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ブルーマチックジャパンは1984年の創業以来

30年以上、一貫して「本格的なコーヒーの味を

追求し、優れたコーヒーマシンを提供して、人々

のゆとりある生活に貢献する」という経営理念

にもとづき、あらゆる場所と時間にコーヒーマシ

ンのある社会をつくるために、日々事業に取り

組んでいます。

今、コーヒーを嗜むすべての人々には、より一層

のおいしさを、そしてまだ誰も見たことがない、そ

れまでになかったコーヒーを楽しむシーンを。

専門商社ならではの品揃えとオペレーション力

を駆使し、暮らしと街のあらゆる場面で、いつで

も、おいしいコーヒーを楽しめる社会を実現し、

人々のゆとりある生活に貢献していきます。

あらゆる場所と時間に
コーヒーマシンの
ある社会をつくるために
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Concept

FROM ITALY FROM SWITZERLANDブルーマチックジャパンの誇るプロフェッショナル

たちが、高い専門性による技術的な視点はもち

ろん、世界各地のコーヒーとコーヒーにまつわる

文化、そして、各地域の生活にふれながら選んだ

珠玉のコーヒーマシンたち。

約90年の歴史を有する、アメリカ・ロサンゼルス

のブルーマチック、100年の歴史を有する、イタリ

ア・ベルガモのカリマリ、スイスのユーラなど、高

い技術と信頼の歴史を有する世界のプレミアム

コーヒーマシーンをブルーマチックジャパンの最高

の技術力により、日本仕様にベストチューニング。

あらゆるコーヒーシーンにベストフィットするソ

リューションを提供します。

本当に良いものだけを世界から
本物を知るものたちの信頼のネットワークで
世界最高峰のコーヒーマシンをお届けします

FROM USA
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本社

大阪営業所

福岡営業所

Support Overview

ブルーマチックジャパンは、いつでも、お客さまに安心して

コーヒーマシンをお使いいただくために、日本全国に50

社を超える協力会社のネットワークを構築。メンテナンス

の質を全国で最高レベルに保つため、専任のトレーナー

を任命し、各地で研修を実施しています。さらに、代替機

の準備と、最速での修繕体制と合わせ、365日対応でき

る業界最高水準のメンテナンスネットワークも整備。業

務用コーヒーマシンのリーディングカンパニーの責任とし

て、さらにきめ細かく、真心のこもったメンテナンスサービ

スを目指します。

世界のプレミアムブランドのコーヒーマシンでも、日本の各種法令を満たすために必要な基準があり、適応調整が

必要です。ブルーマチックジャパンは、選定の段階から、コーヒーマシンに特化した専門の技術スタッフによる R&D

チームでマシンを徹底的に検証。電気用品安全法、水道法などすべての部分できめ細かく日本仕様に調整し、経済

産業省の基準を満たす厳格な自社基準を設定して、常に最高品質のコーヒーマシンをお届けしています。

企画、開発から、アフターサービスまで。すべての行程を最適にコントロールするため、横浜本社ビルには充実した施

設が整っています。最新のマシンについて検討するプレゼンテーションルームや、R&Dルーム、メンテナンススタッフ

の教育のための研修室、数千点の部品が常備された専用倉庫、そして、常にお客さまの声をお聞きするためのカス

タマーセンターまで。横浜から、世界へ。本社ビルは、ブルーマチックジャパンのコントロールセンターです。

ブルーマチックジャパンが選んだ自信のラインナップ

を、お客さまに体験していただくために、ショールームを

ご用意。本社ショールームでは世界各国からの届いた

コーヒーマシンを、常に30台以上展示しています。しか

も、その場で実際にコーヒーをいれ、試していただく専

用のキッチンも完備。最新のマシンや、ご検討中のマ

シンのご購入のお客さまは、ぜひお越しください。　
※10:00～17:00（月～金）

※要予約

■横浜本社ショールーム

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-4-22
電話：045-947-0801

■代々木ショールーム （JURA社家庭用全自動コーヒーマシンのみ）

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町27-7 
アイビーフラットA101
電話：045-947-0801

■銀座ショールーム （JURA社家庭用全自動コーヒーマシンのみ）

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-16
シグマ銀座ファースト5F 株式会社パイプライン内
電話：045-947-0801

■大阪営業所ショールーム

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9 
阿波座パークビル5階
電話：06-6531-1336

■福岡営業所ショールーム

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-24 
丸信ビル108
電話：092-483-3245

ブルーマチックジャパンでは、修理の受付はもちろんのこ

と、お客さまからのコーヒーマシンの操作に関するご相談

の対応、補修部品・消耗品などの販売、お伺いして器具

の修理や取り替えを行うなど、さまざまなご要望におこた

えする体制を整えています。

● サービスセンター（本社・大阪営業所・福岡営業所）

サービスステーション

本社   045-947-0804

大阪営業所   06-6531-1336

福岡営業所   092-483-3245

みなさまのビジネスを支える
信頼のメンテナンスネットワーク。
いつでも、どこでも、安心をお届けします

コーヒーマシンは眠らない すべては良いコーヒーマシンのために

全国を網羅するネットワークで
常にベストコンディションをサポート スタンダードを超える、品質基準

創造する空間

味わう、ショールーム

全国を網羅するサービスステーション

サービスセンター・サービスステーション拠点
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ブルーマチックジャパンは、いつでも、お客様に安心してコーヒーマシンをお使いいただくために、業務用コーヒーマシンメン

テナンス保守契約をおすすめしています。業務用コーヒーマシンのリーディングカンパニーが提供する最高水準のメンテナン

ス品質と、日本全国、365日対応可能なネットワークによる業界トップクラスの安心を、定額料金でお届けいたします。

Maintenance

ブルーマチックのメンテナンス保守契約は
4つのキーワードでサポートします

コース 点検回数 修理費 出張費 消耗
部品＊1

浄水
カート
リッジ

抽出
ユニット・
グラインダー

修理
部品 特徴

エコノミー 2回 〇 〇 〇 〇 － －
費用は抑えて､マシン
コンディションを維持
するプラン

ベーシック 2回 〇 〇 〇 〇 〇 －
抽出ユニット・グライ
ンダーが保証される安
心プラン＊2

プレミアム 2回 〇 〇 〇 〇 〇 〇 突発的な故障を未然
に防ぐしっかりプラン

＊1　消耗部品　上下ピストン Oリング、ミキサーOリング、シリコンチューブ等 25点を交換
＊2　エコノミー、ベーシックコースでは　修理部品は有償になります
＊3　お客様瑕疵による破損、故障は保守対象外になります

年間保守契約プラン

定期点検
プロによる安心点検

クオリティ
万全の品質チェック

安心
365 日・日本全国

経済性
定額契約で修理費

出張費無料

例：CARIMALI HARMONY SOFT

メンテナンス保守契約に加入されていない場合は設置１年後より、修理時ごとに費用が発生いたします

保証期間 部品代、浄水カートリッジ代、修理費、出張費は有料

設置１年目 設置2年目以降

未加入

•設置時にご加入いただきますと保証期間中のカートリッジ交換が無料になります
• 分割払いもご利用いただけます
• 保守の契約期間は設置から最長５年間になります

定期点検

経済性

安定したベストコンディションを
定期点検をベースに消耗部品の交換を行うことでトラブルを
未然に防ぎます

障害発生時には何度でもサービスを受けることが出来ます
契約期間中は修理費、出張費は無料です
ご使用製品の使用量など環境に応じて幅広いニーズにお応えできるよう保守プランを取り揃えております。お客様の目的と
ご予算に合わせてお選びいただけます

クリーニング前

21 43

クオリティー

すべてはおいしいコーヒーのために
浄水カートリッジ交換や、グラインダークリーナーによるク
リーニング、クオリティチェックを実施します

1

安心

いつでもつながるコールセンターと 
全国どこでもすぐに修理フォロー
トレーニングを受けたオペレーターが24時間受付いたしま
す。全国をカバーするメンテナンスネットワークにより専門
知識を持った技術者が完全にフォローします

2

3

4

カートリッジ

クリーニング後
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私たちのライフスタイルに欠かせないものとして根づいたドリップコーヒー文化。
「BREWMATIC（ブルーマチック）」は、

長年の実績と信頼を誇るコーヒーマシンブランドです。

BREWMATIC／ブルーマチック

ドリップコーヒーマシン

C-22

ドリップコーヒーマシン

B3 Decanter

手注ぎ式コーヒーマシン

EZ Thermo Brewer

ドリップコーヒーマシン

C-22 Thermo Brewer

手注ぎ式コーヒーマシン

EZ Brewer

ドリップコーヒーマシン

B3 Thermo Brewer

電気式コーヒーマシン

Coffee Urn
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ドリップコーヒーマシン

BREWMATIC／ブルーマチック

クオリティ、機能、デザインがともにすぐれ、
あらゆるシーンで充実した性能を発揮するスタンダードモデル

C-22

● デジタルコントロールブルーイングシステムにより、品質の高いこだわりのコーヒーが抽出可能

● 安定した温度で抽出可能な大容量タンク

● 省エネルギーを可能にしたエナジーセーブモードを搭載

● 美しいハイポリシュ仕上げのスタイリッシュなデザイン

● 電源仕様は200ボルトと100ボルトを用意

● 卓越したテクノロジーでコーヒーの質を保ちこぼしてもショートしにくい画期的なウォーマーを採用

● 30分から10分刻みで設定可能なウォーマータイマー搭載

C-22  [200V]

電源・消費電力・電流 単相200V・3950W・19.75A

サイズ（幅×奥行×高さ） 235×540×655mm

重量（乾燥重量） 15kg

タンク容量 6L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 25L（/h）

コーヒーウォーマー 3基

付属 デキャンタ×1

備考 シャワーヘッド21穴

C-22  [100V]

電源・消費電力・電流 単相100V・1260W・12.6A

サイズ（幅×奥行×高さ） 235×540×655mm

重量（乾燥重量） 15kg

タンク容量 6L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 10L（/h）

コーヒーウォーマー 3基

付属 デキャンタ×1

備考 シャワーヘッド21穴

4種の抽出ボタン
各ボタンごとに大量抽出や少
量抽出の設定が可能。忙しい
時間や曜日による使い分け、
コーヒーのメニューによる使い
分けができ、用途に合わせた
抽出ができます

電子バックライト
液晶ディスプレイ
ディスプレイにマシンの動作
状況を表示。抽出中はランプ
が点滅し、視覚的に動作をア
ピールします

シャワーヘッド
（アメリカ特許取得）
粉全体に21個の穴からまんべ
んなく湯をかけるため、コーヒー
一粒一粒が回転し、繊維を
広げ、より効果的な抽出が可
能。蒸らし機能を併用すると、さ
らにおいしくなります

ラッチ機能
安全にお使いいただくために、
ラッチ機能を装備。抽出中は
ブルーイングコーンをロックし
ます
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ドリップコーヒーマシン

容量が2.5リットルから7.6リットルまで、
4種類の真空ステンレスポットで使い分け可能なコーヒーマシン

C-22 Thermo Brewer

● 4種の抽出ボタンごとに、抽出量の設定が可能

● 電子バックライト液晶ディスプレイにマシンの動作状況を表示

● アメリカ特許取得シャワーヘッドは、21個の穴から湯を粉にか
けるため、コーヒー一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的
な抽出が可能。蒸らし機能の併用もおすすめ

