
ホットウォーターサーバー　DPV-131
取扱説明書・保証書

　このたびは、当社製品をお買い上げいただき
まして、誠にありがとうございます。正しくご
使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく
お読みください。なお、お読みになられたあと
もいつでも見られるように大切に保存してくだ
さい。
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仕 様
型 名 DPV-131
電 源 AC100V　50/60Hz
定格消費電力 1300 W
温度調節範囲 約 45 °C 、60 °C、85 °C、熱湯 （４段階）
電源コード長さ 約 1.2m
外形寸法 約 幅 20 × 奥行き 24 × 高さ 20 cm （ベース部含む）
質 量 約 1.2 kg 
付 属 品 アタッチメント×2種類、ペットアタッチメントツール×1、キャップ×1、取扱説明書・保証書 ×1

仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。 ●
この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。 ●

 (This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
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安全上のご注意
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●
ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。●
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。●

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示
します。
（物的損害とは、家屋 ･家財 ･家畜 ･ペット等にかかわる拡大損害を示します。）

図記号の意味と例

は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、 の中や近くに絵や
文章で示しています。（左図の場合は、「分解禁止」を示します。）

は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、 の中や近くに絵や文章で示
しています。（左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。）

警告
交流100Ｖ以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いもの
を乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込
みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用し
ない。
けが・やけど・感電の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れ
ない。
感電・けがの原因になります。

高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たる
ところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるとこ
ろ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。
故障・感電・けが・火災の原因になります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。
感電の原因になります。

水以外のものを入れない。
本機は水専用です。水以外を使用すると、不衛生になるば
かりでなく、故障の原因になります。

使用禁止

異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用を
停止する。
火災・感電の原因になります。

指示

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。

指示

定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。延長コードは
使用しない
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火す
ることがあります。

電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着して
いる場合はふきとる。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・
火災の原因になります。

ペットボトル取り付け部分、アタッチメントは清潔に保つよ
うにする。
不衛生にするとそのまま水が汚れ、雑菌発生、ニオイの発
生、健康に悪影響を及ぼす原因になります。

設置するときは、水平で安定した場所に設置する。
不安定な場所に設置すると、転倒する原因になります。

プラグを抜く

使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから
抜く。
感電・火災・けがの原因になります。

分解禁止

分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店または
ドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にご相談ください。

ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。
ショート・感電の原因になります。
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使用中は本体から離れない。
火災の原因になります。

 

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。
けが・火災の原因になります。

お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アル
コール・磨き粉などを使わない。
変色・変形・感電・故障の原因になります。

浴室など湿気の多い場所で使わない。
感電・故障の原因になります。

禁止

機械油など油成分が浮遊している場所で使わない。
清潔な場所で使用してください。

揮発溶剤など薬品関係を本機の周辺で扱わない。
清潔な場所で使用してください。

付属のアタッチメント以外は使用しない。
水漏れ・故障の原因になります。

2Lより大きいペットボトルは使用しない。
水漏れや故障・転倒の原因になります。

給湯口をふさがない。
ふきこぼれややけど・故障の原因になります。

本体を転倒させない。
やけど・けが・故障の原因になります。

禁止

屋外で使用しない。
本機は屋内専用です。

給湯中は本体から離れない。
ふきこぼれ・やけどの原因になります。

給湯中は給湯口に手や顔を近づけない。
やけどの原因になります。

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プ
ラグをもって引き抜く。
感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。

指示

お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行
なう。
火災・やけどの原因になります。

製品はテレビ、ラジオなどから1ｍ以上はなして設置する。
また、テレビやラジオなどと一緒にコンセントに電源プラグ
を差し込まない。
映像の乱れや雑音の原因になる場合があります。

接触禁止

使用中や使用後しばらくは、操作部以外の部分に触れな
い。
やけどの原因になります。

注意
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注意

付属のアタッチメント以外、使用しない。• 
故障の原因になります。
付属のアタッチメントが取り付けられな• 
いペットボトルは使用しない。
水漏れ・故障の原因になります。

