CLOVER

ウォーターサーバーの
取扱説明書

CLOVERウォーターサーバーをご購入いただき、誠にありがとうございます。
製品を使用する前に必ず梱包箱及びサーバーの外観の欠陥をご確認ください。
また、本取扱説明書には製品保証書も同梱しておりますので、
よく保管してください。

適用モデル名

* モデル 冷温水サーバー : B5CH, B7A, B9A, B10A, B11A, B17A, B17A1, B26A0, SB5CH, SB5A1, SB5A2, SB19A0
* 冷水サーバー
: B5C, B7B, B9B, B10B, B11B, B17B, B26B0, SB19B0
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安全のための注意事項

使用者の負傷・製品損傷・財産上の被害などを未然に防ぎ、製品を安全に使用するために
は取扱説明書に記載された安全情報を熟読し、指示にお従いください。

- 使用説明書に表記された安全記号

警告

注意

注意して対処しなければ、
死亡や重傷などの恐れが

ある状況を意味しています。

注意

注意して対処しなければ、
負傷や財産上の被害が

発生することを意味しています。

参考

単独でコンセントをお使いください。
マルチソケット式の電源は使用しないでください。
過度な電圧及び電力の負荷は火災の原因となります。

お子様もしくは身体的・精神的に不自由な方は保護者様の助けの下でお使いください。
お子様が製品を持ち遊びまたは製品周りから遊ばないように気をつけてください。

また幼児がいるご家庭では幼児が製品に近寄らないように目を離さないでください。

もし電源コードが破損している場合は危険ですので、
メーカー業者もしくは代理店までご連絡ください。
資格のある専門家による交替が必要になります。

1

安全のための注意事項

注意

電源プラグを無理にひねったり、
縛ったり、
引っ張らないでください。
また勝手に加工して繋げないでください。
感電やショットによって火災の原因となります。
必ず接地されたコンセントに繋げてご使用ください。
故障及び感電の危険があります。
温水は火傷する程、
熱いです。火傷を防ぐためには温水フォーセット安全装置はありますが、
特にお子様が
使用する際には気をつけるようにご指導ください。
サーバー毎にレバーの形状が相違することもあります。
認可されたウォーターサーバーだけをご使用ください。
定期的に製品の内部・外部を掃除してください。製品裏面にあるコンデンサーに汚れ・埃が付いたら、
冷却性能が
低下されます。
掃除する際には必ず電源プラグを抜いた状態からスタートして柔らかいブラシで掃除してください。
また内部に水が入らいないように気をつけてください。
水漏れをご確認ください。製品の故障またはボトルの破損による水漏れとなる可能性があるので、
ボトルを交換する度に水漏れをご確認ください。
停電または稼働中の電源を遮断して再稼働する際には5分以上経過してから稼働してください。
(5分以内に再稼働する場合には。
“冷却措置”故障原因となります。
)
本製品は屋内用です。室内に設置してください。
長時間使用しない際には裏面のドレインキャップを開けて冷水・温水タンクにある残水をすべて排水してください。
湿気または埃などが多い所や水が直接飛ぶ所には製品を設置しないでください。
また、齧齒類や虫などが
良く現れる場所には設置しないでください。
製品の電気関連部品が簡単に故障・感電または火災になる恐れがあります。

警告

製品を分解及び改造してはいけません。
電気配線及び配管の切断または改造することで

感電や火災など火傷する恐れがあります。
この場合、
メーカーなどに責任は問われません。

ボトルガイドを外してから使用しないでください。
取り付けせずに使用する際には誤作動の問題が

起こります。
必ずボトルガイドを装着してから、
ご使用ください。

*ボトルガイド
(No-Spill Kit)

電源プラグをコンセントから取り外し・差し込みをする際には濡れた手で触らないでください。
感電する原因となります。

漏電遮断器(感度電流30MA以下)に繋げたコンセントに差し込んでご使用ください。
漏電する際に故障及び感電する恐れがあります。
製品に水や殺虫剤などの可燃性スプレーを噴射しないでください。
人体に有害であり、
製品の故障及び火災が発生する恐れがあります。
電源を入れる前には必ず定格電圧仕様をご確認ください。