● 安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンを
ロックするラッチ機能を装備

● 安定した温度で抽出可能な大容量タンク

● 省エネルギーを可能にしたエナジーセーブモードを搭載

● 美しいハイポリシュ仕上げのスタイリッシュなデザイン

● 容量は、2.5リットル、3.8リットル、5.6リットル、7.6リットルの4
種類

● 真空ステンレスポットなので抽出したてのおいしさを長時間キー
プでき、さまざまなロケーションでコーヒーが抽出可能

● 経過時間と残量を表示するサーマルフレッシュトラックシステム
（TFT01G・TFT15G）

● セルフサービスとしても最適

※ TFT01G、TFT15Gの画像は、専用スタンドNT-90 THERMO STAND（別売り）付です

あらゆるシーンで使い分けができる
真空ステンレスポット

C-22 Thermo Brewer（C-22 サーモ ブルーワー）

電源・消費電力・電流 単相200V・3100W・15.8A

サイズ（幅×奥行×高さ） 235×540×783mm

重量（乾燥重量） 19kg

タンク容量 11L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 40L（/h）

コーヒーウォーマー -

付属 -

備考 シャワーヘッド21穴

BREWMATIC／ブルーマチック

SY-AJ25（2.5リットル）

TFT15G（5.6リットル）

WCプラスチックコーンL 
大量抽出用ブルーイングコーン

TFT01G（3.8リットル）

CS-20SS（7.6リットル）
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ドリップコーヒーマシン ドリップコーヒーマシン

ステンレスデキャンタ使用の
コンパクトで使いやすいドリップコーヒーマシン

2.5リットル真空ステンレスポット使用の
スマートなドリップコーヒーマシン

B3 Decanter B3 Thermo Brewer

B3 Decanter（B3 デキャンタ）

電源・消費電力・電流 単相200V・3650W・18.25A

サイズ（幅×奥行×高さ） 231×489×451mm

重量（乾燥重量） 8kg

タンク容量 6L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 25L（/h）

コーヒーウォーマー -

付属 -

備考 シャワーヘッド21穴

B3 Thermo Brewer（B3 サーモ ブルーワー）

電源・消費電力・電流 単相200V・3650W・18.25A

サイズ（幅×奥行×高さ） 235×489×710mm

重量（乾燥重量） 17kg

タンク容量 6L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 25L（/h）

コーヒーウォーマー -

付属 -

備考 シャワーヘッド21穴

● 3種類の抽出設定、蒸らし時間、インターバル時間をそれぞれ設定可能

● 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
● 真空ステンレスデキャンタを使用し、抽出したてのおいしさを長時間キープ

● 真空ステンレスデキャンタは、容量1.9リットル

● 3種類の抽出設定、蒸らし時間、インターバル時間をそれぞれ設定可能

● 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
● 真空ステンレスポットを使用し、抽出したてのおいしさを長時間キープ

● 真空ステンレスポットは、容量2.5リットル

BREWMATIC／ブルーマチック
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EZ Thermo Brewer（EZ サーモ ブルーワー）

電源・消費電力・電流 単相100V・1000W・10A

サイズ（幅×奥行×高さ） 230×421×724mm

重量（乾燥重量） 10kg

タンク容量 6L

EZ Brewer（EZ ブルーワー）

電源・消費電力・電流 単相100V・1200W・12A

サイズ（幅×奥行×高さ） 230×457×490mm

重量（乾燥重量） 10kg

タンク容量 6L

手注ぎ式コーヒーマシン

手注ぎ式コーヒーマシン

電気式コーヒーマシン

安定した温度で旨み成分をしっかり抽出可能な
シンプルで使いやすいコーヒーマシン

香味が長続きする真空ステンレスポット対応で
使いやすく、コーヒーのおいしさもキープ

お湯でコーヒーを保温するため劣化しにくく
抽出したてのおいしさをキープ

EZ Brewer

EZ Thermo Brewer

Coffee Urn

抽出能力 10L（/h）

コーヒーウォーマー 2基

付属 デキャンタ×１

備考 シャワーヘッド21穴

抽出能力 10L（/h）

コーヒーウォーマー -

付属 -

備考 シャワーヘッド21穴

Coffee Urn（コーヒー アーン）

方式 電気式

型式 T3EA T6EA

電源・消費電力・電流 3相200V・6200W・18A 3相200V・8700W・25A

サイズ（幅×奥行×高さ） 830×445×723mm 972×534×794mm

重量（乾燥重量） 45kg 60kg

タンク容量 11L×2 22L×2

給水接続方法（水道直結式） 15A 15A

抽出能力 50L（/h） 90L（/h）

コーヒーウォーマー - -

備考 - -

● 取り扱いが簡単な手注ぎ式コーヒーマシン

● 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
● 大容量タンクのため安定した温度で抽出可能

● 全自動エスプレッソマシンの補助器、OCS用としても最適

● 一回に最大1,800ccまで抽出可能

● 取り扱いが簡単な手注ぎ式コーヒーマシン

● 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
● 大容量タンクのため安定した温度で抽出可能

● 2.5リットル真空ステンレスポットで、抽出したての香味をキープ（別売り）

● 大量のコーヒーを抽出し、そのままストックできるため、ホテルや宴会場、結婚式場、ケータリング、
スポーツ観戦施設など、大勢の方へコーヒーを提供する場面で活躍

● 1回に最大11リットルのコーヒーを抽出可能（T3EA）

● 電気式（2機種）を用意
※受注生産品

BREWMATIC／ブルーマチック
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アメリカのコーヒー文化を支えてきた、1941年創業の「Curtis（カーチス）」。
豆挽きから抽出まで徹底的にこだわり、最高のおいしさを届けるコーヒーマシンブランドです。

Curtis／カーチス

ドリップコーヒーマシン

G4 Gemini  
Twin1.5G Brewer

ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro 
Twin 1G Brewer

ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro 
Single 1G Brewer

ドリップコーヒーマシン

Seraphim

ドリップコーヒーマシン

ALPHA

ドリップコーヒーマシン

CGC

ドリップコーヒーマシン

G4 GemX 
Twin Brewer

ドリップコーヒーマシン

G4 Gemini 
Single 1.5G Brewer

Hot Water Dispenser
WB5NLB

ホットウォーターディスペンサー
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ドリップコーヒーマシン

最先端の技術を駆使し、新しい提供スタイルで
コーヒータイムを演出する次世代のコーヒーマシン

Seraphim
対話するブルーワー
Seraphim（セラフィム）は、最
先端の技術を使用したブルー
ワーであることはもちろん、今
までにないすばらしい魅せ方
が可能なコーヒーマシン。コー
ヒーマシンのウォーターヒー
ティングユニットはカウンター下
に配置し、カウンター上で抽出
されるコーヒーにスポットを当
てています。お客さまにできる
限り近い位置で抽出シーンを
アピールし、最高品質のコー
ヒーの魅力をお届けします

G4テクノロジー
正確な温度と湯量のコント
ロールができ、特許取得してい
るシャワーヘッドからコーヒー粉
へ均一に湯がけを行うから、理
想的なコーヒーが抽出可能。
おいしいコーヒーを、誰でも簡
単に安定して何度もいれるこ
とができます

スタンダードパッケージ
2つのブルーイングヘッド、
ウォーターヒーティングユニッ
ト、G4 TFTタッチスクリーンコ
ントローラー、ドリップトレイな
ど、抽出方法を選ぶことがで
き、組み合わせも自由自在

感動の一杯
カフェのカウンターで、丁寧に
コーヒーをいれる凛 し々い姿。
それを見ながらコーヒーを待つ
幸福感。お客さまと対話しなが
ら、抽出したての最高の香り
と味を引き出す一杯を提供で
きます

Seraphim（セラフィム）

ウォーターヒーティングユニット

電源・消費電力・電流 単相200V・3400W・17A

サイズ（幅×奥行×高さ） 279×514×626mm（固定用金具含む）

タンク容量 約19L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 35L（/h）

抽出ヘッド部

数量 2

サイズ（幅×奥行×高さ） 178×483×406mm
（ブルーイングヘッド含む）

備考 シャワーヘッド9穴、21穴同梱

タッチパネル部

サイズ（幅×奥行×高さ） 183×181×88mm
（固定台上のサイズ）

Curtis／カーチス
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G4 GemX Twin Brewer

電源・消費電力・電流 単相200V・3950W・19.75A

サイズ（幅×奥行×高さ） 461×576×810mm

重量（乾燥重量） 38kg

IFコンテナ容量 5600cc

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 60L（/h）

付属 IFコンテナ2個

備考 シャワーヘッド21穴

G4テクノロジー
デジタルコントロールブルーイ
ングシステムによって、正確に
温度と湯量をコントロールする
G4テクノロジー。品質の高い
こだわりのドリップコーヒーが
抽出可能です

シャワーヘッド
（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、
粉全体にまんべんなく湯をかけ
ることができ、コーヒーの一粒
一粒が回転し、繊維を広げ、よ
り効果的な抽出が可能です

ラッチ機能
安全にお使いいただくために、
抽出中はブルーイングコーンを
ロックするラッチ機能を装備

4.3インチカラータッチ
パネルディスプレイ
ワイドで見やすく使いやすい
タッチパネル式液晶画面を搭
載しており、各ボタンで抽出量
設定・蒸らし時間・インターバル
時間をそれぞれ設定可能。忙
しい時間やコーヒーメニューに
よる使い分けなど、用途に合
わせた抽出ができます

Curtis／カーチス

ブルーイングコーン
抽出されるコーヒーのおいし
さにこだわったデザイン。コー
ヒーがきれいに膨らむよう設計
されたブルーイングコーンです

NEWインテリ
フレッシュテクノロジー
水位管を無くしLEDゲージへ
と進化。残量と抽出後の経過
時間を瞬時に認識できます。
約5.6Lのコンテナは、設定し
た温度で優しく包み込むように
コーヒーを保温します

ドリップコーヒーマシン

新型インテリフレッシュ5.6Lコンテナを2つ装備し、同時抽出も可能。
正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトな
タイミングで美味しいコーヒーを提供

G4 GemX Twin Brewer
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ドリップコーヒーマシン

正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトなタイミングで、
おいしいコーヒーがいれられるコーヒーマシン

G4 Gemini Twin 1.5G Brewer

G4 Gemini Twin 1.5G Brewer

電源・消費電力・電流 単相200V・3950W・19.75A

サイズ（幅×奥行×高さ） 460×560×762mm

重量（乾燥重量） 35kg

IFコンテナ容量 5,600cc

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 60L（/h）

付属 IFコンテナ2個

備考 シャワーヘッド21穴

Curtis／カーチス

G4テクノロジー
デジタルコントロールブルーイ
ングシステムによって、正確に
温度と湯量をコントロールする
G4テクノロジー。品質の高い
こだわりのドリップコーヒーが
抽出可能です

シャワーヘッド
（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、
粉全体にまんべんなく湯をかけ
ることができ、コーヒーの一粒
一粒が回転し、繊維を広げ、よ
り効果的な抽出が可能です

ラッチ機能
安全にお使いいただくために、
抽出中はブルーイングコーンを
ロックするラッチ機能を装備

4.3インチカラータッチ
パネルディスプレイ
ワイドで見やすく使いやすい
タッチパネル式液晶画面を搭
載しており、各ボタンで抽出量
設定・蒸らし時間・インターバル
時間をそれぞれ設定可能。忙
しい時間やコーヒーメニューに
よる使い分けなど、用途に合
わせた抽出ができます

ブルーイングコーン
抽出されるコーヒーのおいし
さにこだわったデザイン。コー
ヒーがきれいに膨らむよう設計
されたブルーイングコーンです

5.6Lコンテナ
ウォーマーで加熱して保温し
ます。出力調整でお好みの
温度帯に調整可能。クオリ
ティータイマーで経過時間を
お知らせします
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ドリップコーヒーマシン

4.3インチタッチスクリーンと、5.6Lコンテナを標準装備。
正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトなタイミングで
美味しいコーヒーを提供

