UVハイブリッド浄水サーバー

Cube

温水アイコン

吐水ボタン

温水アイコンをオレンジの照明が点灯
するまで１秒間触れ続けてください。
その後吐水ボタンを選択すれば、温水
が吐 水されます。
（この安 全 機 能に
よって子供等による誤った操作で温水
が吐水されることを防止します。）
※10秒以上触れ続けるとスリープ
モードが変更されますのでご注意
ください。

吐水したい水の種類を選択した後に
この吐水ボタンに触れ続けてくださ
い。コップの吐水量が希望の水量に
なったら、吐水ボタンから手を離してく
ださい。

ウォーターロジック・カスタマーセンター

0120-524-388 平日：10:00〜17:00（土日祝日・年末年始 休み）
受付時間

冷水

冷水アイコンに触れて選択し、吐水ボタンに触れてください。
※UVの除菌作用により、最初の約70mLは少しぬるくなっている
場合があります。

常温水

常温水アイコンに触れて選択し、吐水ボタンに触れてください。

冷水アイコン
冷 水を選 択して 、
吐水ボタンに触れ
てください。

温水（チャイルドプルーフ）

オレンジのアイコンが点灯するまで温水アイコンに１秒間触れてくださ
い。その後吐水ボタンに触れれば、温水が吐水されます。
（この安全機能によって幼児や子供による誤った操作で温水が吐水さ
れることを防止します。）

常温水アイコン
常温水を選択して、
吐水ボタンに触れ
てください。

高温水アイコン
表示パネル上の高
温水アイコンに触れ
続けてください。
アイコンが赤色に点
滅して、Cube内の
水が加熱されていること
が表示されます。高温水ア
イコンの点滅が消えたら、
Cube内の水が指定され
た温度の高温水になった
ことを示しています。
この
時点で、温水の吐水方法
と同じ方法で高温水を吐
水してください。

表示パネル上の高温水アイコンに触れ続けてください。アイコンが赤
色に点滅して、Cube内の水が加熱されていることが表示されます。高
温水アイコンの点滅が消えたら、Cube内の水が指定された温度の高
温水になったことを示しています。
こののち、温水の吐水方法と同じ方
法で高温水を吐水してください。

水漏れ検知アイコン
このアイコンが点 灯し
たら、給水を停止して、
ウォーターロジック・カス
タマーセンターへご連絡
ください。

吐水ボタン

吐水したい水の種類を選択した後にこの吐水ボタンに触れ続けてくだ
さい。
コップの吐水量が求める水量になったら、吐水ボタンから手を離
してください。

フィルター・アイコン
このアイコンが点灯したら、
フィルターカートリッジを交
換してください。

UVランプ・アイコン

UVランプの不具合発生。
UVランプを交換してください。

電源・UVランプOK
(異常なし）

高温水（チャイルドプルーフ）

※吐水ボタン等は、軽く触れるだけで作動します。
強く押すとボタンが破損することがあります。

スリープモードの選択

Cubeは約3時間どのボタンも押さないと、消費電力を低減するために節電状態（スリー
プモード）
になります。
機能

時間

スリープモードに
入る時間

3Hr
72Hr

アイコン
温水アイコン
（橙色）
高温水アイコン
（赤色）

操作
10秒以上
触れ続ける

アラーム
ピッ

※スリープモード解除直後に温水・高温水をご利用する場合は、湯温が下がっているので
適温まで時間がかかります。

WL Cube Firewall
User Quick Guide
HOT WATER
Press and hold the hot water icon
for 1 seconds until the icon has
illuminated orange, then select
the dispensing button and hot
water will be dispensed (this safety
feature prevents hot water from
being dispensed accidentally,
especially by children).

EXTRA HOT
WATER
Press and hold the
extra hot water icon on
the display panel for 1
seconds, the icon will
flash red to indicate that
the water is heating.
Once the icon turns
off, the water is at the
correct temperature
and extra hot water can
be dispensed following
the same method
as Hot Water.

DISPENSING BUTTON
Press and hold this icon after
selecting the type of water you
wish to be dispensed, when your
cup has reached the desired level
release the button.

COLD
WATER

Select cold water
and then press
dispensing
button.

AMBIENT
WATER

Select ambient
water and then
press dispensing
button.

A LEAK
HAS BEEN
DETECTED

Turn off the water
supply and call
your authorized
service agent.

FILTER SERVICE
DEMAND
Replace filter cartridge.

UV LAMP HAS FAILED
Replace UV lamp.

POWER / UV
OK

