
Sandbox Smart R1 焙煎機使用說明書

．アプリで簡単操作×スマート焙煎．



お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品がお届けする新しいコーヒー生活をお楽しみください。

QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。



製品について
本製品はスマートフォンのアプリで簡単に操作できるスマート焙煎機です。プリセットモ
ードで浅煎り・中煎り・深煎りをお選びいただいたり、手動モードでファンや火力、回転
速度を調整していただいたりして、お好きな味に焙煎することができます。

製品規格
●ブランド：Sandbox Smart
●型番：Sandbox Smart R1
●焙煎量：最高の風味を保つために100gを推奨
●加熱方法：電熱式
●電圧：AC 100-120V 50/60 Hz
●電力：500-600W
●回転速度：30rpm
●サイズ：長さ25.5×幅23.0×高さ26.0 cm
●重量：約7kg
●接続方法：Bluetooth
●付属品：耐熱手袋1組、クリーニングブラシ1本

製品の特色

安全に関する注意事項
1.本製品は必ず本体のそばで操作、使用してください。焙煎時間は20分を超えないでくだ
 さい。
2.焙煎開始前に、ドラムが正しい位置にセットされ、ドアとシルバースキントレイがしっ
 かりと閉められていることを確認してください。
3.焙煎中に異常が発生した場合、すみやかに電源プラグを抜き、外殻が完全に冷却するま
 で待ってから、ドアを開けてください。
4.焙煎中にBluetooth接続が切れた後、温度が高くなり過ぎて安全機能が作動するなどし

 た場合、30秒以内にBluetooth接続が回復しなければ、焙煎を停止します。
5.本製品でコーヒー豆以外の物を焙煎しないでください。
6.本製品を屋外で使用しないでください。乾燥した風通しの良い場所に置き、周囲20cm以
 内に何も置かないようにしてください。
7.本製品を不安定な場所や、熱に弱い、または燃えやすい材質の上で使用しないでくださ
 い。また、カーテンなど燃えやすい物や、発熱する電気製品、ヒーター、ガスコンロな
 どのそばで使用しないでください。火災の原因となります。
8.本製品は使用中、表面とドラムハンドルの温度が高くなります。必ずオーブンミットな 
 どを着用し、決して直接手で触れないでください。
9.ドラムハンドル（以下図のＫ）は蓄熱性が高いため、焙煎後の余熱にご注意ください。
10.使用後、シルバースキン（コーヒー豆の皮）をしっかり掃除してください。残っている
 と加熱管が焦げたり、発火したりします。
11.使用後、あるいは掃除の前は必ず電源プラグを抜き、冷却するまで待ってから、付属品
 の取り付け、取り外しを行ってください。
12.延長コードや電源タップを使用しないでください。他の電気製品とコンセントを同時に
 使用すると危険です。
13.本製品をお子様だけで使用しないようにしてください。また、乳幼児の手が届く場所で
 使用しないでください。
14.感電を防ぐため、電源コードやプラグ、その他部品を水に入れないでください。
15.電源の電圧と本製品の定格電圧が合っているか確認してください。感電、ショート、発 
 煙や発火を防ぐため、電源プラグは確実にコンセントに差し込んでください。
16.電源プラグが破損している場合、すみやかに使用を停止して専門業者に修理を依頼して
 ください。
17.本製品は家庭用です。
18.本製品は型式認証に合格した低出力無線周波機器です。企業あるいは個人が許可なく周
 波数を変更して電力を引き上げたり、本来設計された特性や機能を変更したりしてはな
 りません。
19.低出力無線周波機器の使用は、航空機の飛行の安全と合法的な通信を妨害してはなりま
 せん。もし、妨害していることが分かった場合、すみやかに使用を停止し、原因を解決
 してから使用を続けてください。合法的な通信とは、電信法が規定する無線通信を指し
 ます。低出力無線周波機器は合法的な通信、あるいは工業、科学及び医療用電波放射機
 器の妨害を受け入れなければなりません。

電熱式焙煎機

Bluetooth接続操作

クラウドデータ収集

プリセットの焙煎曲線

LED内部ライト

コンパクト&スタイリッシュ

低騒音

取り外し式ドラム

選べる焙煎レベル

引き出し式シルバースキントレイ
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各部の名称

1.電源ボタン－電源をオン/オフし、ライトで作動状態を表示します。
2.ドア－斜め開閉式で、ガラスのウィンドウから豆の色を確認できます。
3.ドラム－回転して生豆を攪拌し、均一に焙煎します。
4.シルバースキントレイ－シルバースキンを回収し、引き出し式に取り出せます。
5.温度センサー－豆との接触を避けて、温度を測定します。

初めて使用する時
1.初めて使用する時は、ドラムを水洗いし、完全に乾かしてからご使用ください。
2.使用前に、包装や保護材、電源コードの結束バンドを全て取り外してください。
3.使用前に、加熱管の下にある吸気口が閉まっていることをご確認ください。
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アプリの操作方法
●アプリのダウンロード：App StoreまたはGoogle Playでアプリ「Sandbox Smart」を検索して
 、または以下のQRコードをスキャンし、ダウンロードしてください。

