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チューブ

お酢

Wi-Fi ランプ

[START/PAUSE] ボタン

電源ボタン

【酒】の分量設定ダイヤル

【酒】の調味料のタンク

分量設定ダイヤル
分量表示ランプ

[CLEAR] ボタン

[PRESET] ボタン

人数表示
ディスプレイ

人数設定ボタン

酒

醤油みりん

付属品

ノズル

受け皿

調味料タンク

電源ケーブル 計量カップ（300ml）

1 各部のなまえ

本体

操作パネル

それぞれの分量設定ダイヤルの真下に、対応
する調味料のタンクを取り付けてください。

ノズル、チューブ、受け皿、調味料タンクは取
り外して洗うことができます。
※受け皿は置くだけで、固定はされません

チューブの着脱時に、操作パネルが閉じて指
などを挟まないようにご注意ください。

03



調味料をOiCy Tasteにセットします。

1

2

3

タンクの蓋を開けます。

タンクに調味料を入れ
ます。
蓋を閉めたときに溢れないよう
に、最大で八分目ほどまでを目
安に入れてください。パッキン
類は必ず取り付けてください。

調味料タンクがまっすぐになる
ように取り付けて下さい。タン
クの蓋の口がチューブにしっか
り差し込まれていないと調味料
が溢れることがあります。

タンクをOiCy Tasteに
セットします。

2 調味料をセットする

【酒】の分量設定ダイヤル

【酒】の調味料のタンク

それぞれの分量設定ダイヤルの真下に、対応
する調味料のタンクを取り付けてください。
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動画で見る

https://cookpad.com/ct/188262


1

2

3

4

複数の調味料をまとめて設定
することができます。

分量を設定して調味料を出すことができ
ます。

計量カップを受け皿に
置きます。

分量設定ダイヤルを回し
て調味料の分量を設定
します。

設定した分量が出ると自動で止まります。

[START/PAUSE] ボタ
ンを押して調 味 料を出
します。

- 調味料は、醤油、みりん、酒、お酢の順に
１つずつ出てきます。出ている調味料は分量
表示ランプで確認することができます。

- 調味料が出ている途中で[START/PAUSE] 
ボタンを押すと一時停止できます。一時停止
中は調 味 料の 分 量 表 示ランプが点 滅しま
す。もう一度 [START/PAUSE] ボタンを押す
と残りの調味料を出すことができます。

- [CLEAR] ボタンを押すと、設定した分量を
クリアすることができます。調味料を出して
いる途中に[CLEAR] ボタンを押した場合は
その時点で調味料が止まり、設定もクリアさ
れます。

- 270mlを超える分 量を出す場合は、計量
カップから溢れることを防ぐために270mlを
出したところで自動で一時停止します。計量
カ ッ プ を 空 に し て か ら も う 一 度
[START/PAUSE] ボタンを押すと残りの調味
料を出すことができます。

3-1
基本の使いかた

分量を設定して調味料を出す

さらに詳しい使いかた
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動画で見る

https://cookpad.com/ct/188263


1

2

※同時に複数の調味料を出す
ことはできません

分量を設定せずに調味料を出すことができ
ます。

（設定された分量によら
ず）分量設定ダイヤルを
押し続けている間だけ
調味料が出ます。

分量設定ダイヤルを離すと止まります。

3-2
基本の使いかた

分量を設定せずに
調味料を出す
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動画で見る

https://cookpad.com/ct/188264


1

2

3

4

（例：４人分に設定します）

（例：大さじ３に設定します）

（例：３人分に変更すると、
大さじ ２ 1/4 に換算されます）

OiCy Taste本体のみで、必要な人数分に
あわせて分量の換算をすることができます。

（例：４人分で醤油大さじ３の分量を、
３人分に換算したいとき）

人 数 設 定ボタンを押し
て、元となる人数を設定
します。

分 量設 定ダイヤルを回
して調味料の分量を設
定します。

人 数 設 定ボタンを押し
て、必要な人数を設定し
ます。設定された分量が
自動的に変換されます。

[START/PAUSE] ボタ
ンを押して調 味 料を出
します。

4-1
便利な使いかた

人数に合わせて
分量を変更する
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動画で見る

https://cookpad.com/ct/188265


1

2

よく使う調味料の組み合わせを、プリセッ
トとして登録しておくことができます。プリ
セットとして登録した味付けは[PRESET]ボ
タンを押して呼び出すことができます。