ガス(冷媒)漏れがある場合にはドア・窓を開けて換気させてから、
近くの代理店にご連絡ください。

温水フォーセット使用方法

( 冷温水サーバーの場合 )

温水用のフォーセットには使用者の火傷を防止するための安全装置が取り付けられています。
次の説明に従って温水フォーセットをご使用ください。

警告

本製品はとても暑いお湯が出ます。
誤った使用することによる火傷の恐れがあるので、
本製品とその他のアクセサリーを
お子様の手に届かない場所に保管してください。
また、
お子様が操作する場合、
保護者様の格別な保護及び見守りが必要です。
ロックがかけられていても、
温水の雫が落ちることもあるので、
お子様が触れないように充分注意をするようにご指導ください。
本取扱説明書通り使用しない限り、
誤作動の原因となります。
1

◀
コップを出水フォーセットの下に
正しく位置させてから、
二つの赤色レバーを
掴み押し下げてください。

2

S型フォーセット - A

S型フォーセット - B
1

2

◀
レバーを前後からつまんで
ください。レバーをつまんだ
状態でそのまま押し下げて
ください。

1

C型フォーセット
1

2

◀
赤色温水安全ボタンを正確に押しつつ、
コップを温水レバー真中に位置させてから、
コッ
プでレバーを押し倒してください。
(モデル : B19A0, SB19A0)
2

2

◀
丈夫の安全装置(ボタン)を押しながら、
コップでレバーを後ろへ押し倒
してください。製品毎に模様が
そうするかもしれないですが、
方法は同じです。

設置方法

製品を設置する前には関る注意事項をよく読み、
熟知してください。
製品を初めて使用する方には4ページの洗浄方法を参考した上、
製品内部を洗浄してから、
お使いください。

警告

製品と同梱している転倒ワイヤー(一部製品に限る)を必ず接地してください。
ご使用中に製品が転倒する場合、
使用者が負傷し、
財産上の被害が発生する恐れがあります。

注意

商業施設などで48時間以上管理する人がいない状況で稼働される場合には、
水漏れ防止システムを設置してください。水漏れによる財産損失の恐れがあります。
定期点検を通して水漏れの有無をご確認ください。
水漏れが疑われる場合、
電源プラグを分離してサービスセンターへご連絡ください。
製品稼働中には製品を動かさないでください。
また、
フォーセットを握って持ち上げないでください。
故障原因となります。

設置前の確認事項

製品の外観及び電源ケーブル、
プラグなどに損傷がないかご確認ください。
電源ソケットが正常的に作動するかご確認ください。
冷水・温水・常温水フォーセットが正しい位置なのかご確認ください。
温水スイッチが閉めているかご確認ください。
柔らかい布でボトル周辺と製品上部側にある埃を取り除いてください。
必ず2番までの設置過程を完了した後、電源プラグを繋げてください。

1. ウォーターサーバーを適切な環境に設置してください。

- 直射光線・雨・雪に触れない室内に設置してください。
周囲温度５℃以下、
または２５℃以上の温度変化する所は
設置に適合しておりません。自然的要因による製品破損・変色の場合、
保証が適用されません。
- 平坦な床面に設置してください。
製品及びボトルが満水となった際の重さを耐えなければなりません。
湿気・ホコリ・水などに接触しやすい所には設置しないでください。
また、
虫や有害動物などが出没場所で
設置しないでください。製品の電気関連部品を壊れ、
故障・感電・火傷の恐れがある。
- 製品及び周辺の円滑な喚起をするためにせめて１０㎝（４inch）以上離れて設置してください。
騒音及び振動は設置場所と方法によって差があります。

