
WMF 1500 S Classic
クラシックなスペシャルティコーヒー 

品質と多様性をブレンド。
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WMF 1500 S Classic

「私のビジネスは、多様性と品質へのこだわりをも
つお客様を満足させることです。これを効果的かつ
信頼のおける方法で実現しなければなりません。そし
て、WMF 1500 S Classicなら、確実にお客様が愛するス
ペシャルティコーヒーを提供できます。」

クラシックなスペシャルティコーヒー 
品質と多様性をブレンド。

WMF 1500 S Classic

場所をとらないスリムな設計と、優れ
た信頼性、そしてバラエティ豊かな高
品質スペシャルティコーヒーを兼ね
備えたWMF 1500 S Classicは、お客様
に特別なひとときを提供したい中小
企業に理想的かつ魅力的なソリュー
ションです。スタッフに、ちょっと贅沢
な休憩時間を提供したい場合にも最
適です。さらに、オプションの2基のグ
ラインダーを使用することで、お客様
やスタッフに挽きたてのコーヒー豆
を2種類提供でき、選択の幅を広げら

れます。選択式のミルクシステムを使
用すれば、ご自身の望む理想的なミ
ルクの状態を柔軟に設定することが
できます。WMF 1500 S Classicは、1日あ
たりの平均供給量が180杯の場所に
おすすめで、いつでも上質な挽きた
てコーヒーを淹れられます。目を引く
美しいカラーのタッチパネル、どのよ
うな好みにも応えるこだわりのスペ
シャルティコーヒーもこのマシンの
特長ですが、何よりも、簡単な操作方
法が一番おすすめする点です。
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WMF 1500 S Classic

WMF 1500 S Classicは、そのコンパクトなデザインに一
連の拡張機能を搭載し、圧倒的な信頼性とユーザーフ
レンドリーなパフォーマンスを兼ね備えるコーヒーマ
シンです。さらに、さまざまな構成オプションを提供し、
特定のビジネスニーズに応えます。

WMF 1500 S Classicは、注文形式とセ
ルフサービス形式のどちらの環境で
も効率的かつ使いやすいのが特長
です。幅広いビジネスニーズと、顧客
によって異なる様々な要望に応える
あらゆる機能と柔軟性を持ち合わせ
ています。上質なスペシャルティコー

ヒーを求めるニーズのあるところで
ならどこでも、この頼れるソリューシ
ョンが活躍します。また、WMFの厳し
い水準をクリアして設計および構築
されていることから、長期にわたって
上質の挽き立てコーヒーをお届けす
ることができます。

WMFのお客様に 
時代先取りの技術を標準でご提供。

特長と 
革新的技術
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WMF 1500 S Classic

パフォーマンス
質の高いコーヒー体験を提供

利用客が上質なスペシャルティコー
ヒーの種類を選べるように、最大2基
のグラインダーを使用して、複数のレ
シピに対応可能です。電子制御式の
高性能グラインダーは、長期間使用
できるようにきめ細かく調整され、頑
丈な構造になっています。また、動作
がすばやく静かです。「ドイツ製」の高耐久性ハイテクポリ

マーがお客様に抜群のパフォーマン
スと長期にわたって稼働する信頼性
を保証します。業務用抽出ユニットは
15 gの容量があり、クリーニングやメ
ンテナンスをしやすいように着脱式
となっています。

エコモードを設定すれば、マシンが実際に使用されてい
ないときの消費電力を節約できます。

1日あたりの提供杯数は180杯の場所
におすすめのWMF 1500 S Classicは、
ボタンにタッチするだけで様々な上
質のスペシャルティコーヒーを淹れ
ることができ、迅速にお客様が望む
飲料を提供できます。

最大2基のコーヒーグラインダー

業務用抽出ユニット

エコモード

供給量

1日あたり 

180 

杯推奨

特長と革新的技術
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WMF 1500 S Classic 特長と革新的技術

チョコミキサーは、最小限の作業で
味わい深いスペシャルティチョコレ
ート飲料を提供できるように設計さ
れており、またメンテナンスも手間は
かかりません。フロントパネル裏に取
り付けられており、注ぎ口のハンドル
を使用して簡単に取り外せます。

WMF 1500 S Classicは、内蔵タンク式
か水道直結式かの選択が可能で、環
境に合わせてマシンの配置を柔軟に
変更できます。 

6つのレベルに分かれた8つの飲料
ボタンを組み合わせて、飲料をシン
グルまたはダブルサイズカップで最
大48種類準備でき、レシピや写真も
登録できます。

豆ホッパーが2台のタイプでは、ノン
カフェインのフィルターコーヒーな
ど、最大15 gの他のコーヒータイプ
をマニュアル投入口から投入でき、
選択肢を増やせます。

