
始めましょう





新しくなった Acaia Pearl Model S をご購入いただきありがとうございます。
クラシック Pearl S と同様に、このスケールはコーヒーファンにもプロフェ
ッショナルにも対応し、抽出中に重量、時間および流速を追跡することがで
きます。

Acaiaは精度、速度、および高パフォーマンスを実現するコーヒースケール
のパイオニアです。優れた完成度を誇る Pearlシリーズは、高精度、迅速な
応答時間、およびプアオーバーコーヒーを考慮して設計されています。

Brewguide ディスプレイ、内蔵サウンドと音声が新たに実装され、様々な方
法でコーヒー抽出をお楽しみいただけるようになりました。無料アプリを使
って抽出ガイドを検索してダウンロードし、完璧なコーヒーを淹れる準備を
しましょう。

このクイックスタートガイドには、Pearl S のセットアップと使用に必要な
すべての重要な情報が含まれています。また必要に応じて高度な機能を設定
に追加してください。お好きな使用方法をお選びください。可能性は無限
です。

Pearl S をお買い上げいただきありがとうございます。さあ、抽出を開始し
ましょう。



パッケージ内部

Pearl S を使用する前に

耐熱コースターAcaia Pearl Model S 
コーヒースケール

USB Type-C 
充電ケーブル

前面の警告ラベルを
はがします

保護ボードを取り外します スケールを安定した平ら
な面に配置します
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電源
電源オン
電源オフ

モードの切り替え
モードの切り替え

風袋引き

スケールの概要

LED 表示

風袋ボタン電源ボタン

充電 / 低バッテリーイ
ンジケーター

Bluetooth 接続
インジケータ / 
ボタンの押下

重量安定インジケーター

オンスで計量

重量の風袋引き / ゼロ表示
グラム / オンスの切り替え
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ダブルタップ 
タップ

長押し

USB Type-C 
充電ポート



通知音

Acaia Pearl Model S には、高温での充電を避けるように充電保護が装備されてい
ます。コーヒーの抽出後、表面がまだ熱い時にスケールが充電されないのは異常
ではありません。スケールの温度が下がると、バッテリー充電機能が再度有効に
なります。

同梱の USB Type-C 充電ケーブルを使って、Pearl 
Model S を USB ポートに接続して充電すること
ができます。フル充電後、通常の使用方法では約
16～40時間連続してスケールを使用できます。

バッテリーの充電

Pearl Model S には新たにサウンド通知機能が搭載され、抽出体験が高まります。
設定した間隔で重量と時間が音で通知されるため、抽出ワークフローに集中す
ることができます。[詳細設定] 内で、サウンド通知モードをパーソナライズしまし
ょう。
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Acaia Pearl Model S には重要なモードがすべて装備され、コーヒー抽出のニーズ
に合わせて選択できます。パッケージから出した時点では、最も重要なモード： 
計量専用モード、デュアル表示モード、Brewguide モードが設定されています。
[詳細設定] で抽出モードを有効にします。このモードには、自動開始、自動風袋
引き、カウントダウンタイマーなどの機能があります。お好みに合わせてシステム
設定を変更することで、スケールをカスタマイズすることもできます。たとえば、
画面の輝度や、自動オフタイマー設定の調整などがあります。

[詳細設定] にアクセスするには、電源ボタンを長押しし、
[Setting]が表示されたら「     」をタップします。
その後スケールが自動的に設定メニューに入ります。

詳細設定

次のセクションで、[詳細設定] を通して選択できる抽出モードをご覧ください。
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[Select] をタップします
[Confirm] を長押しします
[Exit] をタップします



抽出モードの概要

このモードでは、ポルタフィルターのコーヒー粉を精確かつ高速
に計量することができます。スケールは自動的にポルタフィルタ
ーの重量を引き、ポルタフィルター内の挽きコーヒーを調整でき
ます。このモードは、ポルタフィルターを取り外してから 15 秒
後にリセットされ、次の抽出用の計量ができるようになります。