G4 Gemini Single 1.5G Brewer

G4 Gemini Single 1.5G Brewer

電源・消費電力・電流 単相200V・3200W・16A

サイズ（幅×奥行×高さ） 231×562×757mm

重量（乾燥重量） 18kg

コンテナ容量 5600cc

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 35L（/h）

付属 コンテナ1個

備考 シャワーヘッド21穴

G4テクノロジー
デジタルコントロールブルーイ
ングシステムによって、正確に
温度と湯量をコントロールする
G4テクノロジー。品質の高い
こだわりのドリップコーヒーが
抽出可能です

シャワーヘッド
（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、
粉全体にまんべんなく湯をかけ
ることができ、コーヒーの一粒
一粒が回転し、繊維を広げ、よ
り効果的な抽出が可能です

ラッチ機能
安全にお使いいただくために、
抽出中はブルーイングコーンを
ロックするラッチ機能を装備

4.3インチカラータッチ
パネルディスプレイ
ワイドで見やすく使いやすい
タッチパネル式液晶画面を搭
載しており、各ボタンで抽出量
設定・蒸らし時間・インターバル
時間をそれぞれ設定可能。忙
しい時間やコーヒーメニューに
よる使い分けなど、用途に合
わせた抽出ができます

Curtis／カーチス

ブルーイングコーン
抽出されるコーヒーのおいし
さにこだわったデザイン。コー
ヒーがきれいに膨らむよう設計
されたブルーイングコーンです

5.6Lコンテナ
ウォーマーで加熱して保温し
ます。出力調整でお好みの
温度帯に調整可能。クオリ
ティータイマーで経過時間を
お知らせします
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ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer

G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer

電源・消費電力・電流 3相200V・5950W・17A

サイズ（幅×奥行×高さ） 510×527×634mm

重量（乾燥重量） 27kg

TFTステンレスポット容量 3,800cc

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 65L（/h）

備考 シャワーヘッド21穴

G4テクノロジー
デジタルコントロールブルーイ
ングシステムによって、正確に
温度と湯量をコントロールする
G4テクノロジー。品質の高い
こだわりのドリップコーヒーが
抽出可能です

シャワーヘッド
（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、
粉全体にまんべんなく湯をかけ
ることができ、コーヒーの一粒
一粒が回転し、繊維を広げ、よ
り効果的な抽出が可能です

ラッチ機能
安全にお使いいただくために、
抽出中はブルーイングコーンを
ロックするラッチ機能を装備

4.3インチカラータッチ
パネルディスプレイ
ワイドで見やすく使いやすい
タッチパネル式液晶画面を搭
載しており、各ボタンで抽出量
設定・蒸らし時間・インターバル
時間をそれぞれ設定可能。忙
しい時間やコーヒーメニューに
よる使い分けなど、用途に合
わせた抽出ができます

Curtis／カーチス

4.3インチタッチスクリーンを搭載したミドルクラスのドリップコーヒーマシン。
G4テクノロジーと、3.8リットルのTFTステンレスポットで
安定した品質のコーヒーを提供

ブルーイングコーン
抽出されるコーヒーのおいし
さにこだわったデザイン。コー
ヒーがきれいに膨らむよう設計
されたブルーイングコーンです

サーマルフレッシュ
トラックシステム
コーヒーを抽出してからの経過
時間と残量を表示するサーマ
ルフレッシュトラックシステム。
営業時間中、瞬時に確認す
ることができ、常にお客様にフ
レッシュなコーヒーを提供する
ことができます
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ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

電源・消費電力・電流 単相200V・3200W・16A

サイズ（幅×奥行×高さ） 281×527×628mm

重量（乾燥重量） 18kg

TFTステンレスポット容量 3,800cc

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 35L（/h）

備考 シャワーヘッド21穴

G4テクノロジー
デジタルコントロールブルーイ
ングシステムによって、正確に
温度と湯量をコントロールする
G4テクノロジー。品質の高い
こだわりのドリップコーヒーが
抽出可能です

シャワーヘッド
（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、
粉全体にまんべんなく湯をかけ
ることができ、コーヒーの一粒
一粒が回転し、繊維を広げ、よ
り効果的な抽出が可能です

ラッチ機能
安全にお使いいただくために、
抽出中はブルーイングコーンを
ロックするラッチ機能を装備

4.3インチカラータッチ
パネルディスプレイ
ワイドで見やすく使いやすい
タッチパネル式液晶画面を搭
載しており、各ボタンで抽出量
設定・蒸らし時間・インターバル
時間をそれぞれ設定可能。忙
しい時間やコーヒーメニューに
よる使い分けなど、用途に合
わせた抽出ができます

Curtis／カーチス

4.3インチタッチスクリーンを搭載したミドルクラスのドリップコーヒーマシン。
G4テクノロジーと、3.8リットルのTFTステンレスポットで
安定した品質のコーヒーを提供

ブルーイングコーン
抽出されるコーヒーのおいし
さにこだわったデザイン。コー
ヒーがきれいに膨らむよう設計
されたブルーイングコーンです

サーマルフレッシュ
トラックシステム
コーヒーを抽出してからの経過
時間と残量を表示するサーマ
ルフレッシュトラックシステム。
営業時間中、瞬時に確認す
ることができ、常にお客様にフ
レッシュなコーヒーを提供する
ことができます
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ドリップコーヒーマシン

いつでもフレッシュなコーヒーが提供できる
１杯抽出型ドリップコーヒーマシン

CGC

CGC [200V]

電源・消費電力・電流 単相200V・3650W・18.25A

サイズ（幅×奥行×高さ） 336×533×464mm

重量（乾燥重量） 12kg

タンク容量 6L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 15L（/h）

付属 コーヒーパウダー計量スコップ、フィルターペーパーケース

備考 シャワーヘッド9穴

G4テクノロジー
タッチスクリーンG4インターフェースで正確に温度と湯量をコントロール。品質の高いドリップコーヒー
が抽出できます

タッチパネル
わかりやすい大きなタッチパネル式液晶画面を搭載。メニューボタンで、6種類の設定が可能

一度に2～3杯分のフレッシュなコーヒーが抽出できます
コンパクトサイズのドリップコーヒー用グラインダー、BARATZAのForté-BGとステンレスデキャンタ
THERMOS THX-700（0.7リットル）を組み合わせて使用すれば、最高の香りと味を凝縮したフレッ
シュな挽きたてで、いれたてのコーヒーを一度に2、3杯分抽出できます

● 一杯のコーヒーを美しく抽出できるサイフォン式ブルーコーン（アメリカ特許取得）

● 9個の穴から粉全体にまんべんなく湯がけをするシャワーヘッド（アメリカ特許取得）
● 蒸らし機能は最大12回まで設定が可能

Curtis／カーチス
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ドリップコーヒーマシン

おいしいコーヒーを抽出するベーシックな機能を搭載し、
シンプルで使いやすいコーヒーマシン

ALPHA

ALPHA（アルファ）

電源・消費電力・電流 単相200V・3950W・19.75A

サイズ（幅×奥行×高さ） 232×518×483mm

重量（乾燥重量） 8kg

タンク容量 6L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

抽出能力 30L（/h）

コーヒーウォーマー 3

付属 デキャンタ×1

備考 シャワーヘッド21穴

● 4種類の抽出量設定、蒸らし時間、インターバル時間について、それぞれ設定可能

● 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯をかけます
● 安定した温度で抽出可能な大容量タンク

● クオリティータイマー機能で、クオリティーの高いコーヒーをキープします

Curtis／カーチス

ホットウォーターディスペンサー

Hot Water Dispenser 
WB5NLB

Hot Water Dispenser　WB5NLB（ホットウォーターディスペンサー）

電源・消費電力・電流 単相200V・3900W・19.5A

サイズ（幅×奥行×高さ） 191×649×654㎜

NEW

大容量で幅19ｃｍのナローサイズ。常に最適なお湯を安定して供給

● G3デジタルコントロールモジュール -　正確な温度制御と空気（酸素）の攪拌動作エアレーションを提供

● 大きな液晶ディスプレイ – タンク内の温度を表示する大きな液晶ディスプレイ

● シンプルな操作性- 分かりやすく操作しやすいシンプルなグラフィックデザイン

● 省エネモード - 最後の給湯から4時間後、タンクは60℃の温度をキープします

● エアレーション – 30分に一回、タンク内で空気による撹拌動作を実施。お湯を美味しくします

● 温度制御 – 60℃~98℃の範囲で温度調整が可能
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100年以上の歴史を誇るイタリアのコーヒーマシンブランド「CARIMALI（カリマリ）」。
飲みたいコーヒーを培ってきた技術を駆使した最高品質のマシンで提供します。

CARIMALI／カリマリ

全自動コーヒーマシン

HARMONY SOFT

エスプレッソ専用ミル

C64

全自動コーヒーマシン

HARMONY ULTRA

セミオートエスプレッソマシン

Cento50 G1

セミオートエスプレッソマシン

Cento50 G2

全自動コーヒーマシン

BlueDot Plus
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全自動コーヒーマシン

ドリップコーヒーとエスプレッソベースのカフェラテなど
お好みのコーヒーを1杯ずつ提供できる全自動コーヒーマシン

BlueDot Plus

マシンタイプ

電源・消費電力・電流

サイズ（幅×奥行×高さ）

重量（乾燥重量）

ポンプ

給水接続方法

ミルカー

コーヒー豆ホッパー容量

コーヒー豆ホッパー

抽出ユニット

グラインダー

パウダー用キャニスター容量（粒度によって重量に差があります）

パウダー用キャニスター

ミキサー

メニュー数

排水トレー容量

給水タンク容量

コーヒーカス箱容量

ボイラー容量　

抽出能力

EF20M

単相100V・1250W・12.5A

368×555×587mm

17kg

内蔵式　ポンプ（バイブレーション式）

水道直結式、15A、バルブ止め

1

約500g

2

フレッシュブリュー1、エスプレッソ 1

2

－

－

－

1画面表示6メニュー×4画面

1000cc

－

エスプレッソ約20杯／フレッシュ 30杯

0.6L

80杯（/日）

F22

単相100V・1250W・12.5A

368×555×587mm

14kg

内蔵式　ポンプ（バイブレーション式）

水道直結式、15A、バルブ止め

－

約500g

2

フレッシュブリュー 1

2

約500g×2個

2

2

1画面表示6メニュー×4画面

1000cc

4Ｌ（残り約700mlでアラーム表示）

約30杯

0.6L

80杯（/日）

CARIMALI／カリマリ

BlueDot Plus（ブルードット プラス）

省スペースに
設置可能
省スペースに設置できるコー
ヒーマシンで、いつでも挽きた
て、いれたてのコーヒービバ
レッジメニューが楽しめます。ま
た高さ585ミリメートルとローサ
イズデザインだから、操作しや
すさも魅力です

見やすくなった
7インチディスプレイ
1画面に最大16メニュー表示。
タッチパネル式ディスプレイに
より、クリーニング時などオペ
レーション簡易操作が可能に

さまざまなコーヒー
メニューを提供
コーヒー豆、パウダー、生乳仕
様により、パーフェクトなコーヒー
メニュー設定ができます。提供
メニューに合わせて２つの仕様
選択が可能（F22、EF20M）