 [PRESET] ボタンを押
してプリセットされてい
る調味料の分量を呼び
出します。

[START/PAUSE] ボタ
ンを押して調 味 料を出
します。

4-2
便利な使いかた

プリセットの分量の
調味料を出す

-  プリセットは最大３つまで登録することが
できます。 [PRESET] ボタンを押すことで
 1→2→3→1→...の順に呼び出すことができ
ます。

- あらかじめ２つのプリセットが登録されてい
ます。OiCyアプリを使うことで、プリセットの
追加・変更・削除をすることができます。OiCy 
Taste本体でプリセットの追加・変更・削除を
することはできません。

- プリセットの呼び出し後、分量設定ダイヤル
を回して分量を変更したり、人数設定ボタン
を押して人数分を変更することもできます。

さらに詳しい使いかた
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動画で見る

https://cookpad.com/ct/188266


OiCyアプリと一緒に、もっ
と便利にもっと楽しく使う
ことができます。

クックパッドレシピの調味料の分量を
OiCy Tasteに送ることができます。

お気に入りの味をOiCyアプリに
登録しておくことができます。

お好みの味付けをもとに新しい
レシピを探すことができます。

4-３
便利な使いかた

アプリと一緒に使う

OiCyアプリとOiCy Tasteを一緒に使うため
のセットアップについては、クイックスタート
ガイドをご覧ください。
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ノズル、チューブは取り外して洗うことが
できます。

５ お手入れ

- OiCy Taste本体を水につけたり、水をかけ
たりしないでください。

-  各 部品のつけ置き洗いをしないでくださ
い。

- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞう
きん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わ
ないでください。

- 食器洗浄機や食器乾燥機などを使ったり、 
煮沸したり、熱湯を使ったりしないでくださ
い。

- 長期間使わないときは、十分に汚れを落と
し、乾燥させてください。

- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤
（食器用・調理器具用）を使い、十分に洗い流

してください。

- スポンジ・ブラシ・布は柔らかいものを使っ
てください。

ご注意

取り外しかた①

取り外しかた②

取り外しかた③

取り外しかた④

チューブ

取り外しかた

ノズル

受け皿

調味料タンク
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動画で見る

https://cookpad.com/ct/188267


・電源ボタンを押してもOiCy Tasteの電源が入
らない。

・調味料が出てこない。

・調味料を出している途中でタンクの調味料が
空になってしまった。

・タンクに調味料が残っているのに途中で止
まってしまった。

・間違った位置に調味料タンクを取り付けて調
味料を出してしまった。または、対応調味料（醤
油、みりん、酒、お酢）以外の調味料を入れて出
してしまった。

・調味料が止まらずに設定した分量よりも多く
出てしまう。

・OiCyアプリとOiCy Tasteがつながらない
（OiCyアプリから調味料の情報を送信しても

OiCy Tasteの反応がない）。

・OiCy Taste本体や部品を、落下や転倒などの
衝撃によって破損してしまった。

・出た調味料が、設定した分量よりも少ない。

・OiCy Tasteがネットワークにつながらない。

・OiCy Tasteがネットワークにつながらなく
なった。

・OiCyアプリをダウンロードできない。

・電源ボタンを押してもOiCy Tasteの電
源が入らない。

電源

調味料

ネットワーク

アプリ

破損

電源ケーブルがコンセントとつながっているかご
確認ください。

・調味料が出てこない。

次のことをご確認ください。

・受け皿がセットされている
・計量カップが受け皿に置かれている
・調味料がタンクに入っている
・タンクの蓋がしっかり閉まっている
・タンクがOiCy Taste本体にしっかり取り付
けられている

