、ク
ラリススマートフィルターを取り付けて、水を入れてマシンに戻しま
す。
【GIGA X3】フィルター取り付けてくださいの表示が出るのでクラリ
スブルーフィルターを取り付けます。水道直結キットをお使いの際は
クラリスブルーフィルターを装着し、その後の操作は水道直結キット
の取り付け方法を参照ください。水タンクに水を入れマシンに戻しま
す。
【GIGA X8c】
「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タ
ンクをマシンから外し、水を若干量入れマシンにセットします。抽出
メニューが表示されたら、水タンクの水は破棄します。

【 ENA8 】 作業時間：およそ 40 分
◆準備するもの
・カルシウム除去剤：3 個
・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc、すすぎ水：500cc
・500cc の水が入る容器(排水容器)
① スケールランプ[ ]が点灯されます。除去作業を開始するため、左
下の [< P]ボタンを 2 秒以上長押しします。
② [お手入れステータス] ボタンを押し右下のボタンを1 度押し2/3 画
面を表示させ [CA 洗浄]ボタンを押します。
③ [スタート] [進む]を押します。
「排水トレイを空にしてください」と
表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。
④「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを
外して排水し、フィルターを外します。
⑤ 排水容器に水 500cc とカルシウム除去剤を 3 個入れ、完全に溶かし
ます。この作業は数分かかります。
⑥ 給水タンクを取り付け、カルシウム除去剤が溶けた水を給水タンク
に入れます。この時フィルターは外したままにします。排水容器を抽
出口の下に置きます。
⑦ [進む]を押します。洗浄が始まり断続的に洗浄液が出ます。
⑧「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカ
ス箱を空にし、マシンに戻します。排水容器内の水も廃棄します。
⑨「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシ
ンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いした後、水を
500cc 入れてマシンにセットします。排水容器を抽出口下に置きます。
⑩ [進む] を押します。すすぎが始まり断続的にすすぎ液が出ます。
「排
水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水トレ
イとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカ
ス箱はマシンに戻します。
⑪ 水タンクを外し、クラリススマートフィルターを取り付け、水を入れ
てマシンに戻します。
【 ENA 4 】 作業時間：およそ 45 分
◆準備するもの
・カルシウム除去剤：3 個
・カルシウム除去剤を溶かす水：500cc、すすぎ水：500cc
・排水容器：不要（排水はトレイに流れます）
① スケールランプ[ ]が点灯されます。除去作業を開始するため
[ ]ボタンを 2 秒以上長押しします。
② コーヒーカスランプ[
]が点滅されたら、排水トレイとカス箱を空
にして、マシンに戻します。
③ フィルターランプ[ ]が点灯されたら、給水タンクを外して排水し、
クラリススマートフィルターを外します。[ ]が点滅します。
④ 給水タンクに水 500c とカルシウム除去剤 3 個を入れ完全に溶かし
(約 10 分)、水タンクをマシンにセットします。(クラリススマートフ
ィルターは外したまま)。[ ]の点滅が終了します。
⑤ [ ]を押すと[ ]が点滅して洗浄が始まります。
（排水は排水トレ
イに流れます）
⑥[
]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻
します。
⑦ [ ]が点灯されたら水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤
が残らない様に水洗いした後、水を 500cc まで入れてマシンにセッ
トします。
⑧ [ ]を押すと[ ]が点滅してすすぎが始まります。
（排水は排水ト
レイに流れます）
⑨[
]と[
]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空に
し、中性洗剤とスポンジで洗浄後、マシンに戻します。
⑩ 水タンクを外し、クラリススマートフィルターをは取り付け、水を入
れてマシンに戻します。
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