2グラインダー＋2パウダー仕
様。1杯ずつフレッシュなドリップ
コーヒーとアレンジメニューが提
供可能

● F22

2グラインダー＋生乳仕様。ク
リア感のあるドリップコーヒー
と、ボディ感あるエスプレッソと
生乳を使用してカフェラテやカ
プチーノが提供可能

● EF20M
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全自動コーヒーマシン

タッチディスプレイや電子制御により、HARMONYシリーズが誇る
豊富なメニューを、もっと手軽に、さらに美味しく

HARMONY ULTRA

CARIMALI／カリマリ

HARMONY ULTRA（ハーモニー ウルトラ）

電源・消費電力・電流 単相200V・3200W・16A

サイズ（幅×奥行×高さ） 325×560×745mm

重量（乾燥重量） 50kg

タンク容量 1L（コーヒー）、1L（スチーム）

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

排水接続方法 20Aワイヤー入り排水ホース

抽出能力 120杯（/日）

ロータリーポンプ内蔵 あり

付属 給排水ホース、ミルクチューブクリーナー、マシンクリーナー、清掃用ハケ　

豊富なメニュー表示
10インチのディスプレイには、1画面に10メニューを表示できます。さらに、セルフモードでは、カテゴリー別
に最大29メニューの表示が可能です

CARImilkシステム
従来よりオペレーションが簡素化され、ミルクの抽出部分も、分解洗浄が不要に。
また、電子制御により、簡単な調整だけできめ細かい艶のあるミルクを作ることが可能。
温度設定も数値管理で、これまで以上に手軽に操作できるようになりました

Frigde ULTRA
最大で2種類のミルクが使用できます。
Fridge Ultra-S: 1ミルクタンク付き
Friege Ultra-D: 2ミルクタンク付き
ミルクタンク容量／シングル：7.0L、ダブル：3.5L x2
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全自動コーヒーマシン

エスプレッソやカフェラテからホットチョコレート、抹茶ラテなど
豊富なメニューが簡単に抽出できるコーヒービバレッジマシン

HARMONY SOFT

HARMONY SOFT（ハーモニー ソフト）

電源・消費電力・電流 単相200V・3200W・16A

サイズ（幅×奥行×高さ） 325×560×745mm

重量（乾燥重量） 50kg

タンク容量 1L（コーヒー）、1L（スチーム）

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

排水接続方法 20Aワイヤー入り排水ホース

抽出能力 120杯（/日）

ロータリーポンプ内蔵 あり

付属 給排水ホース、ミルクチューブクリーナー、マシンクリーナー、清掃用ハケ　　　

ボタン一つで豊富なメニューを提供
グラインダーとパウダーコンテナの組み合わせ仕様により、さまざまなドリンクを完全自動で提供。エスプ
レッソ、コーヒー、カプチーノ、カフェラテ、ラテマキアート、カフェモカ、ホットチョコレートなど、リッチでフレッ
シュなスペシャリティードリンクがボタン一つでできあがります。メニューは最大16種類設定可能

操作しやすいメニューボタン
メニューはイラスト表示で簡単に選択でき、ボタンはバックライトで表示されているので、誰もが使いや
すい仕様に。グラフィックディスプレイには、動作メッセージやクリーニング対処法などが表示されます

MTT（ミルク チューニング テクノロジー）
新規採用システムにより、各メニューに最適なミルクフォームが設定でき、リッチでコンスタントなミル
クのクオリティーが調整可能。滑らかなミルクを使用してリッチなミルク感のカフェラテにしたり、ミルク
フォームをかためにしてアレンジ用のカプチーノを抽出することなどができます。また冷たいミルクも抽
出可能で、ボタン一つでアイスカフェラテも提供できます

● メンテナンスが必要な時期や、浄水器カートリッジ交換時期など、設定可能

● コーヒーをおいしくする蒸らし機能やエキストラウォーター機能付

● 紅茶などの熱湯も抽出可能

CARIMALI／カリマリ
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Cento50 G2（チェント チンクワンタ G2）

電源・消費電力・電流 単相200V・3200W・16A

サイズ（幅×奥行×高さ） 725×560×498mm

重量（乾燥重量） 54.5kg

タンク容量 10.5L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

排水接続方法 20Aワイヤー入り排水ホース

セミオートエスプレッソマシン

イタリア統一150周年を記念した
セミオートエスプレッソマシン

Cento50 G2

● イタリア統一150周年記念モデル

● 大容量ボイラーで安定したエスプレッソが抽出可能

● 前面から量の調節できる電子コントロールシステムを採用

● スチームノズルの代わりに、ミルカー（ミルク泡立て）を取り付けることも可能
（別売り）

● プログラムデータなどわかりやすく表示するLCDディスプレイ

Cento50 G1（チェント チンクワンタ G1）

電源・消費電力・電流 単相200V・2000W・10A

サイズ（幅×奥行×高さ） 350×560×498mm

重量（乾燥重量） 38kg

タンク容量 4L

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止

セミオートエスプレッソマシン

白を基調としたエレガントなデザインで
コンパクトなセミオートエスプレッソマシン

Cento50 G1

● イタリア統一150周年記念モデル

● 大容量ボイラーで安定したエスプレッソが抽出可能

● 前面から量の調節できる電子コントロールシステムを採用

● コンパクトで省スペース型

● スチームノズルの代わりに、ミルカー（ミルク泡立て）設置も可能（別売り）

エスプレッソ専用ミル

コンパクトで使いやすいエスプレッソ専用ミルで
極上のエスプレッソを演出

C64

● 幅212ミリメートルのコンパクトサイズで、ホッパー容量は1.5キログラム

● コーヒーパウダーは300グラムのストックが可能

● 直径64ミリメートルのフラットバーを採用

CARIMALI／カリマリ

C64

電源・消費電力・電流 単相100V・380W・3.8A

サイズ（幅×奥行×高さ） 212×408×630mm

ホッパー容量 1.5kg

コーヒーパウダーストック容量 300g

抽出能力 240杯（/日）

ロータリーポンプ あり

付属 清掃用ディスク、給排水
ホース、シングルホルダー、
ダブルホルダー

排水接続方法 20Aワイヤー入り排水ホース

抽出能力 120杯（/日）

ロータリーポンプ あり

付属 清掃用ディスク、給排水ホース、シ
ングルホルダー、ダブルホルダー
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1970年代からエスプレッソマシンを開発してきた「rheavendors（リアベンドーズ）」。
ボタン一つでバリエーション豊富なコーヒーが味わえます。

rheavendors／リアベンドーズ

全自動コーヒーマシン

la Rhea GRANDE2 
Premium

全自動コーヒーマシン

eC +コインメック

全自動パウダーマシン

lio 2C

全自動コーヒーマシン

rhea BL eC
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全自動コーヒーマシン

コーヒー・ラテ・モカ・ココア・抹茶ラテまで、
多彩なメニューが抽出できる、ハイパフォーマンスエスプレッソマシン

la Rhea GRANDE2 Premium

la Rhea GRANDE2 Premium

電源・消費電力・電流 単相200V・2700W・13.5A

サイズ（幅×奥行×高さ） 422×599×666mm（最大高さ 880mm）

重量（乾燥重量） 34kg

グラインダー(容量） 2基（500g×2）

キャニスター（容量） 3基（980g×3）

一日推奨抽出能力 約150杯

操作パネル 液晶タッチ式

2豆ホッパー、2グラインダー＋3パウダーキャニスター搭載
2種類の豆と3種類のパウダーにより、12メニュー×4ページ、最大48の多彩なメニュー設定が可能。
コーヒー・ラテ・ココア・抹茶・スープ・アイスメニューなど、1台でバラエティ豊かなメニューが提供できます

タッチ式液晶パネル
鮮やかな液晶パネルにメニューの画像等を表示することで、デザイン性・識別性・操作性が向上

省エネ Varithermシステム
待機中のヒーターはスイッチオフの状態。抽出時は瞬間的にスイッチが入り、素早くドリンクを提供。
完了後は再びスイッチオフとなり、消費電力を従来の約1/2に抑えることができます

rheavendors／リアベンドーズ
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全自動コーヒーマシン

コーヒー、カプチーノ、カフェモカ、ホットチョコレートまで
100ボルト電源で、手軽に豊富なメニューを提供

rhea BL eC

rhea BL eC

電源・消費電力・電流 単相100Ｖ・1400W・14A

サイズ（幅×奥行×高さ） 318×537×560mm

重量（乾燥重量） 26kg

コーヒーグラインダー(容量） 1基（700g）

パウダーキャニスター（容量） 2基（L 約1600g + R 約800g）

給水接続方法 水道直結式

メニューボタン 12個

ミキサーボウル 1基

カス箱容量 約25杯

排水トレイ容量 約500㏄

ボイラー容量 0.4L

抽出能力 80杯（/日）

1ミル+2パウダー仕様による豊富なメニュー設定
コーヒー、カプチーノ、カフェモカ、ホットチョコレートなど、12種類のドリンクがワンタッチで抽出可能

高級感あるデザインと使いやすいメニューボタン
設置場所をラグジュアリーな空間に整えるミラノスタイルデザイン。大きな液晶ディスプレイと、簡単に
選択できるわかりやすいメニューボタンが特徴的です

抽出ユニット
プロフェッショナルレベルのスペシャリティーコーヒーを楽しむことができるなど、幅広い調整を可能にし
た抽出ユニット

● パウダーとお湯を効果的にミキシングするブレイク機能

● スモールカップに対応可能なカップスタンド

● コンパクトサイズ

● オフィスなどで対応可能な専用キャビネット、ウォータータンクキット、大容量カス箱、カップステーション、カップスタンドなど、用途に合わせ
たさまざまなオプションを用意（詳細は52ページ参照）

rheavendors／リアベンドーズ
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全自動コーヒーマシン

● つり銭内臓コインメックユニット　
● 会計機能が付いた全自動コーヒーマシン
● いろいろな場所で、いれたて、挽きたてのコーヒーの提供が可能

全自動パウダーマシン

省スペースで新しいメニューを提供できる
コンパクトパウダーマシン

lio 2C

● 幅210ミリメートルのコンパクトサイズだから、わずかなスペースにも設置可能
● ココア、抹茶、ミルク、インスタントコーヒー、スープなどが楽しめる
● シンプルで美しいイタリア・ミラノデザイン

rheavendors／リアベンドーズ

lio 2C（リオ 2C）

電源・消費電力・電流 単相100V・920W・9.2A

サイズ（幅×奥行×高さ） 210×430×540mm

重量（乾燥重量） 15kg

メニューボタン 5

パウダー用キャニスター種類 2基（①約1600g　②約800g）

ミキサー 2

給水接続方法 水道直結式、15A、バルブ止め

排水トレイ容量 900㏄

ボイラー容量 1.3L

eC（オプション）

大容量カス箱
コーヒーマシンのサイズに合わ
せた、コーヒーカスが約40～
60個入る大容量カス箱

カップスタンド
コーヒーの抽出口にカップを
近づけるスタンドの取り付けが
可能

ユニベース
幅 85㎝の天板を使用したキャ
ビネット。
eC コインメックユニット付や
カップやシュガートレイを横置
き可能

eC 専用キャビネット+
ウォータータンクキット
コーヒーマシンのサイズに合
わせたスリムボディのキャビ
ネットと、給水用ポリタンクとポ
ンプを内蔵したウォータータン
クキット

カップステーション
カップの取り出し口に扉をつ
けることが可能

ユニベースunibase

本体（幅×奥行×高さ） 570×600×920mm

天板  (幅×奥行) 850×600mm

全自動コーヒーマシン「eC」は、
専用キャビネット、大容量カス箱など、用途に合わせたさまざまな専用オプションもご用意

eC ＋コインメックユニット
豊富なメニューを手軽にコインメックで提供

eC コインメックユニット付

サイズ（幅×奥行×高さ） 465×530×560mm

重量（乾燥重量） 40kg
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イタリアの伝統と、プロフェッショナル達の情熱、世界最高峰の技術がボーダレスに融合。
革新的なハイエンドモデルを創造する「SANREMO（サンレモ）」。

