
デロンギ
全自動コーヒーマシン
専用アプリ

De’Longhi Coffee Link アプリ
初期設定マニュアル
（iOS、Android™用）

対応機種：ECAM55085

表示している画面は例であり、アプリのバージョン、言語設定、端末機種によって見え方が異なる場合があります。
本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。
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■商標について
●● Apple、Appleロゴ、iPhone、iPadは米国およびその他の国におけるApple●Inc.の登録商標です。

　　 iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●● App●StoreはApple●Inc.のサービスマークです。
●● Android、Google●Play、Google●Playロゴは、Google●LLCの商標です。
●●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth●SIG,●Inc.の登録商標です。
●●その他記載されている会社名・商品名は、各社の商標、登録商標です。
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ご使用前に必ずお読みください

使用上のご注意

■ セキュリティに関する注意
●●無線通信機能では、電波を利用してパソコンや周辺機器などと情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に接続
が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば壁などの障害物を超えてすべての場所に届くため、
セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗まれる
●· 悪意のある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールなどの通信
内容を盗み見る可能性があります。

不正に侵入される
●· 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、下記の行為をする可能性があります。
1）●個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）
2）●特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
3）●傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
4）●コンピュータウィルス等を流してデータやシステムを破壊する（破壊）

●· スマートフォンやタブレット端末はセキュリティに関する仕組みを持っていますので、正しく設定を行うことで上記のような
問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お
客様自身の責任においてご使用端末の設定を行い、本機を使用することをおすすめします。

安全上のご注意

■ リモート操作に関する注意
●●製品本体が見えない場所からリモート操作をしない
※●電波が届く場合でも製品本体が直接見えない位置からはリモート操作をしないでください。予期せぬ危険や事故の原因となるおそれがあ
ります。リモート操作をする際には事前に周辺の安全を確認し、必ず製品本体が見える位置から操作してください。

●● Bluetooth機能は、病院など無線機能の使用が禁止されている場所で使用しない
※●製品本体からの電波が医療用電気機器に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

●● Bluetooth機能を使用する場合は、心臓ペースメーカーの装着部位から製品本体を15cm以上離す
※●製品本体からの電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

●●製品本体周辺に人がいることが分かっている場合は、事前にリモート操作することを通知しておくこと
●●お子様など、安全の判断ができない人しか製品本体周辺にいないときはリモート操作しないこと
●●専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末の管理に十分注意すること

製品本体周辺の人が異常に気づいた時は、直ちに電源プラグを抜き、当社（2ページ）へ連絡してください。

免責事項
第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に
関しては、当社は一切責任を追いません。
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必要なものを確認する

はじめに

※●本製品の最大通信距離は約10ｍです。製品本体と端末の間に障害物
がない状態で行ってください。障害物や建物の構造によって使用可
能距離は短くなります。使用可能距離を保証するものではありませ
んのでご了承ください。

※●本製品は2.4GHzの周波数帯の電波を使用しています。この周波数の
電波は、電子レンジ、無線ルーター、コードレス電話などの機器で
使用されているため、電波干渉により通信に不具合が発生する可能
性があります。

DE'LONGHI
Coffee Link

App

 

ECAM55085 スマートフォンやタブレット端末

※●ご使用の前に必ず本体に付属の取扱説明書をお読みください。

※●アプリのダウンロードや使用にはインターネット環境が必要です。
※●アプリは無料です。ただし、アプリのダウンロードやサービスのご
利用には、別途通信料がかかります。

※●製品本体のBluetoothは、以下の規格に対応しています。

規格 Bluetooth●標準規格●Ver.5.1●Class2

使用周波数帯域 2.4GHz

最大通信距離 見通し約10m

※●対応機種：iOS、Android端末
※●対応OS：対応OSについては以下リンクよりご確認できます。●
　　　　　https://www.delonghi.co.jp/products/detail/id/621/
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コーヒーマシンと端末の接続イメージ

De'Longhi●Coffee●Linkアプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末を使って、さまざま
な機能をリモートで操作、確認できます。

はじめに　つづき 

ECAM55085

スマートフォンや
タブレット端末

〈イメージ図 〉

DE'LONGHI
Coffee Link

App

 

インターネット
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専用アプリを無料ダウンロードする

初期設定する

iOS の場合、「App store」をタップする iOS の場合 Android の場合

Android の場合、「Play ストア」を 
タップする

「DE'LONGHI COFFEE LINK」と検索し、　
「デロンギ Coffee Link アプリ」を無料ダウ

ンロードする

1

2

アプリのダウンロードや使用にはインターネット接続環境が必要です。Wi-Fiに接続するか、モバイルネッ
トワーク通信をオンにしてください。
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初期設定する　つづき 

アプリを起動しログイン画面が表示されたら、
「登録する」をタップする
●· 別のデロンギ製品や BRAUN 製品でユーザー登録済みの
方は「ログインする」（9ページ）をご参照ください。
●· ユーザー登録せずに使用する方はページ下部の「登録せ
ずに続ける」をタップし、「アプリとコーヒーマシンを接
続する」（10 ページ）をご参照ください。