水のペットボトル以外、使用しない。• 
故障の原因になります。
十分安定した場所で使用する。• 
使用中は、ペットボトルの分、転倒しやすい状態になりま
す。少しでも安定した、水平な場所で使用してください。

各部の名称とはたらき

本体

操作表示部

使用できるペットボトルについて
2L以下のペットボトルを使用できます（2L、1.5L、1L、• 
500ｍｌ、350ｍｌなど）。

付属品

電源コード

電源プラグ

操作部

給水口

給湯口

本体前面

本体背面
ベース

アタッチメント（2種類）
白色（28ｍｍ）と青色（30ｍｍ）

ベース　　取付ネジ

操作表示部

 クリーニング
ボタン

スタート・
ストップボタン

ロック
ボタン

温度ボタン

操作部

付属のアタッチメント（28mm/30mm どちらか）が取• 
り付けられるペットボトルが使用できます。

ペットアタッチメントツール
ペットボトルとアタッチメント
を一緒に取り付け・取りはず
します。

キャップ
保存時、給水口に取
り付けておきます。
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表面　　　裏面

準 備
ベースの取り付け
ベースを組み立てる1. 
破損に注意して、ベースを組み立てて1枚のベース
にしてください。

※ 組み立てにくいときは、右図のようにナナメに
して組み合わせてみてください。

ベースを本体底面に取り付ける2. 
本体底面にある2つの四角の凹みにベースの2つ
の突起をはめ込み、後側にスライドさせて取り付
けてください。

注意
ベースを取り付けるときは、やわらかい布な
どを敷いた上に、本体をひっくり返す。
操作部分など破損する原因になります

付属の取付ネジで固定する3. 
付属の取付ネジで本体とベースを固定してく
ださい。
ネジのサイズに合った、適切な大きさのプラス• 
ドライバーを使用してください。

ベースを下にして、熱と水に強い、安4. 
定した水平な場所に設置する
水滴がまわりに飛ぶこともあるため、大切な書類や
水に弱いものなどは周辺に置かないでください。

やわらかい布・タオル
などを敷く
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正しい使いかた

アタッチメント

水を入れたペットボトル

水漏れがないことを確認

使用前の準備
ペットボトルに入れる水
ペットボトルに入れる水は水道水を入れてください。
市販のミネラルウオーターは水が傷みやすいため、数
時間程度で飲まれる場合は問題ありませんが、飲む
のに1日以上かかる場合には不向きです。

アタッチメントを取り付ける
多少水がかかっても問題ない台所のシンク回りなど
で行なってください。

水の入ったペットボトルにアタッチメ1. 
ントを取り付ける
ペットボトルは2L以下のものを使用してくださ
い。付属のアタッチメント（白色（標準28ｍｍ）と青
色（大30ｍｍ））、サイズに合ったペットボトルの
口に取り付けてください。取り付けるときは、ア
タッチメントをしっかりと締めこんでください。
※ 付属の2つのアタッチメントどちらも使用でき
ないペットボトルは、使用しないでください。
※ アタッチメントをナナメに取り付けたり、取り
付けがゆるい場合、水漏れの原因となります。

 と OPENを合わせる 取り付けられたことを確認

約90度

 ペットアタッチメントツールを使って、
CLOSEまで約90度、ゆっくり回す

ペットアタッチ
メントツール

アタッチメントを取り付けたペットボ2. 
トルを上下反転して水漏れがないこ
とを確認し、本体に取り付ける
アタッチメントの と本体にある OPENに合
わせて、アタッチメント部分を本体に取り付ける。
ペットアタッチメントツールを使用して、ペットボト
ルを右（時計回り）に、CLOSEまでゆっくり回して
ください（約90度）。
※ ペットボトルを本体に取り付けるとき、本体の
給水口に水がたまっている場合、クリーニング
機能を使って（7ページ）、水を排出してから取
り付けてください。給水口に水が残ったまま取
り付けると、水漏れの原因になります。
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水漏れなどがないか確認し、電源プ3. 
ラグをコンセントに接続する
正しく電源が接続されると、ピーッとブザーが鳴
り、操作部は約1秒間全点灯します。