SANREMO／サンレモ

セミオートエスプレッソマシン

Café Racer

セミオートエスプレッソマシン

F18

セミオートエスプレッソマシン

Opera 2.0

エスプレッソミル

SR64 OD evo
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セミオートエスプレッソマシン

最高のエスプレッソを抽出するため、圧力・温度・時間を思いのままに制御。
バリスタの理想、繊細なニュアンスまで再現する革新的なハイエンドモデル

Opera 2.0

Opera 2.0（オペラ 2.0）

電源・消費電力・電流 三相200V・5600W・16A

サイズ（幅×奥行×高さ） 786×653×500mm

重量（乾燥重量） 91kg

抽出グループ 2グループ

スチームノズル 2基

給湯ノズル 1基

タンク容量（スチームボイラー） 8Lt

タンク容量（プレヒーティングボイラー） 2.8Lt

タンク容量（グループボイラー） 1Lt

付属 シングルホルダー×1、IMSシングルフィルター×1、ダブルホ

ルダー×2、IMSダブルフィルター16-18g h.26×2、IMSダ

ブルフィルター18-22g h.28.5×2、ブラインドフィルター×2

マルチボイラーシステム
抽出の全段階で、思い通りの
温度管理ができる、高性能な
マルチボイラーを搭載。作業
負荷が高い状況でも、正確に
作動

熱湯用ディスプレイ
高性能電子センサーが、圧
力、温度、水位を常時計測し、
ディスプレイに表示します

直感的に操作できる
専用アプリ
分かりやすい操作画面で、抽
出を左右する様々な数値を総
合的に管理できます

グループ・ディスプレイ
抽出に関わる全数値を、グ
ループ・ディスプレイで設定・操
作。1グループで最大6種類の
抽出設定が可能です

パワフルな
ドライスチーム
最新型変換器による電子制
御装置により、誤差の少な
い高性能スチームを実現。ス
チームパイプは、触っても熱く
ないクールタッチ仕様

acaiaと共同開発
誤差+/-0.05gの高精度な
acaiaスケールを搭載。粉量と
湯量を正確に測定し、常に同じ
クオリティの1杯を提供します

SANREMO／サンレモ

● コーヒー抽出制御システム（CDS：Control Delivery System）により、抽出工程の3段階（前蒸らし・本抽出・後蒸らし）において、圧力・
温度・時間を精確に制御。豆のポテンシャルを最大限に引き出し、アロマを逃さず、余計な苦みは除去

40 G
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セミオートエスプレッソマシン

誰が淹れても美味しい、スペシャリストが認めるエスプレッソマシン。

Café Racer

Café Racer （カフェ レーサー）

電源・消費電力・電流 三相200V・5600W・16A

サイズ（幅×奥行×高さ） 877×702×534mm

重量（乾燥重量） 97kg

抽出グループ 2グループ

スチームノズル 2基

給湯ノズル 1基

タンク容量（スチームボイラー） 8Lt

タンク容量（プレヒーティングボイラー） 1.0Lt

タンク容量（グループボイラー） 1.0Lt

カラー（オプション） White & Wood

付属 シングルホルダー×1、IMSシングルフィルター×1、ダブルホ

ルダー×2、IMSダブルフィルター16-18g h.26×2、IMSダ

ブルフィルター18-22g h.28.5×2、ブラインドフィルター×2

SANREMO／サンレモ

マルチボイラーシステム
PID温度制御を4カ所に装備
し、高精度な温度管理を実現。
グループヒーターによって、抽
出時の温度も一定に保ちます

デジタル・ディスプレイ
機能
高性能センサーで、圧力・温
度・水位を測定し、リアルタイム
でディスプレイに表示。トータ
ルの抽出量も集計できます

グループヘッドのディス
プレイで自在に操作
前蒸らしの時間、注水量、温度
を、各グループごとにディスプレ
イを使って簡単に設定が可能

高性能のスチーム
大容量ボイラーで、連続操作
にも対応。360度回転するス
チームノズルで操作性を向上

WCIGSC（World Coffee In Good Spirits Championship／ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ）

WLAC（World Latte Art Championship／ワールド ラテアート チャンピオンシップ）

オフィシャルマシン

高純度の
ステンレスを使用
フィルターホルダーとボイラー
に、耐酸性、耐腐食性に優れ
た高純度のステンレス（AISI 
316）を使用

ソフト・プレ・
インフュージョン
正確に流水量と前蒸らし時間
を管理し、豆のポテンシャルを
最大限に引き出します
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セミオートエスプレッソマシン

最高の一杯を抽出するために、いつでもスタンバイ。
安定した技術力で、すべてのバリスタに、ベストパフォーマンスを約束

F18
ヒートエクスチェンジャー
各グループの中には独立のボ
イラーがあり、ヒートエクスチェ
ンジャーを稼働させお湯と水を
ブレンドすることでコーヒーに合
わせた湯温で抽出を行います

リアルタイム 
制御ボイラー
温度を正確にキープし、わずか
±0.2℃の範囲で温度制御が
可能。何杯でも安定的にエス
プレッソを抽出します

抽出温度と
抽出時間の表示
スタンバイ時は抽出温度をリ
アルタイムで表示。抽出が始
まると抽出時間をお知らせい
たします

タッチパネルで
自在にプログラミング
蒸らしの時間、抽出量、温度
を各グループごとにタッチパネ
ルで簡単に設定が可能です

高性能のスチーム
大容量のスチーム専用ボイ
ラー搭載でドライでパワフルな
スチームを出し続けます。
クールタッチで安全なスチーム
ノズルです

ソフト・プレ・
インフュージョン
正確に流速量と前蒸らし時間
を管理し、豆のポテンシャルを
最大限に引き出します

F18

電源・消費電力・電流 単相200V・3500W・17.5A

サイズ（幅×奥行×高さ） 902×526×646mm

重量（乾燥重量） 97kg

タンク容量（スチームボイラー） 8.6Lt

タンク容量（グループボイラー） 1.0Lt

カラー（オプション） Black / Matte Black　Blue / Matte Balck

 ※カラー在庫状況については担当営業へお問い合わせ下さい

付属 シングルホルダー×1、IMSシングルフィルター×1、ダブルホル

ダー×2、IMSダブルフィルター16-18g h.26×2、IMSダブル

フィルター18-22g h.28.5×2、ブラインドフィルター×2

※2020年夏販売開始

mixed
waterCOLD INJECTION

HOT INJECTION

DISTRIBUTION
GROUP

MIXER

T1

T2

T3

GROUPS’ BOILER

SANREMO／サンレモ

NEW

White / Black

Black /  Matte Black

Blue /  Matte Black

 Ready to take off
_ In flight stability
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エスプレッソミル

パーフェクトなコーヒーは、パーフェクトなグラインドから。
バリスタの理想に応えるオンデマンド・エスプレッソミル

SR64 OD evo

SR64 OD evo

電源・消費電力・電流 単相100V・260W・2.6A

サイズ（幅×奥行×高さ）  230×270×615mm

ブレード形状 flat burr

ブレード直径 64mm

ブレード回転スピード 50Hz 1350/分

ブレード回転スピード 60Hz 1550/分

ホッパー容量 1.5㎏

重量 14kg

カラー 白（オプション）

SANREMO／サンレモ

的確でスピーディーなグラインド
挽き目は、豆の特徴や、抽出したいコーヒーのテイストに合わせて、微調整が可能。フラット刃
で、的確かつスピーディーにグラインドします

安定したグラインド
耐久性が高く、長く安定した
性能を保ちます

カップセンスタッチスクリーンディスプレイ
コーヒーの温度、湿度をディスプレイに表示。日/週/累積のコーヒー消費量、ミルの消耗自動測定機
能、カレンダー機能搭載。タッチディスプレイで、シングル、ダブル、マニュアルを選択できます

オートマチック
クーリングファン
グラインダーがオーバーヒー
トした時に冷却ファンが稼働

27°C 37%

シングル

機器周辺の目安となる温度・湿度表示

コーヒーの
消費量
刃の消耗の
統計を表示

ダブルマニュアル

イタリアの著名デザイナー　PIO&TITOTOSOとの
コラボレーションによるエレガントなデザインが、
スペシャルティコーヒーショップ、バーやレストランなど
あらゆる場所に最高の存在感を与えます。

イタリアの名門が極めた、
至高のグラインダー
80年以上の歴史を誇るエスプレッソミル専門メーカー、
イタリア、フィオレンツァ―ト社のOEM製品。使いやす
さ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性、低ノイズで
の作動音との組み合わせが、飲食業界にとって貴重な
ワークツールとなり、コーヒーの使用量が多い条件下で
も最高のパフォーマンスを提供。

White

Black
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完璧な品質、洗練を極めたスタイル、 世界が感嘆したコーヒーの深い味わい。
スイスが誇る、コーヒーマシンのワールドブランド「JURA（ユーラ）」。

JURA／ユーラ

全自動コーヒーマシン

X8 

全自動コーヒーマシン

GIGA X8c

全自動コーヒーマシン

E6

全自動コーヒーマシン

E8

全自動コーヒーマシン

GIGA X3

ミルククーラー

Cool Control 1.0L

全自動コーヒーマシン

WE8
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全自動コーヒーマシン

最高のパフォーマンスを実現するために生み出された
JURA社製最高品質マシン

GIGA X8c

JURA／ユーラ

4.3インチタッチカラー
ディスプレイ
タッチディスプレイは、スマホや
タブレットのように、画面に触
れて直感的な操作が可能。メ
ニュー選択や設定も分かりや
すく簡単です

電子制御
自動再調整システム
セラミックグラインダー
（A.G.A）

自動的に粉量を調整。正確な
グラインドを実現します

ファインフォーム
テクノロジー
スチームミルクやフォームミル
クの温度は、お好みや用途に
合わせて、10段階に設定可
能です

全自動ミルク洗浄
システム
洗浄剤を定量注ぐだけで、マシ
ンが全自動でミルク洗浄を行
います。衛生状態を守り、安心
してお使いいただけます

GIGA X8c（ギガ X8c）

電源・消費電力・電流 単相200V・2200W・11A

サイズ（幅×奥行×高） 370X565X497mm

重量（乾燥重量） 19Kg

アロマ保存カバー付コーヒーホッパー 650gX2個

コーヒーカス箱（抽出杯数） 約40杯

給水接続方法 水道直結

カスシューター オプション

排水直結キット オプション

生産国 スイス

メニュープログラム 32種類

電子制御自動再調整システム（A.G.A） 標準

セラミックディスクグラインダー 標準

コーヒー粉量設定 5～14g 

抽出温度設定 3レベル

パルス抽出システム（P.E.P）  エスプレッソ / リストレットメニューのみ

抽出能力 100杯（/日）

自動蒸らし抽出機能（I.P.B.A.S） 標準

ミルクメニュー 2杯取抽出可能

ミルク量設定 標準

ミルク温度設定 10段階

フォームミルク 標準

スチームミルク 標準

ファインフォームテクノロジー 標準

抽出口高さ調整（ミルク／コーヒー） 64～153mm

給湯ノズル高さ 68～165mm

全自動ミルク洗浄システム 標準

排水トレイアラーム機能 標準

浄軟水フィルター交換アラーム 標準

エナジーセーブモード（E.S.M）  標準

コーヒー粉量調整 10段階

NEW

J.O.E.®

JURA Operating 
Experience
スマートフォンやタブレットを使
用して自分の好きなメニューに
カスタマイズできる J.O.E.が
利用可能です
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全自動コーヒーマシン