●焙煎開始：電源プラグをコンセントに差し込むとボタンランプが点灯します。
●Bluetooth接続：アプリを開いて、本製品と接続します。
●焙煎曲線を選ぶ：焙煎曲線をタッチすると、予熱を開始します。
●豆を入れる：予熱が完了したら、ドラムに生豆を入れます。ドラムをドラム軸に差し込んで内部 
 にセットし、イカリ型のドラムスタンドを確実に位置決め穴に入れてください（以下図参照）。
●ドアを閉める：確実に閉まっていることを確認してください。
●焙煎する：アプリで生豆を入れたことを確認すると、焙煎を開始します。
●クラック：クラック（豆がはじける音）が聞こえます。最初のクラックの時は「第１クラック」を、2 
 回目のクラックの時は「第２クラック」をタッチして、豆を取り出す準備をします。
●豆を取り出す：ドラムが停止し、外殻が冷却したら、すみやかにドラムを取り出してください。取 
 り出す際はオーブンミットなどを着用し、やけどにご注意ください。
●焙煎完了：焙煎完成しましたから、電源プラグを抜いてください。連続焙煎して場合は、焙煎す
る前に機械の温度を予熱温度以下に下げてください。

**詳しい説明はアプリのユーザーガイドをご覧ください**

生豆をドラムに入れる イカリ型のドラムスタンドを
確実に位置決め穴に入れる

生豆をドラムに入れる イカリ型のドラムスタンドを
確実に位置決め穴に入れる



手動の操作方法
●焙煎開始：電源プラグをコンセントに差し込むとボタンランプが点灯します。
●内部ライトをオン/オフする：電源ボタンを短く押してください。
●予熱開始：内部ライトが２回点滅するまで電源ボタンを長押しすると、予熱を開始します。
●予熱完了：内部ライトとボタンライトが同時に点滅します。
●豆を入れる：ドラムに生豆を入れます。ドラムをドラム軸に差し込んで内部にセットし、イカリ型
のドラムスタンドを確実に位置決め穴に入れてください（以下図参照）。
●ドアを閉める：確実に閉まっていることを確認してください。
●焙煎する（手動モード）：内部ライトが２回点滅するまで電源ボタンを長押しすると、焙煎を開始
します。
●豆を取り出す：ドラムが停止し、外殻が冷却したら、すみやかにドラムを取り出してください。取
り出す際はオーブンミットなどを着用し、やけどにご注意ください。
●焙煎完了：焙煎完成しましたから、電源プラグを抜いてください。連続焙煎して場合は、焙煎す
る前に機械の温度を予熱温度以下に下げてください。

ボタンライトの説明

※解決方法
1.ボタンライトがすばやく点滅する場合、常温に冷却されるまで待ってから、再度電源をオンに
 してください。
2.冷却後も正常に使用できない場合、弊社にお送りいただき、修理してください。

※注意
1.予熱中、ドラムは内部にセットしないでください。予熱完了後、３分以内にセットし、焙煎を開始
してください。３分以上経過しますと自動停止し、予熱のやり直しになります。
2.ボタンを押しても電源がオンにならない場合、電源が正常かどうか確認してください。

緊急処置
ご使用中に何らかの問題や破損が見つかった場合、すみやかに使用を停止してください。引き続
き使用されますと、発火や感電、ケガの原因となります。すみやかに電源プラグをコンセントから
抜き、冷却してください。

お手入れ
Step1. 本体とドラムが完全に冷却していることを確認します
Step2. 電源プラグをコンセントから抜きます
Step3. ブラシでドラム、本体内部、シルバースキントレイの豆の皮を掃除します
Step4. ドラムを水洗いし、完全に乾かします
Step5. 本体を乾いた布で拭きます

お手入れの注意事項：
1.本製品を水に入れたり、水をかけたりしないでください。
2.水以外の溶剤で本体を拭かないでください。

生豆をドラムに入れる イカリ型のドラムスタンドを
確実に位置決め穴に入れる

●正常な状態
ライトの状態 作動状態

点灯 電源がオンになり、待機状態です
予熱中です
予熱が完了すると、内部ライトと同時に点滅します
焙煎中です

冷却中です

点滅

●異常発生時

ライトの状態 作動状態

過熱状態です

加熱が正常ではありません
すばやく点滅
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製品保証

このたびはSandboxの製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
弊社は製品ご購入日から１年間の全世界保証を提供しております。保証期間内に発生した
非人為的な原因による故障や破損に対し、弊社は修理サービスを行います。製品の修理及
び交換に際しては、レシート原本やご注文情報などご購入の証明、並びに本使用説明書の
保証印を提示していただく必要がございます。
1.保証サービス及び関連する問題については、販売店にお問い合わせください。
2.保証期間内に以下の原因で発生した故障や破損については、修理費用をいただく可能性
 がございます。
●本使用説明書が示す安全に関する注意事項を守らずに使用した
●弊社の許可のない者が分解、改造した
●規定の電圧を守らずに使用した
●自然に使用して外観が汚れた
●天災や人為的な原因
●弊社以外が提供した消耗部品を使用した
●移動や輸送の際に落下した
3.以下のいずれかの場合、弊社は費用をいただきます。
●保証期間を過ぎている
●ご購入の証明が提示できない
●本保証説明書の内容が改ざんされている、または内容と現物が一致しない
●本保証説明書の購入日が記載されておらず、販売店印がない場合、保証は無効となりま  
 す
4.ご購入の製品がすでに販売停止となっており、かつ保証期間を過ぎ、部品が生産停止と 
 なっている場合、弊社は類似の部品を代用して修理いたします。
5.本保証説明書は、製品の保証期間内に提供されるアフターサービスのみに対するもので
 あり、その内容は法律上、消費者の購入取引に関わるものではなく、法的な制限の権利
 を有するものではありません。本保証説明書は、消費者に保証サービスのみを提供する
 ものです。弊社が消費者に提供する有価証明とみなされ、改ざんや偽造は認められませ
 ん。