警告

定格15A以上の壁コンセントを単独で• 
使用する。
他の器具と併用するとコンセント部が異
常発熱して発火の原因になります。
電源コードを束ねたまま使用しない。• 
電源コードの発熱・発火の原因になります。
外出な• どで本体から長時間離れるとき
は、電源プラグをコンセントから抜く。
消し忘れや火災の原因になります。

クリーニング機能
初めて使用するときや、長期間使用していなかったと
き、本体内部を一度クリーニング機能で、きれいにし
てから使用してください。

カップなどを給湯口の下に置く1. 

2. ロックボタンを長押し（約２秒）し
て、ロックを解除する

4. クリーニングボタンを押す
ピッっと音がしてから表示部に「CL」と表示さ
れ、約１０秒間水を流します。
通常の使用と違い、加熱されずそのまま水が出• 
てきます。
クリーニング中に• クリーニングボタンを１回押
すと、クリーニング時間が約１０秒延長されます。
クリーニングで出た水は使用せず、捨ててくだ• 
さい。
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給湯開始／給湯停止

注意
使用中や使用後しばらくは、操作部以外の
部分に触れない。
やけどの原因になります。

お湯を受けるカップなどを給湯口の1. 
下に置く

2. ロックボタンを長押し（約２秒）し
て、ロックを解除する
ロック解除後、約30秒放置するとロック状態に• 
戻ります。ロック状態に戻ったら、操作するには
再度 ロックボタンを長押ししてロックを解除し
てください。
ロックされているときは、給湯や温度設定など• 
操作全般ができません。

注意
操作部にぬれぶきんなど置かず、ぬれた手
で触れない。
誤動作・故障・火災の原因になります。

3. 温度ボタンを押して温度を設定する
温度ボタンを押すと、表示が切り替わり、温度

設定ができます。
• 温度ボタンを押すたびに100（熱湯）、85C、
60C、45Cと切り替わります。

100 85
45 60

正しい使いかた（つづき）

操作表示部

 クリーニング
ボタン

スタート・
ストップボタン

ロックボタン

温度ボタン

操作部

表示例
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4. スタート・ストップボタンを押すと、給
湯を開始する
スタート・ストップボタンを押すと「ピッ」とブ

ザー音がして設定されている温度で給湯を開始
します。
温度設定をしていないと、１００で給湯を始めます。• 
給湯開始から• スタート・ストップボタンを押し
て停止させなければ、約45秒間連続給湯しま
す。給湯時間が約45秒になると自動的に給湯
を停止します。
 給湯中に、水がなくなると、「F01」または「F02」• 
とエラー表示をします。

注意
給湯中は本体から離れない。• 
ふきこぼれ・やけどの原因になります。
給湯中は給湯口に手や顔を近づけない。• 
やけどの原因になります。

再度、5. スタート・ストップボタンを
押すと、給湯を停止する
スタート・ストップボタンを押すと「ピッ」とブ

ザー音がして給湯を停止します。

ペットボトルを本体から取りはずす6. 
ペットアタッチメントツールを使用して、ペットボト
ル全体を左（反時計回り）に、OPENまでゆっくり
回してください（約90度）。そのあとペットボトルを
ゆっくりと上方向に取りはずします。

給水口の水を抜く7. 
クリーニング機能（7ページ）で、給水口および内
部の水を抜いてください。

電源プラグを抜く8. 
使用を終えたら、電源プラグを抜いて、お手入れ
をして保存してください（10ページ「お手入れと
保存」）。
電源プラグを差したまま• では待機電力を消費し
ます。使用を終えたら、電源プラグを抜いてくだ
さい。