カフェでもレストランでもオフィスでも
誰もが簡単に、最高においしいコーヒーが抽出可能

GIGA X3

GIGA X3（ギガ X3）

電源・消費電力・電流 単相100V・1250W・12.5A

サイズ（幅×奥行×高さ） 370×497×550mm

重量（乾燥重量） 18.3kg

アロマ保存カバー付コーヒーホッパー 1000g

コーヒーカス箱（抽出杯数） 約40杯

水タンク容量 5L

クラリスプロブルーフィルター 標準

水道直結キット オプション

排水直結キット オプション

カスシューターキット オプション

生産国 スイス

JURA／ユーラ

抽出ボタン 8

31種類のメニュープログラム 標準

セラミックディスクグラインダー 標準

コーヒー粉量設定 5g～16g

抽出量設定 標準

抽出温度設定 3レベル

抽出能力 80杯（/日）

自動蒸らし抽出機能 （I.P.B.A.S） 標準

ミルクメニュー 2杯取り抽出対応可

ミルク量設定 標準

フォームドミルク 標準

31種類のメニュー設定
利用シーンや要望に合わせ
て、31種類のメニュー設定が
可能。プログラミング可能なス
ペシャルティコーヒーメニュー
に加え、12種類のバリスタレシ
ピなどが、ボタンに触れるだけ
で簡単に抽出できます

クリアな水の抽出を
実現
抽出のたびにクリアな水で
コーヒーを提供するクラリス
プロブルーフィルターを搭載。
コーヒーの味に悪影響を与え
る物質を除去します

こまめなコーヒー豆の
補充が不要
アロマ保存カバー付コーヒー
ホッパーの容量が1000グラム
あるから、こまめにコーヒー豆を
補充する手間が省けます

高性能テクノロジー
高性能セラミックグラインダー
は電子モーターで制御され、豆
を挽くスピードも速く、正確、静
音、高耐久性が特徴です。ま
た二つの抽出口からエアを取
り込み、短時間でミルクアレン
ジメニューを抽出したり、2杯同
時抽出も可能です

● シンプルな操作性とプログラミングと同様に、マシンのケアもしやすいようにとてもシンプルにデザイン。 
リンス、クリーニングのプログラムが一つで、クリーニングにかかる負担が最小限

J.O.E.®

JURA Operating 
Experience
スマートフォンやタブレットを使
用して自分の好きなメニューに
カスタマイズできる J.O.E.が
利用可能です

スチームミルク 標準

ファインフォームテクノロジー 標準

抽出口高さ調節 （ミルク・コーヒー） 70～159mm

抽出口幅調整 20～50mm

給湯ノズル高さ調整 69～165mm

豆切れアラーム機能 標準

排水トレイ適水アラーム機能 標準

浄軟水フィルター交換アラーム 標準

エナジーセーブモード （E.S.M.） 2レベル

クラリスフィルター
水タンクに直接セットすること
で、抽出の度に必要量のみ浄
水します。コーヒーを香り立た
せるフッ化物は保持しながら
有害物質は除去。豆本来の
魅力を最大限に引き出します
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全自動コーヒーマシン

ホテルやレストラン、オフィス等、
セルフ式のシーンで活躍する使いやすさを備えた全自動コーヒーマシン

X8

JURA／ユーラ

X8

電源・消費電力・電流 単相100V・1250W・12.5A

サイズ（幅×奥行×高さ） 373×461×470mm

重量（乾燥重量） 約14kg 

アロマ保存カバー付コーヒーホッパー 約500g 

コーヒーカス箱（抽出杯数） 約40杯

水タンク容量 約5L

クラリスプロスマートフィルター 標準 

水道直結キット オプション 

排水直接キット オプション 

カスシューターキット オプション

生産国  スイス

抽出ボタン  6

Aroma G3 コニカルグラインダー 標準

21種類のメニュープログラム 標準

コーヒー粉量設定 5g～16g

抽出量設定  標準

抽出量温度設定 2レベル

抽出能力 80杯（/日）

自動蒸らし抽出機能（I.P.B.A.S） 標準 

ミルクメニュー 2杯取り抽出対応可

ミルク量設定 標準 

フォームドミルク 標準 

スチームミルク 標準

ファインフォームテクノロジー 標準

抽出口高さ調節（ ミルク・コーヒー） 65～153mm 

豆切れアラーム機能 標準

排水トレイ適水アラーム機能 標準

浄軟水フィルター交換アラーム 標準

エナジーセーブモード（ E.S.M.） 標準 

分かりやすい
カップトレイ
カップの置く位置が一目で分
かるトレイ、分かりやすさに配
慮した大きなボタンは、セルフ
サービスに最適です

ロック可能なコーヒー
ホッパーと水タンク
500gコーヒービーンホッパーと
5リットル給水タンクは、どちらも
専用キーを使用する安心ロック
機能付きです

大きなボタンと
TFTディスプレイ
操作しやすい6つの大きな抽
出ボタンと、読みやすい2.8イ
ンチTFTディスプレイを採用し
ています

● シンプルな操作性とプログラミングと同様に、マシンのケアもし
やすいようにとてもシンプルにデザイン。リンス、クリーニングの
プログラムが一つで、クリーニングにかかる負担が最小限

● 標準装備された5リットルの大容量水タンク、また水道直結キッ
トやコーヒーカスを直接捨てられるダイレクトシューターキット・
排水ドリップドレインキットも使用可能

● 水タンク式でも、水道直結式の場所でも、優れた性能を発揮

J.O.E.®

JURA Operating 
Experience
スマートフォンやタブレットを使
用して自分の好きなメニューに
カスタマイズできる J.O.E.が
利用可能です

クラリスフィルター
水タンクに直接セットすること
で、抽出の度に必要量のみ浄
水します。コーヒーを香り立たせ
るフッ化物は保持しながら有害
物質は除去。豆本来の魅力を
最大限に引き出します
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全自動コーヒーマシン

洗練されたデザイン性と卓越した操作性
上質なコーヒーが、ワンランク上のビジネス空間を演出

WE8

JURA／ユーラ

ワンタッチファンクション
カフェラテ、フラットホワイト、ラ
テマキアート等のスペシャル
ティコーヒーがワンタッチで抽
出できます

鮮度を守る
ホッパー＆グラインダー
ホッパーの特殊なカバーが豆の
鮮度をキープ。また6段階に調
整可能なアロマG3グラインダー
が、短時間に静かに豆を挽くた
め、繊細なアロマが保たれます

ビジネスシーンに寄り
添うパーフェクトな仕様
コンパクトでスタイリッシュな
ボディと、抜群の操作性は、カ
フェ・レストラン・ビジネスホテ
ル・オフィスなど、様々なビジネ
スシーンに最適です

世界で唯一の
ブルーイングプロセス
JURAだけのパルス抽出プロ
セス（P.E.P®）で、エスプレッソ
など、ショートサイズのスペシャ
ルティコーヒーも、最高の風味
を余すことなく引き出します

● インテリジェント・ウォーター・システム（I.W.S.®）が、フィルターの有無を自動的に検知。簡単かつ確実なフィルター操作を実現

● 製品品質認証機関、テュフ ラインランドの認証を受けた、統合メンテナンスプログラムや、ミルク・システム・クリーニング機能を搭載

WE8

電源・消費電力・電流 単相100V・1250W・12.5A

サイズ（幅×奥行×高さ）　 295 × 444 × 419mm

本体重量 約10㎏

電源コード長さ 1.1m

カラー ブラック×クロム

水タンク容量 約3L  

アロマ保存カバー付きコーヒーホッパー容量 約450g

コーヒーカス箱（抽出杯数） 約25杯

液晶ディスプレイ TFT カラーディスプレイ

抽出口高さ調整（コーヒー） 65 ~111mm

抽出口高さ調整（カプチーノ） 107 ~152mm 

抽出ボタン 4

コーヒー挽き目調整 標準

コーヒー濃度調整 8レベル

コーヒー粉量調節範囲 約5g～16ｇ

コーヒー温度調整 2レベル

ホットウォーター機能 標準

熱湯温度調整 3レベル

パルス抽出プロセス （P.E.P.） 標準

自動蒸らし抽出 （I.P.B.A.S） 標準

インテリジェントウォータ―システム （I.W.S.）  標準

浄水フィルターカートリッジ CLARIS Pro Smart 

グラインダータイプ Aroma G3 コニカルグラインダー

VC 抽出ユニット 標準

jura ファインフォームテクノロジー 標準

サーモブロックヒーティングシステム 標準

ハイパフォーマンスポンプ 15bar

エナジーセーブモード （E.S.M.） 標準

クリーニングプログラム 標準

J.O.E.®

JURA Operating 
Experience
スマートフォンやタブレットを使
用して自分の好きなメニューに
カスタマイズできる J.O.E.が
利用可能です

クラリスフィルター
水タンクに直接セットすること
で、抽出の度に必要量のみ浄
水します。コーヒーを香り立た
せるフッ化物は保持しながら
有害物質は除去。豆本来の
魅力を最大限に引き出します
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全自動コーヒーマシン

JURA社のテクノロジーを結集
コンパクトコーヒーマシンの最高傑作品

E8

JURA／ユーラ

E8

電源・消費電力・電流 単相100V・1250W・12.5A

サイズ（幅×奥行×高さ） 280×444×347mm

重量（乾燥重量） 約10kg 

電源コード 1.1m 

水タンク容量 約1.9L

コーヒーホッパー 約250g 

コーヒーカス箱 約16杯

液晶ディスプレイ TFTカラーディスプレイ

抽出口高さ調整（コーヒー）  65～111mm 

抽出ボタン  4 

コーヒー挽目調整 6段階

コーヒー濃度調整 8レベル

コーヒー粉量調整範囲 約5～14g 

コーヒー温度調整 2レベル

ホットウォーター機能 標準

熱湯温度調整 3レベル

パルス抽出プロセス（P.E.P） 標準

自動蒸らし抽出（I.P.B.A.S）  標準

浄水フィルターカートリッジ CLARIS Smart

インテリジェントウォーターシステム（I.W.S） 標準

グラインダータイプ AromaG3 コニカルグラインダー

VC抽出ユニット 標準

Juraファインフォームテクノロジー 標準

サーモブロックヒーティング 標準

ハイパフォーマンスポンプ 15Bar

エナジーセーブモード 標準

クリーニングプログラム 標準

プロフェッショナル
ファインフォーム
フローサーG2
革新的なファインフォームテク
ノロジーにより、きめ細やかな
フォームミルクを実現。スチーム
ミルクにも切り替え可能です

インテリジェント
ウォーターシステム
クラリス・スマートフィルターを
装着するとリンスが開始され、
使用状況を自動的に管理しま
す。マシンに石灰質が付着す
るのを防ぐと同時に、風味や
香りを損なう物質を除去。純度
の高いクリアな水でコーヒーク
オリティを保ちます

TFTカラー
ディスプレイ
分かりやすいカラーディスプレ
イで操作が簡単。スペシャル
ティコーヒーが12種類抽出で
きます

世界で唯一の
ブルーイングプロセス
JURAだけのパルス抽出プロ
セス（P.E.P）でエスプレッソな
どショートサイズのスペシャル
ティコーヒーも最高の風味を
余すことなく引き出します

J.O.E.®

JURA Operating 
Experience
スマートフォンやタブレットを使
用して自分の好きなメニューに
カスタマイズできる J.O.E.が
利用可能です

クラリスフィルター
水タンクに直接セットすること
で、抽出の度に必要量のみ浄
水します。コーヒーを香り立た
せるフッ化物は保持しながら
有害物質は除去。豆本来の
魅力を最大限に引き出します
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全自動コーヒーマシン

繊細なブルーイングプロセスが引き出す豊かな香りと味わい
バリスタ品質を実現するコーヒーマシンの最高峰が誕生

E6

JURA／ユーラ

世界で唯一の
ブルーイングプロセス
JURAだけのパルス抽出プロ
セス（P.E.P®）で、エスプレッソ
など、ショートサイズのスペシャ
ルティコーヒーも、最高の風味
を余すことなく引き出します