2. プラグを差し込む前にボトルを先に載せ、水漏れをご確認ください。

- ボトルを正しくしっかりと取り付けてください。
ボトルの重量による事故に注意してください。
- ボトルを取り付けてから、
温水フォーセットのレバーを出水するまで押してください。
温水フォーセットから出水できたら、
製品内部に水が満たしていることです。
温水タンクに水が入らない状態で温水ヒーターが稼働すれば、
水がない状態で
稼働されるため、
火災または故障の原因となります。
- 製品内部・外部から水漏れがあるか確認し、
水漏れがあれば、
取り付けたボトルを
抜いてからすぐに代理店またはサービスセンターへお問い合わせください。

温水

定格電圧確認

3. プラグを差し込んでください。

- 電源を入れる前に必ず定格電圧仕様をご確認ください。
非正常的電気定格からの使用は故障の原因となります。
- 電源を入れると、
冷水はすぐに作動できます。
（別途の冷水スイッチはなし）

4. 温水スイッチを開けて温水を作動してください。(冷温水サーバーの場合)

- 温水装置はプラグを差し込んでからスイッチを開けると、
作動します。
- 温水スイッチは製品の裏面に位置しております。工場から出荷する際には温水スイッチは
閉めの状態で出荷されます。常温水・冷水サーバーにスイッチはありません。
- 出水する前に冷水は４５分、
温水は３０分程度付けると、
出水できます。

5. 製品を壁に固定してください。

- 本製品の転倒防止のために同梱しているワイヤーで製品を壁に固定してください。
（一部製品に限る）
3

開け(ON)

閉め(OFF)

温水スイッチ

*ワイヤー Set
(一部製品に限る)

洗浄方法

注意

製品内部及び出水蛇口には指定宅配水または浄水された水以外には他の洗浄剤は使用してはいけません。
火傷の恐れがありますので、
必ずゴム手袋を付けてください。

警告

製品に水が触れないようにしてくだしさい。
直接噴射・スチームクリーナーなどを利用すると、
電気部品の故障・感電・危険の恐れがあります。
1

ウォーターサーバーの
電源コードを抜き、電源を
遮断してください。

3

2

温水タンク中の水が常温水と
なるまで温水フォーセットから
水を抜いてください。
(火傷危険注意）

배수캡
(온수)

7

まず①ボトルガイド(No-SpillKit)を分離してから冷水タンクの
内部にある②冷水分離板
(BAFFLE)を外して
良く拭いてください。

サーバー裏面(または床)に
位置したドレインキャップを
開けて完全に排水してから
閉めてっください。
(火傷危険注意)
9

温水フォーセットから温水
タンクに満水となっている水を
抜いてください。
(常温水・冷水
サーバーの常温水フォーセット
から抜いてください。
)

冷水タンク内部をきれいな
布で洗浄してください。
(この際に汚物が冷水タンク
底にある穴に入らないように
注意してください。
)
(漂泊剤・洗剤使用禁止）
11

10

배수캡
(온수)

製品裏面(または床)に位置する
ドレインキャップを開け、残水を
すべて排水してから閉めて
ください。

フォーセット交換方法

冷水分離板（BAFFLE）を
取り付け、ボトルガイド
（NonSpill Kit）を正しく取り付けて
ください。

注意

鋭い道具を使用してフォーセット内部を洗浄しないでください。
フォーセット内部にあるパッキングが損なわれたら、
水漏れする恐れがあります。

1. まず製品の電源を消してください。
2. ボトルを取り外してください。
3. 冷水・温水及び常温水フォーセットから完全に出水してください。
（一部サーバーに限る）
4. パネル両側を持って斜めに降ろしつつ、
分離してください。
5. フォーセットを左側へ回して分離してください。
6. フォーセットを右側へ回して取り付け、
パネルを製品に改めて設置してください。
* パネルの有無はモデルによって異なります。

冷水フォーセットから完全に
水を抜いてください。

ボトルを製品から取り外
してください。
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5

4

4

8

洗浄した後に冷水タンクの
内部を満水させ、冷水
フォーセットから水を抜くことを
数回繰り返して濯いでください。
最後にきれいな布で
本製品の外側を良く拭き、
裏面のコンデンサーに
ある埃や汚物などを
真空清掃機などできれいに
清掃すれば、
洗浄は完了します。
本取扱説明書の設置方法に
基づいて製品を
再設置した後、
ご使用ください。