「>」をタップし、「日本」の〇をタップして
●をタップする

表示された入力フォームに 
e-mail アドレス、パスワードを入力する

利用規約とプライバシーポリシーを 
ご確認の上、同意いただける場合は 

 をタップし、「登録する」をタップする
※●「利用規約」、「プライバシーポリシー」をタップすると、
利用規約とプライバシーポリシーを開くことができます。

1

2

3

4

ユーザー登録する（初回登録時のみ）

本アプリはユーザー登録せずに使用できますが、ユーザー登録すると製品サービスやサポートがよりス
ムーズに受けられます。また、デロンギオーナー限定のスペシャルオファーなどをお届けします。ユー
ザー登録後に製品登録を行うことで特別な商品付帯サービス「Better●Support」が適応されますので、ユー
ザー登録をおすすめします。
※●「Better●Support」については こちらをご参照ください。

●

https://service.delonghigroup.com/kb/ja/jp/delonghi/faq/article/282867/%E3%80%90%E5%85%A8%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%80%91%EF%BC%88ECAM55085MS%EF%BC%89Better-Support%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
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ユーザー登録する（初回登録時のみ）

初期設定する　つづき 

入力したメールアドレスに確認メールが送信 
されるので、受信メールで登録されたことを
確認する
※●アプリに戻って「完了」をタップすると、ログイン画面が
表示されます。

受信メール本文にある「アカウントを有効に
する」をタップする

詳細情報を入力する

5

6

7
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ログインする
1. ログイン画面で「ログイン」をタップする

2. 国名を選択する画面が表示された場合は
赤枠をタップし、スクロールして「Japan」
を選択し、「完了」をタップする

3.「Submit」をタップする

ユーザー登録時に設定した 
e-mail アドレスとパスワードを入力し、 

「ログインする」をタップする
※●ログインのID・パスワードを忘れた場合は、下部の「パス
ワードを忘れた」をタップし、指示に従いパスワード復旧
メールを取得してください。

「デロンギ IOT プラットフォーム」が 
入力したお名前とメールアドレスを 
受け取ることに同意される場合、 

「同意する」をタップする

1

2

3

初期設定する　つづき 
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アプリとコーヒーマシンを接続する
コーヒーマシンの電源プラグをコンセントに差した状態でアプリを起動してください。

ログインすると自動的にマシンの検出を開始
※●タブレット端末のBluetoothがオフになっている場合、
指示に従いBluetoothをオンにしてください。

※●本製品の最大通信距離（10m以内）で行ってください。

※●近くにコーヒーマシンがない場合や、別のアカウントで
接続済みの場合、「コーヒーマシンが見つかりませんでし
た」と表示されます。
●· コーヒーマシンの近くで再度お試しください。
●· コーヒーマシンが別の端末と接続済みの場合は新たに
接続できません。接続済み端末とマシンの接続を解除
（12 ページ）、接続済み端末のアプリを閉じるなどして
から再度お試しください。

1. 接続したいマシンをタップする
※●マシンがスタンバイモードの場合、電源をオンにす
るよう表示されるので「はい」をタップしてオンにし
てください。

2. 国名を選択する画面が表示された場合は　
「日本」の〇をタップし、  をタップする

1

2

初期設定する　つづき 
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アプリとコーヒーマシンを接続する
製品本体で現在の PIN コードを確認する
1. 本体の液晶ディスプレイのメイン画面の
「設定」のセレクターを押し、設定画面を

表示する
2. 液晶ディスプレイに「BLUETOOTH」が表示

されるまで NEXT のセレクターを押す

現在の PIN コードを入力し、「OK」をタッ
プする

※●マシンと同期を開始し、接続が完了します。
※●マシンの液晶ディスプレイに ●が表示されます。
※●アプリはホームに自動的に切り替わります。
※● アプリの操作方法は「使い方マニュアル」をご参照ください。

3

4

初期設定する　つづき 

ON

ESC

【本体の液晶ディスプレイ】
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その他

最新のＱ＆Ａ「全自動コーヒーマシン●よくあるご質問●PRIMADONNA●CLASS」は下のQRコード、
もしくは こちらからご確認いただけます。

全自動コーヒーマシンよくあるご質問　PRIMADONNA●CLASS

マシンの接続を解除する

アプリの下部メニューバーの  をタップ
する

上部メニューバーの をタッ
プし、「接続を解除」をタップする
※●接続が解除され、マシンの液晶ディスプレイから ●が消
えます。

1

2

別のアカウントでログインしたい場合など、アカウントとマシンの接続を解除できます。

こんなときは　Q＆A

DEI-211038_APP_C

https://service.delonghigroup.com/kb/ja/jp/delonghi/faq/331392/subtopic/18071269/PRIMADONNA-Class/#p=1