ファインフォーム
テクノロジー
革新的なファインフォームテクノ
ロジーがきめ細かいフォームド
ミルクを抽出。見た目も美しい
フォームドミルクを生み出します

インテリジェント
ウォーターシステム　
クラリス・スマートフィルター装
着後、自動でリンスが開始さ
れ、使用状況を自動的に管理
します。マシンに石灰質が付
着するのを防ぐと同時に、風味
や香りを損なう物質を除去。純
度の高いクリアな水でコーヒー
クオリティーを保ちます

人間工学を取り入れた
シンプルな操作性
機能ボタンは全て、マシン前面
に配置。最新のTFTカラーディ
スプレイ表示も分かりやすく、
直観的に操作できます

● 前面から給水タンクを取り出せるフロントオペレーション。操作性が大幅に向上

E6

電源・消費電力・電流 単相100V・1250W・12.5A

サイズ（幅×奥行×高さ） 280×444×347mm

重量 約10㎏

電源コード長さ 1.1m

カラー ピアノブラック

水タンク容量 約1.9L

コーヒーホッパー 約250g

コーヒーカス箱（抽出杯数） 約16杯

液晶ディスプレイ TFT カラーディスプレイ

抽出口高さ調整（コーヒー） 65 ~111 mm

抽出ボタン 4

コーヒー挽き目調整 標準

コーヒー濃度調整 8レベル

コーヒー粉量調節範囲 約5g～16ｇ

コーヒー温度調整  2レベル

ホットウォーター機能 標準

熱湯温度調整 3レベル

パルス抽出プロセス （P.E.P.） 標準

自動蒸らし抽出（I.P.B.A.S） 標準

インテリジェントウォータ―システム（I.W.S.）  標準

浄水フィルターカートリッジ CLARIS Smart

グラインダータイプ Aroma G3 コニカルグラインダー

VC 抽出ユニット 標準

jura ファインフォームテクノロジー 標準

サーモブロックヒーティングシステム 標準

ハイパフォーマンスポンプ 15bar

エナジーセーブモード（E.S.M.） 標準

クリーニングプログラム 標準

J.O.E.®

JURA Operating 
Experience
スマートフォンやタブレットを使
用して自分の好きなメニューに
カスタマイズできる J.O.E.が
利用可能です

クラリスフィルター
水タンクに直接セットすること
で、抽出の度に必要量のみ浄
水します。コーヒーを香り立た
せるフッ化物は保持しながら
有害物質は除去。豆本来の
魅力を最大限に引き出します
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ミルククーラー

高品質なマテリアルを使用した、耐久性が高くエレガントなボディ。
操作性にも優れ、機能・デザインとも、JURAのマシンにベストフィットします

Cool Control 1.0L

JURA／ユーラ

JURAの世界観を
踏襲した仕様・デザイン
高品質な素材を贅沢に使用
し、高い耐久性を実現。デザ
インもJURAの世界観を踏襲
し、通気口までエレガントに。
洗練されたシンプルなライン
は、JURAのあらゆるマシンに
フィットします

簡単なお手入れで
衛生状態をキープ
ミルクが触れる部分は、すべ
て食洗器で洗浄可能。ミルク
クーラーを清潔に保ちます

パーフェクトな
ミルクをいつでも提供
完璧なミルクフォームをつくる
のに最適な4℃を常にキープ。
また、ワイヤレストランスミッター
（オプション）を使用すれば、ス
マートコネクト搭載のJURAマシ
ンと連動し、ミルク補充のタイミ
ングを的確にお知らせします

優れた操作性
プッシュオン式のアルミカバー
で、コンテナを取り外すことな
く、ミルクを素早く簡単に、補
充することが可能です

Cool Control 1.0L

電源 単相100V

サイズ（幅×奥行×高さ） 144×217×225mm

重量（乾燥重量） 1.9㎏
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最高のコーヒーをつくるために、高品質な製品づくりにこだわり続け、
世界のコーヒーシーンをリードする職人集団「BARATZA（バラッツァ）。

BARATZA／バラッツァ

グラインダー

Sette270

グラインダー

Forté BG

グラインダー

Sette30

グラインダー

Sette270Wi
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グラインダー

業務用向けに開発されたコンパクトサイズの
ドリップコーヒー用グラインダー

Forté-BG

フラットスチールバー
54ミリメートルのフラットスチー
ルバーを搭載。細かなカスを少
なくし、ドリップコーヒーの味をク
リアなものにします

グラフィック
タッチスクリーン
美しいタッチスクリーンディスプ
レイで、ワンタッチ簡単操作。
重量か秒数による設定ができ
る3つのプログラムで、自動的
に最適なグラインドを

挽き目調整
（マクロ＆ミクロアジャスト
メントシステム）
マクロバーとミクロバーによる
幅広い挽き目調整、マクロバー
の10個の設定、ミクロバーによ
る26個の微調整ができます。
挽き目調整を容易にし、求めら
れるテイストを可能に

計量機能
（ウェイトプラットフォーム）
設定したプログラムで粉量を
計量しながらグラインドし、自動
的に終了しますForté-BG（フォルテ BG）

電源・消費電力・電流 単相100V・120W・1.2A

サイズ（幅×奥行×高さ） 130×180×360mm

重量（乾燥重量） 6kg

ホッパー容量（豆） 300g

ストッカー容量（粉） 150g

能力 650g（/日） ※メーカー推奨

BARATZA／バラッツァ

グラインダー

Bluetooth搭載の次世代型コーヒーミル。
SCA（アメリカスペシャルティコーヒー協会）で、
ベストニュープロダクト賞を受賞

Sette270Wi

Sette270Wi（セッテ 270Wi）

電源・消費電力・電流 100V・260W・2.6A

サイズ（幅×奥行×高さ） 130×240×380mm

重量（乾燥重量） 約3.2kg

ホッパー容量（豆） 約300g

挽き目調整 スライド式：2種類（マクロ・ミクロ）

能力 1kg（/日） ※メーカー推奨

LED照明付き
操作パネル
LED内蔵のディスプレイが、正
確なオペレーションをサポートし
ます

可変式パウダー
ストッカーホルダー
ホルダーは可変式のため、様々
なドリッパーを直接置いて、ス
ピーディーに計量できます

● 鋭利で耐久性に優れたコニカル刃を使用

● 粉量を計算しながらグラインドし、予め設定した粉量に達したら、
自動的に終了（acaiaテクノロジー）

270通りの粒度設定
30段階のマクロ調整と、9段
階のミクロ調整で、270通りの
粒度設定が可能
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グラインダー

均一でふわふわのパウダーを生み出す、
極細挽きを極めたエスプレッソ専用グラインダー

Sette270

Sette270（セッテ 270）

電源・消費電力・電流 100V・260W・2.6A

サイズ（幅×奥行×高さ） 130×240×380mm

重量（乾燥重量） 約3.2kg

ホッパー容量（豆） 約300g

挽き目調整 スライド式：2種類（マクロ・ミクロ）

能力 1kg（/日） ※メーカー推奨

BARATZA／バラッツァ

ポルタフィルター
ホルダー
ポルタフィルター（49～58mm）
が直接セットできるホルダー

270段階の粒度設定
マクロとミクロの2つの調整で、
270段階の粒度設定が可能

● 鋭利で耐久性に優れたコニカル刃を使用。スピーディーに粉砕
することで、均一で繊細なエスプレッソ用パウダーに

● 0.1秒単位で、グラインド時間が設定できるタイマーを搭載

グラインダー

粗挽きから細挽きまで、30段階から挽き方を選び、
0.1秒単位で時間を設定。
精確な粒度設定により、独自の香り、味わいを引き出せます

Sette30

Sette30（セッテ 30）

電源・消費電力・電流 100V・200W・2A

サイズ（幅×奥行×高さ） 130×240×380mm

重量（乾燥重量） 約3.2kg

ホッパー容量（豆） 約300g

挽き目調整 スライド式

能力 1kg（/日） ※メーカー推奨

パウダーストッカー
ホルダー
アームは2段階の可変式に
なっており、様々なサイズのド
リッパーに対応

30段階の粒度設定
粗挽きから細挽きまで、30段
階の粒度設定が可能

● 0.1秒単位で、グラインド時間が設定できるタイマーを搭載

● 鋭利で耐久性に優れたコニカル刃を使用
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北米で最大のコーヒーフィルターペーパーのシェアを誇る
「ROCKLINE（ロックライン）」

北米で最大シェアを誇るロックライン社製
安定した透過性と丈夫なコーヒーフィルター

フィルターペーパー

● 長年の研究結果からおいしいコーヒー抽出に必要な安定した透過性と丈夫さを持ち合わせたフィルターペーパー

● フィルターは安全性が認められている酸素漂白方式

● FDA（アメリカ食品医薬局）の規定にもとづいて生産

● サイズを豊富に取り揃えており、コーヒーチェーンはもちろん、ファミリーレストラン、ファーストフード、コンビニエンスストア、スーパーなど、
さまざまな場面で利用可能

● OCS用の特別サイズやパッケージ梱包も用意

フィルターペーパー
フィルター 250 φ25cm

フィルター 260 φ26cm

フィルター 270 φ27cm

フィルター 285 φ28.5cm

フィルター 330 φ32.4cm

フィルター 380 φ38cm

フィルター 460 φ46cm

フィルター 580 φ58cm

フィルター 740 φ74cm

フィルター OCS20P φ25cm

コーンフィルター #4 φ11cm

1,000枚／箱 BREAMATIC：EZ Brewer、EZ Thermo Brewer

1,000枚／箱 BREAMATIC：EZ Brewer、EZ Thermo Brewer

1,000枚／箱 BREAMATIC：C-22、C-22 Thermo Brewer、B3 Decanter、B3 Thermo Brewer
 Curtis:ALPHA

500枚／箱 BREAMATIC：C-22、C-22 Thermo Brewer

500枚／箱 BREAMATIC：C-22、C-22 Thermo Brewer
 Curtis: G4 Gemini IF、G4 Thermo Pro 1G

500枚／箱 BREAMATIC：C-22 Thermo Brewer（7.6リットル抽出用）

500枚／箱 BREAMATIC：Coffee Urn（3ガロンアーン）

500枚／箱 BREAMATIC：Coffee Urn（6ガロンアーン、10ガロンアーン）

250枚／箱 BREAMATIC：Coffee Urn（10ガロンアーン）

2,400枚／箱 BREAMATIC：EZ Brewer、EZ Thermo Brewer

2,400枚／箱 Curtis：Seraphim、CGC

ROCKLINE／ロックライン
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Others／そのほか

スチームマシン

多機能なのにスリムなボディ

SU-H

SU-H

電源・消費電力・電流 単相200V・2100W・10.5A

サイズ（幅×奥行×高さ） 324×561×624mm

重量（乾燥重量） 25kg

タンク容量 6.5L

給水接続方法 15Aバルブ止

排水接続方法 20Aワイヤー入り排水ホース

抽出能力 25L（/h）

付属 給排水ホース 各1

● 熱湯抽出可能
● 収納可能な2段階式のカップウォーマー

● 通常のアイスコーヒーや水出しアイスコーヒーに加えて、窒素ガスを
充填し振るだけで、Nitroコーヒーも提供可能

● 電気、付帯工事不要
● ポットは1.8Lと5.0Lの2サイズを用意

コーヒーディスペンサー

コンパクトで置き場所に困らない、
Nitroディスペンサー。
話題のNitroコーヒーが手軽に提供できます

Nitro コーヒーディスペンサー

Nitro コーヒーディスペンサー

容量 

サイズ（幅×奥行×高さ）  
（抽出タップを含む）

使用時圧力 

容器耐圧 

※アイスコーヒー量はタンク容量の80%が目安です。残りの20%に窒素ガスを充填。

　例：1.8Lタンクで約1.5Lのアイスコーヒー、5.0Lタンクで4.0Lアイスコーヒーを入れられます。

※窒素ガスを別途お求めください。

1.8L

135×135×375mm 

最大0.82Mpa

1.38Mpa

5L

174×174×460mm 

最大0.82Mpa

1.38Mpa

Others
そのほか

NEW

MC-265

電源・消費電力・電流 100V・36W・0.4A

サイズ（幅×奥行×高さ） 180×340×400mm

重量 5.7kg

ミルククーラー

スタイリッシュなデザインのミルククーラー

MC-265

● 左右設置可能なオールランドタイプ
● 1リットルパックをそのまま2本冷蔵可能
● 保冷温度の目安は約6度から12度で、ランプで温度を確認可能
● 保冷能力の安定したペルチェ素子を採用