・チューブがOiCy Taste本体にしっかり取り
付けられている

・調味料を出している途中でタンクの調味
料が空になってしまった。

途中で調味料が出なくなると自動的に一時停止
します。タンクに調味料を補充してからもう一度
[START/PAUSE]ボタンを押すと、残りの分量の
調味料を出すことができます。

・タンクに調味料が残っているのに途中で
止まってしまった。

一度に出す調味料の分量が270mlを超える場合
は、計量カップから溢れることを防ぐために、
270mlで自動で一時停止します。
一時停止後に、計量カップ内の調味料を別の容
器に移すなどして空にしてから、もう一度
[START/PAUSE]ボタンを押してください。

・間違った位置に調味料タンクを取り付け
て調味料を出してしまった。または、対応
調味料（醤油、みりん、酒、お酢）以外の調
味料を入れて出してしまった。

ノズル、チューブ、調味料タンクをよく洗浄した
後、対応調味料を正しい位置に取り付けてご使
用ください。その後の動作で気になることがあり
ましたらお問い合わせフォームからご連絡くだ
さい。

・調味料が止まらずに設定した分量よりも
多く出てしまう。

故障の可能性があります。お問い合わせフォーム
からご連絡ください。その際に、該当の調味料や
設定した分量などできるだけ具体的にご記入く
ださい。

・出た調味料が、設定した分量よりも少な
い。

故障の可能性があります。お問い合わせフォーム
からご連絡ください。その際に、該当の調味料や
分量などできるだけ具体的にご記入ください。

・OiCy Tasteがネットワークにつながらな
い。

次のことをご確認ください。

・電源ケーブルがコンセントとつながっている
・OiCy Tasteの電源が入っている
・OiCy TasteのWi-Fiランプが点灯している

Wi-Fiランプが点滅が続いている場合は、OiCyア
プリの設定画面からセットアップをお試しくださ
い。正常にネットワークに接続されるとWi-Fiラ
ンプが点滅から点灯に変わります。

・OiCy Tasteがネットワークにつながらな
くなった。

「OiCy Tasteがネットワークにつながらない。」
の項目をご確認ください。Wi-Fiランプが点灯し
ていてもネットワークにつながらない場合は、ご
家庭のインターネット環境に問題が発生してい
る可能性があります。
パソコンやスマートフォンからご家庭のWi-Fi（ア
クセスポイント）につないでインターネットにア
クセスできるかご確認ください。

・OiCy Taste本体や部品を、落下や転倒
などの衝撃によって破損してしまった。

状況を確認しますので、お問い合わせフォームか
らご連絡ください。ご連絡の際は、症状をできる
だけ詳しくご記入ください。

・OiCyアプリとOiCy Tasteがつながらな
い（OiCyアプリから調味料の情報を送信
してもOiCy Tasteの反応がない）。

OiCyアプリとOiCy Tasteが同じWi-Fi（アクセス
ポイント）につながっている必要があります。
次のことをご確認ください。

・お使いのスマートフォンがご自宅のWi-Fi（アク
セスポイント）につながっている

・OiCy Tasteがネットワークにつながっている
（「OiCy Tasteがネットワークにつながらない。」

の項目をご確認ください。）

・OiCyアプリをダウンロードできない。

体験品に同梱のクイックスタートガイドにした
がってOiCyアプリをダウンロードしてください。
クイックスタートガイドはこちらからもご覧いた
だけます。

お困りの際はご確認ください。解決しない
場合は、お問い合わせフォームからお問い
合わせください。お問い合わせの際は、症
状をできるだけ詳しくご記入ください。

６ 困ったときは

解決しないときはお問い合わせフォームから
お問い合わせください。
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