
客房備品位置說明

拖鞋、浴袍
(床頭旁隱藏式衣櫃)

盥洗用品、吹風機
(放置於洗手台下方抽屜)飲品小食、

冰箱、杯盤組

隱藏式
桌面

隱藏式內層抽屜
(部分房間飲品小食於    處)

圖片僅供示意參考用，請以入住房間為主

Room Information

提醒:
浴 池 排 水 設 備 為 連 通 管 線，為 提
升 您 的 睡 眠 品 質，建議您睡前先
將浴池水篩放入排水口，放些許的
水蓋過水篩，亦能降低流水聲。

Location map of Amenities 

Slippers、Bathrobes
(Placed in the hidden closet

 beside the bed.)

Toiletries、Hair dryer
(Placed in the drawer under the sink.)Drinks and snacks、

Mini-fridge、Cup set

Hidden 
table

Hidden cabinet
(Some drinks and

snacks are placed in     )

The images below are for reference only. The real object should be considered as final.

Room Information

The bath drainage system is a connecting 
pipeline. In order to improve your sleep quality, 
it is recommended that you put the bath water 
sieve into the drain hole before you go to bed, 
and put a little water over the water sieve, which 
can also reduce the sound of running water.

Location map of Amenities 

スリッパ、バスローブ
 (ベッド横の隠しクローゼットに配置)

アメニティ、ドライヤー
(洗面台下の引き出しに配置)

飲み物、お菓子詰め合わせ、
ミニ冷蔵庫、カップセット

引き出し式デ
スクトップ

引き出しを隠す
(一部の飲み物、お菓子詰め
合わせが     に配置されます)

写真はイメージです。参考までにご参照ください。

Room Information

お知らせ:
お風 呂の排 水 設 備のパイプラインは 下と
繋 がっているものです。お 客 様 の 睡 眠 品
質 を考 えて 就 寝 前 に ( 浴 池 水 篩 不 會 翻 ）
を排 水 口 に入 れて水 をすこし入 れること
によって水音も抑えることができます。



Francisfrancis illy Y3
膠囊咖啡機操作說明

1.

2.

3.

4.

請將瓶裝水倒入咖啡機後方水箱內。1.

按下電源開關鍵，當咖啡杯指示燈亮起即可開始。2.

將上蓋向上拉起至全開，放入咖啡膠囊，咖啡膠

囊蓋請朝上。
3.

將咖啡杯放在杯架上，待指示燈停止閃爍表示

待機預熱完成，輕觸選擇全杯或半杯咖啡指示

燈即啟動咖啡沖煮。(半杯可使用兩段高度咖啡杯滴落架)

4.

POWER

Francisfrancis illy Y3
Capsule Coffee Machine Operating Instructions

1.

2.

3.

4.

Please pour the bottled water into the water tank in the back 
of the machine.

Switch the power button to turn on the machine. When the 
brew buttons are on, it gets ready to start.

Open fully the Capsule Compartment Cover by lifting the 
cover lever upwards and insert the capsule upwards.

Place the coffee cup on the cup holder and wait for warm-up 
until the brew button stops flashing. The machine is ready for 
use. Gently touch the brew button to choose the coffee cup 
setting,a cup or half a cup. After it is done, the machine starts 
working.( Use 2-stage coffee drip high stand for half a cup.)

1.

2.

3.

4.

POWER

Francisfrancis illy Y3
コーヒーメーカーのご使用方法

1.

2.

3.

4.

新鮮な水を１リットル水タンクに入れます。（８分目まで入れます）

主電源スイッチを押し電源を入れます。抽出ボタンが光り
始めます。約１分で点灯に変わると、マシンが適正な温度
に達したことを示します。

ゆっくりと開閉レバーを止まるまで後ろに上げ、カプセル
ホルダーにカプセルを入れます。

完全にレバーを閉め、抽出ボタンを押してください。

1.

2.

3.

4.

POWER

エスプレッソ ロングエスプレッソ



#59A4CA 已連線 i

Bluetooth
藍芽

4G15:00

對 照 音 響 上 方 編 號 名 稱，點 選 手 機 上 之 相 對

應的名稱進行藍芽配對連線。

3.

開機請長按「VOLUME ENTER」鈕即可；

如螢幕顯示「BT」字樣表示已開啟藍芽。

長 按 左 側 第 二 個 按 鈕「B LU E TO OT H」

至螢幕出現「PAIR」字母即可配對連線。

Auluxe

PAIR

New Breeza
藍芽音響操作說明

1.

2.

Auluxe

BT

BLUETOOTH

#59A4CA

#59A4CA i

Bluetooth

4G15:00

Connected

Check the Bluetooth ID listed on the top of the 
stereo and choose the corresponding ID shown on 
the screen of the mobile phone to pair via
Bluetooth to get connected.

3.

Keep pressing the 「 VOLUME ENTER 」 button 
until「 BT」 is displayed on the screen to make 
sure Bluetooth is on.

Keep pressing the second button 「 BLUETOOTH」  
on the left side until  「 PAIR 」 is displayed on the 
screen and get ready for  connection.

Auluxe

PAIR

New Breeza
Bluetooth Stereo Operating Instructions

1.

2.

Auluxe

BT

BLUETOOTH

#59A4CA

#59A4CA 接続済み i

Bluetooth

4G15:00

携帯電話のBluetooth機能をオンにしてAuluxe New 
Breezeを選択してください。携帯端末で音楽を再生
することができれば接続完了です。

3.

New Breeze本体のSOURCEボタンまたはリモートコン
トローラーのBTボタンを押し、BTモードに設定します。

3秒間のBluetooth（ペアリング）キーを押したままに
します。

Auluxe

PAIR

New Breeza

1.

2.

Auluxe

BT

BLUETOOTH

#59A4CA

Bluetooth再生のご使用方法



New Casa

2.

3.

藍芽音響操作說明

藍芽配對連線成功後，音響罩右上方會亮起藍

色小燈，若無顯示藍色小燈，請拔掉後方電源線

再插入，再重新操作一次即可。

New Casa 已連線 i

Bluetooth
藍芽

4G15:00

Auluxe

開 啟 手 機 的 藍 芽 功 能，

找尋「New Casa」並點

選進行配對。

1. 請輕觸音響正上方，以喚醒音響啟動。

VOL- VOL+PHONEMODE

Auluxe

New Casa

2.

3. After the pair via Bluetooth, the small blue light on 
the stereo cover will be on. If there’s no small blue 
light, unplug the power cord in the back of the 
stereo, plug again and repeat the operation.

New Casa Connected i

Bluetooth

4G15:00

Auluxe

Open the Bluetooth on 
the mobile phone until 

「New Casa」 is found 
and choose it to pair to 
get connected.

1. Touch on the top of the stereo to start it.

VOL- VOL+PHONEMODE

Auluxe

Bluetooth Stereo Operating Instructions

New Casa

2.

3.

Bluetooth再生のご使用方法

Bluetoothペアリング接続が成功すると、スピーカーカバ
ーの右上にある青いインジケーターライトが点灯します。 

（青い表示灯がない場合は、背面の電源コードを抜いて再
度操作してください。）

New Casa 接続済み i

Bluetooth

4G15:00

Auluxe

携帯電話のBluetooth機能
をオンにし、「 N e w  C a s a 」
を見つけて、クリックしてペ
アリングします。

1. スピーカーの上部をタッチして、スピーカーをウェイク
アップしてください。

VOL- VOL+PHONEMODE

Auluxe