Brewmatic Japan General Catalog 2020 9392

● 抽出したての味をキープ
● フタを付けたまま抽出が可能
● 注ぎやすい抽出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
● 経過時間をLEDライトで表示
● 総重量：870グラム

デキャンタ

デキャンタ

デキャンタ

デキャンタ

ブルーマチックのロゴマーク入りデキャンタ

2層式真空ステンレス構造で、経過時間も表示

保温性に優れた2層式真空ステンレス構造

保温性に優れた2層式真空ステンレス構造

ブルーマチック・デキャンタ
（1.8リットル）

ステンレス・デキャンタ 
TFT（1.9リットル）

ステンレス・デキャンタ
（1.9リットル）

ステンレス・デキャンタ
THERMOS THX-700（0.7リットル）

● コーヒーマシン付属デキャンタ（フタ付き）
● ケース12個入り（単品販売用）

● 抽出したての味をキープ
● フタを付けたまま抽出が可能
● 注ぎやすい抽出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
● 総重量：870グラム

● 抽出したての味をキープ
● 注ぎやすい抽出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
● 総重量：500グラム

付属品

コーヒー抽出後の経過時間と残量が瞬時に確認でき
常にフレッシュなおいしいコーヒーを提供できる

Thermal FreshTrac

● 緑と赤のLEDライトで、コーヒー残量とコーヒークオリティタイ
マー（残り時間）を表示するディスプレイ

● 緑ライトが6秒ごとに点滅し、コーヒーが新鮮であることを示す、
フレッシュコーヒーモード搭載

● コーヒークオリティタイマーの終了時間や、残量に関するお知ら
せをライトで行うアラームモード搭載

● 用途に合わせて、TFTステンレスポット（5.6リットルと3.8リット
ル）と、ステンレスデキャンタTFT（1.9リットル）の3種類の使い
分けが可能

● ステンレスデキャンタTFT（1.9リットル）はデキャンタタイプのド
リップマシンで使用可能

TFT01G 3.8リットルステンレスポットTFT15G 5.6リットルステンレスポット

アルカリ洗浄剤

ウォーマーストーブ コーヒーマシン専用浄水器

コーヒーを最高のクオリティにするために

コンパクトで使いやすいウォーマー コーヒーマシン必需品の浄水器

フィルターパウチクリーナー

AW-2 3M 1101S-J

● ドリップコーヒーを常にベストな状
態で提供するために欠かせない
専用洗剤

● 簡単なオペレーションでデキャン
タ、ポット、ブルーイングコーンを同
時に清掃可能

● 扱いやすい小袋タイプ
● 洗浄液は青色なので誤飲も防止
● 主成分：炭酸塩、有機酸塩、銅
● 容量：1箱120個（12個/袋×10）
● 原産国：日本

● 抽出したてのおいしさを手軽にキープ
● 使いやすい安全なウォーマー2基
● 電源：100ボルト
● 消費電力・電流：200W・2A 
● サイズ：幅350×奥行185.7 
×高さ57.4ミリメートル

● 水中に含まれる残留塩素を除去し、
スケールを抑刷します

● ろ材：活性炭（ブロックカーボン）
● サイズ：奥行100×高さ429ミリメートル
● 浄水能力：25000リットル
● ろ材使用限界：12カ月

専用洗剤

全自動エスプレッソマシンの専用洗剤

コーヒーマシンクリーナー

● 全自動エスプレッソマシンを常に
ベストな状態で使用するために欠
かせない専用洗剤

● 扱いやすい錠剤タイプ、1日１回の
使用でマシン洗浄が可能

● 液性：弱アルカリ性
● 容量：1缶100錠
● 原産国：ドイツ

エスプレッソマシン浄軟水器

エスプレッソの味を引き立てる軟水フィルター

3M P165-J

● 高品質なイオン交換樹脂により、ピュア
でまろやかな軟水で抽出

● カルシウム硬度成分を取り除き、スケー
ル防止に効果的

● サイズ：奥行132×高さ410ミリメートル
● ろ材：活性炭、イオン交換樹脂
● 軟水能力：8000リットル（硬度50）
● ろ材使用限界：12カ月

● ミルクチューブ内の脂肪分による 
汚れもスッキリと洗浄可能

● 液性：アルカリ性
● 容量：1000cc（液体）
● 原産国：日本

細かなミルクフォームを保つための専用洗剤

ミルクチューブクリーナー

専用洗剤
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ブランド名 コーヒーマシン機種
サイズ

電源 消費電力 電流
給水 本体重量

（乾燥重量）

抽出能力
ミル 熱湯ノズル スチームノズル パウダー ミルカー 掲載ページ

幅 奥行 高さ 水道 エスプレッソ ドリップ

BREWMATIC

C-22［200V］ 235mm 540mm 655mm 単相200V 3950W 19.75A 直結 15kg 25L/h - 1基 - - - 12-13

C-22［100V］ 235mm 540mm 655mm 単相100V 1260W 12.6A 直結 15kg 10L/h - 1基 - - - 12-13

C-22 Thermo Brewer 235mm 540mm 783mm 単相200V 3100W 15.8A 直結 19kg 40L/h - 1基 - - - 14-15

B3 Decanter 231mm 489mm 451mm 単相200V 3650W 18.25A 直結 8kg 25L/h - 1基 - - - 16

B3 Thermo Brewer 235mm 489mm 710mm 単相200V 3650W 18.25A 直結 17kg 25L/h - 1基 - - - 17

EZ Brewer 230mm 457mm 490mm 単相100V 1200W 12A 手注ぎ 10kg 10L/h - - - - - 18

EZ Thermo Brewer 230mm 421mm 724mm 単相100V 1000W 10A 手注ぎ 10kg 10L/h - - - - - 18

Coffee Urn［T3EA］ 830mm 445mm 723mm 3相200V 6200W 18A 直結 45kg 50L/h - 1基 - - - 19

Coffee Urn［T6EA］ 972mm 534mm 794mm 3相200V 8700W 25A 直結 60kg 90L/h - 1基 - - - 19

Curtis

Seraphim - - - 単相200V 3400W 17A 直結 - 35L/h - - - - - 22-23

G4 GemX Twin Brewer 461mm 576mm 810mm 単相200V 3950W 19.75A 直結 38kg 60L/h ‐ 1基 ‐ ‐ ‐ 24-25

G4 Gemini Twin 1.5G Brewer 460mm 560mm 762mm 単相200V 3950W 19.75A 直結 35kg 60L/h - 1基 - - - 26-27

G4 Gemini Single 1.5G Brewer 231mm 562mm 757mm 単相200V 3200W 16A 直結 18kg 35L/h ‐ 1基 ‐ ‐ ‐ 28-29

G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer 510mm 527mm 634mm 3相200V 5950W 17A 直結 27kg 65L/h 1基 30-31

G4 Thermo Pro Single 1G Brewer 281mm 527mm 628mm 単相200V 3200W 16A 直結 18kg 35L/h 1基 32-33

CGC［200V］ 336mm 533mm 464mm 単相200V 3650W 18.25A 直結 12kg 15L/h - 1基 - - - 34-35

ALPHA 232mm 518mm 483mm 単相200V 3950W 19.75A 直結 8kg 30L/h - 1基 - - - 36

CARIMALI

BlueDot Plus［F22］ 368mm 555mm 587mm 単相100V 1250W 12.5A 直結 14kg 80杯/日 2基 - - 2基 - 40-41

BlueDot Plus［EF20M］ 368mm 555mm 587mm 単相100V 1250W 12.5A 直結 17kg 80杯/日 2基 - - - 1基 40-41

HARMONY ULTRA 325mm 560mm 745mm 単相200V 3200W 16A 直結 50kg 120杯/日 2基 1基 1基 1基 1基 42-43

HARMONY SOFT 325mm 560mm 745mm 単相200V 3200W 16A 直結 50kg 120杯/日 2基 1基 1基 1基 1基 42-43

Cento50 G2 725mm 560mm 498mm 単相200V 3200W 16A 直結 54.5kg 240杯/日 - 1基 2基 - - 46

Cento50 G1 350mm 560mm 498mm 単相200V 2000W 10A 直結 38kg 120杯/日 - 1基 1基 - - 47

ブルーマチックジャパン取り扱いコーヒーマシン機能一覧
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ブランド名 コーヒーマシン機種
サイズ

電源 消費電力 電流
給水 本体重量

（乾燥重量）

抽出能力
ミル 熱湯ノズル スチームノズル パウダー ミルカー 掲載ページ

幅 奥行 高さ 水道 エスプレッソ ドリップ

rheavendors

la Rhea GRANDE2 Premium 422mm 599mm
666～

880mm
単相200V 2700W 13.5A 直結 34Kg 150杯/日 2基 ‐ ‐ 3基 - 50-51

rhea BL eC 318mm 537mm 560mm 単相100V 1400W 14A 直結 26kg 80杯/日 1基 - - 2基 - 52-54

eC +コインメック 465mm 530mm 560mm 単相100V 1400W 14A 直結 40kg 80杯/日 1基 - - 2基 - 55

lio 2C 210mm 430mm 540mm 単相100V 920W 9.2A 直結 15kg - - - - - 2基 - 55

SANREMO

Opera 2.0 786mm 653mm 500mm 三相200V 5600W 16A 直結 91kg - 1基 2基 - - 58-59

Café Racer 877mm 702mm 534mm 三相200V 5600W 16A 直結 97kg - 1基 2基 - - 60-61

F18 902mm 646mm 526mm 単相200V 3500W 17.5A 直結 97kg 1基 2基 ‐ ‐ 62-63

JURA

GIGA X8c 370mm 565mm 497mm 単相200V 2200W 11A 直結 19kg 100杯/日 2基 1基 ‐ ‐ 1基 68-69

GIGA X3 370mm 497mm 550mm 単相100V 1250W 12.5A タンク 18.3kg 80杯/日 1基 1基 - - 1基 70-71

X8 373mm 461mm 470mm 単相100V 1250W 12.5A タンク 14kg 80杯/日 1基 1基 ‐ 1基 72-73

WE8 295mm 444mm 419mm 単相100V 1250W 12.5A タンク 10kg 50杯/日 1基 1基 - - 1基 74-75

E8 280mm 444mm 347mm 単相100V 1250W 12.5A タンク 10kg 30杯/日 1基   1基※ ‐   1基※ 76-77

E6 280mm 444mm 347mm 単相100V 1250W 12.5A  タンク 10kg 30杯/日 1基   1基※ - -   1基※ 78-79

ブルーマチックジャパン取り扱いコーヒーマシン機能一覧

※1 熱湯ノズル・ミルカー兼用
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Notes
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大阪営業所
〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビル5階
TEL：06-6531-1336　FAX：06-6537-5131

福岡営業所
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-24 丸信ビル108
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