(モデル : B19A0, SB19A0)

3

2

1

故障診断及び措置事項

*サービスをお求めになる前にお先にご確認ください。

症状

冷水・温水
両方とも出ない

原因

措置事項

· コンセント不良
· 電源プラグが抜いている。
· 停電

· コンセントに電気が通じているかご確認ください。

· 温水スイッチ

· 温水スイッチを

· 先ほどは冷水の使用量が多かった。
· 製品周りの通風が上手くされない。
· 冷水タンク中の冷水分離板（BAFFLE）が
冷水だけ出ない
外れている。
· 供給水（お水）の飲んどが高すぎる。
（夏季の際に直射光線に長時間置かれ、
相当な高温となっている。
(閉め)状態。

· 先ほどは温水の使用量が多かった。
· 温水タンクのない下部に満水となる前に
電源が入れられ、
温水安全装置が
作動された場合。 (過昇防止機)

· 冷水が出るまでしばらくお待ちください。
· 製品を壁側から 10 ㎝ 以上離してください。
· 冷水分離板(BAFFLE)を良く取り付けてください。
· 冷水が出るまでしばらくお待ちください。
· 供給水(お水)を涼しい所へ保管してご使用ください。
(開け)状態に設定してください。

· 温水ができるまでしばらくお待ちください。
· 温水スイッチが設定されているかご確認ください。
· 温水スイッチが設定されていたら、
次の手続きとして
温水タンクをリセットしてください。
(温水安全リセット)

1. 電源プラグを必ず分離してください。
感電の恐れがあります。
2. 長い割箸などを利用して温水安全装置リセットボタンを
押してリセットしてください。30 分 以内に温水供給が
できなかった場合には、
代理店・サービスセンターへご
連絡ください。
(過昇防止機)

温水安全装置
リセットボタン

(冷温水サーバーの場合)

*必要道具

温水だけ出ない

20 ㎝ 以上の長い割箸・
スクリュードライバーまたは
長さが似ている細い道具

* モデル毎にリセットボタンの位置が相異なので、
必ずご連絡ください。

· [モデル：SB19A0, B19A0以外の全モデル]

製品裏面中央内側の温水タンク側面と繋がっている
電線4個の中で左側一番目と二番目の間に突出している
ボタンを道具を利用して軽く押してください。
· [モデル：SB19A0全モデル]
製品の左側にある送風口のネジを取り外した後で温水
タンク側面と繋がっている電線4個の中左三番目と
四番目の間に突出しているボタンを軽く押してください。
· [モデル：B19A0全モデル]
製品裏面中央内側の温水タンク側面と繋がっている
電線4個の中で左側一番目と二番目の間に突出している
ボタンを道具を利用して軽く押してください。

5

故障診断及び措置事項

*サービスをお求めになる前にお先にご確認ください。

症状

騒音が発生する
水漏れする

原因

措置事項

· 製品が水平に設置されていない。
· 他の製品ト接触される場合。

· ボトル破損（目に見えないほど微細な
破損のことがほとんど ）

· 製品を水平に設置して左右前後に動かして揺れが
ないようしてください。
· 製品周りの間隔を適切に外してください。
· 機械内部・外部に落とした水を良く拭き、
破損がないボトルで交換する。

お勧めの部品交換周期

- 部品保有期間は製品を構成する各部品に対する保有期間を意味しており、
その期間は次のようです。
- お勧めの部品交換周期内での部品交換は製品を安定的に使用することができるようにします。
部品保有期間

6年
3年
冷水TC/コンプレッサーPTC/コンプレッサーOLP/温水スイッチ/温水バイメタル
出水蛇口(フォーセット)
1年
* お勧めの部品交換周期を守らない場合、焼損(火災)など発生の恐れがあります。
お勧めの部品交換周期

この保証書に明記されていない事項については品目別の消費者被害補償基準(消費者庁)に基づきます。
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