 が OPENまで ゆっくり上方向に
 回っていることを確認 取りはずす

 ペットアタッチメントツールを使って、
を OPENまで約90度、ゆっくり回す

ペットアタッチ
メントツール

9
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お手入れと保存

警告 お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。

お願い
住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き• 
粉などは絶対に使わないでください。
化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにし• 
たがってください。変質・変形の原因になります。
本体に直接、水をかけて洗わないでください。（感• 
電・故障の原因になります。）

本体のお手入れ
本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系を除
く）に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さら
に乾いた布でやさしくからぶきをしてください（強くこす
らないでください。傷つきの原因となります）。

注意
オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った
食器用洗剤を使用しない。
変色・変形させる原因になります。

本体内部のお手入れ
長期間使用していると、本体内部に、水道水に含まれる
カルキなどが固形化して、水が出にくくなることがあり
ます。そのときは、クエン酸を使用してお手入れしてくだ
さい。
①  水にクエン酸を溶き（1Lに50g程度）、ペットボトルに
入れて本体に取り付けます。

②  クリーニング機能でクエン酸の入った水を流し、水を
止める。

③  そのまま３０分ほど放置し、再度クエン酸の入った水
を流します（内部の固形物が出てきます）。

④  ②～③を数回繰り返したあと、普通の水道水で何度
か流してください。

アタッチメントの交換
アタッチメントが破損したり、お手入れでキレイにな
らなくなったときは、アタッチメントを交換してくださ
い。アタッチメントをお求めの際は、本体お買い上げ
の販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参
照）にお問い合わせください。
アタッチメントは消耗品ですので、保証期間中でも※ 
「有料」とさせていただきます。

交換用アタッチメント
商品名 交換用アタッチメント （2種類）
型番 CAP28-DPV131 直径28mm用
型番 CAP30-DPV131 直径30mm用
ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利
用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は　ドウシシャマルシェ
公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買
い上げの販売店またはドウシシャカスタマーセンター
（➡裏表紙）へお問い合わせください。

保存のしかた
お手入れの後、よく乾燥させてください。• 
長期間使用しないときは、内部の水を抜いてくだ• 
さい。
乾燥させたあと、給水口にホコリが入るのを防ぐため• 
に、付属のキャップを取り付けておいてください。
ホコリなどが付かないように、ビニール袋などに入• 
れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、
湿気の少ない場所に保存してください。

キャップ
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警告 修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。
「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状 主な原因 処置
電源が入らない 電源プラグがコンセントに差し込まれ• 

ていない
電源プラグをしっかり差し込んでください

水が漏れる アタッチメントがきちんと取り付けら• 
れていない
アタッチメントが合っていない• 

アタッチメントをきちんと取り付ける• 
ペットボトルに合ったアタッチメントを取り付ける• 

付属の2つのアタッチメントで水が漏れるような特
殊なペットボトルは使用しない

お湯が出ない 水がなくなっている（F01/F02エラー• 
が表示されている）

ペットボトルに水を入れる

お湯の出が悪い 内部に異物が混入していた• お手入れをする

内部に固形物が生成されている• クエン酸によるお手入れをする

室温が低い• 室温を上げる（室温が低いと、温度を上げるため多
少お湯の出が悪くなることがあります）

ペットボトルの
容器が変形する

材質のやわらかいペットボトルの容• 
器は、気圧の影響で変形しやすい
状態になります

変形しても（変形時に音が鳴るなど）使用には問題
ありません

長年ご使用のホットウォーターサーバーはよく点検を
このような症状はありませんか？
電源コードや電源プラグが異常に熱い。• 
電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。• 
こげ臭い匂いがする。• 
その他の異常・故障がある。• 

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、
コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店または
ドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

修理・サービスを依頼する前に
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ドウシシャのパーツ購入は　ドウシシャマルシェ

公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

こちらの
QRコードを
読み込んで
ください

ドウシシャお客様相談室
【受付時間】9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）

福井県越前市家久町41-1ドウシシャ福井家電カスタマーセンター
※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。　

0120-104-481
〒915-0801

故障・修理についての
ご相談に関しては…

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター
http://www.doshisha.co.jp/support/

faq/appliance.html

7A20A
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