モード 4 - ポルタフィルターモード

このモードはプアオーバーコーヒー抽出向けです。スケールはケ
トルから容器への液体の流入を感知し、タイマー機能を自動的に
開始します。抽出器具をスケールから持ち上げるとタイマーは停
止します。スケールから容器を取り除くと、ディスプレイに最終
的な飲料の重量が点滅表示されます。

モード 3 - プアオーバー自動開始タイマーモード

モード 2 ‒ デュアル表示モード
タイマーと重量がデュアル表示されるこのモードは、コーヒー抽
出のすべてのニーズ用に作られています。タイマーと風袋引き機
能を手動でコントロールすることができます。

すべての計量目的向けの、計量専用モードです。「  」を長押し
して、計量単位をグラムまたはオンスから選択します。

モード 1 ‒ 計量モード
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コーヒー抽出のためのステップバイステップのインタラクティブ
ガイド。Acaia Brewguide アプリを使って、Pearl Model S のレシ
ピをダウンロードできます。Brewguide アプリでは、世界中のロ
ースターが作成したガイドをチェックすることもできます。

モード 7 - Brewguide モード

モード 6 - 流速モード
プアオーバーコーヒー抽出向けです。ディスプレイにはタイ
マー、流速、および重量が表示されます。

このモードの目的は、エスプレッソ抽出です。スケールは容器の
重量を自動的に風袋引きします。その後エスプレッソの容器への
注湯を感知し、タイマー機能を自動的に開始します。エスプレッ
ソの容器への流入が止まるとタイマーが停止します。

モード 5 - エスプレッソモード

カウントダウンモードは、カスタマイズ可能なタイマーです。
3 種類の調節可能なプリセットと 30 種類を超えるメロディーを使
って、タイマーをパーソナライズ。同時にアクティブにできるタ
イマーは 1 つのみです。

モード 8 - カウントダウンモード

分が点滅を開始するまで「    」を長押しして、タイマーを調節します。「    」をタップして、
現在値を増やします。「    」を長押しすることで、スクロールが早くなります。「    」をタッ
プして確定します。

タイマーの調節
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Acaia Pearl Model S は精密機械であり、頻繁に使用する場合は定期的なキャリ
ブレーションをお勧めします。キャリブレーションを行うには、計量専用モ
ードを選び、単位をグラムに切り替え、以下の手順に従います。

注： 100 g、500 g、1000 g または 2000 g の分銅を使うこともできます。Acaia 分銅
以外の分銅を使う場合は、F2クラスの標準キャリブレーション分銅を使うことをお
勧めします。

スケールのキャリブレーション

スケールが濡れている時は充電しないでください。
スケールの上に熱いものを直接置かないでください。耐熱コースターを使用し
てください。
メーカーの承認なしに変更を行うと、スケールが破損する可能性があります。
非常に強い磁場の近くでスケールを使用しないでください。

ご注意

キャリブレーション分銅をス
ケールの中央に置きます。

キャリブレーション
が完了します。分銅
を取り除きます

100g100g 100g

画面に [ CaL ] が表示され
るまで、[      ] を素早くタ
ップします。

•
•

•
•



Acaia は、様々な用途のために作られた無料アプリを提供し
ています。Pearl Model S をアプリと連動させて、抽出体験を
高めてください。

アプリ

オンラインでAcaiaをフォローして下さい

@acaia_jp

次の言語の Pearl Model S ユーザーマニュアルをオンライン
で検索：English、繁體中文、简体中文、日本語、Italiano、
Deutsch、Français、および Español。または、弊社のヘルプ
センター (help.acaia.co) にアクセスしてください。

母国語のヘルプを検索

acaia.co/apps

acaia.co/manuals/pearl-s



PS101-2-201

ご不明の点はsupport_japan@acaia.coまでお問い合わせください