チョコミキサー 給水各種飲料

他のコーヒータイプ用 
マニュアル投入口

WMF 1500 S Classicには最大3つのホ
ッパーを取り付けて、2種類までのコ
ーヒー豆と、チョコレートパウダーま
たはトッピングを選択できます。左右
のコーヒー豆ホッパーに最大650 g
の豆を格納できます。中央のホッパ
ーの容量は550 gです。パウダーホッ
パーには1.2 kgのパウダーを入れる
ことができます。パウダーホッパーを
2つ装備しただけのマシンでも、ノン
カフェインコーヒー用などにコーヒ
ーパウダーのマニュアル投入口を使
用することもできます。また、ロック式
ホッパーを使えば、着脱式で手軽に
補充できます。食洗機（家庭用）にも
対応しているので、簡単に洗えます。

WMF 1500 S Classicは、2つのWMFミ
ルクシステムを備えています。ベーシ
ックミルクは、カプチーノ、ラテマッキ
ャート、ラテなどのホットミルクとホ
ットミルクフォームを使用したクラシ
ックコーヒーを淹れられ、イージーミ
ルクは、コールドミルクを混ぜた飲料
を選択肢に加えられ、さらにコールド
ミルクだけでなく、ホットミルクやホ
ットミルクフォームも自動的に供給
できます。

柔軟性に富んだ 
コーヒー豆ホッパーの構成

ミルクシステム

多様性
使い方はお客様次第
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WMF 1500 S Classic 特長と革新的技術

品質
安定した高品質サービスを提供する設計

ベーシックスチームシステムはWMFミルクシステムとと
もに使用され、上質なホットミルクとミルクフォームを作
ります。また、グリューワインやホットチョコレートなどの
飲料を、素早く簡単に温められます。

WMF 1500 S Classicは、セルフサービ
ス形式の会場に最適なシングルスパ
ウト（注ぎ口）、または注文形式の操
作用ダブルスパウト（注ぎ口）が備わ
っています。スパウト（注ぎ口）の高さ
は手動で簡単に変えることができ、高
さ175mmまでのカップを置けるスペ
ースを設けられます。 

ベーシックスチームシステム

高さ調整が可能な抽出口 

タッチパネルの下部にあるバリスタ
ボタン（3つのコーヒー豆で表示）を
使用すると、スタッフは次の飲料の
ために挽いたコーヒーの量を簡単に
15％増減、あるいは減量でき、カスタ
マイズ式のコーヒー体験を提供でき
ます。

バリスタボタン
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WMF 1500 S Classic 特長と革新的技術

必要な機能はすべて指先で簡単操作
使いやすさ

タッチパネルはメニュー構造が分か
りやすく、簡単に操作できます。また、
自動メッセージが稼働状態に関する
有益な情報をお知らせします。タッチ
パネルを使用して、アニメーションの
デジタル操作マニュアルを参照する
こともできます。お客様の具体的な
要件に合わせてボタンのレイアウト
とカラースキームをカスタマイズで
きるため、注文形式とセルフサービ
ス形式のどちらの環境にも適してい
ます。また、オリジナルの飲料画像、
背景またはキーボードレイアウトを
アップロードして設定可能です。

時間と労力を節約するため、パネル
には1回の注文で複数の飲料を事前
に選択できるオプションがあります。
選択された飲料は、自動的に一杯ず
つ作られます。

8インチのカラータッチパネル

飲料の注文設定

WMF 1500 S+のパネルで使用言語を
カスタマイズすることで操作をより
簡単にできます。利用客やスタッフ
も、操作時に自身の言語を選択可能
です。

ヘッドターナーはスリムなデザイン
のため、コーヒーマシンや装置を追
加で置けるスペースを設けられます。

基本的なメンテナンス作業はご自身
で簡単にできます。定期的なサービ
スメンテナンスにのみWMF技術者の
作業を必要とします。

WMF 1500 S Classicでは電源のオンと
オフの時間を設定できます。また、必
要なときにいつでも特定の機能や飲
料を有効および無効にできます。

言語の選択コンパクトサイズ タイマー機能ベーシックメンテナンス

メンテナンスプロセスを簡素化して
コスト削減を実現するWMF 1500 S 
ClassicのHACCPに準拠した自動クリ
ーニングは、タッチパネルを使用して
簡単に有効化できます。コーヒーと
接触するすべてのコーヒーマシン部
品は、クリーニングタブレットを挿入
するだけで洗浄できます。

クリーニングシステム
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WMF 1500 S Classic 特長と革新的技術

カスタマイズ
コーヒーマシンをお客様のビジネスに合わせて調整

操作を簡単にするため、実用的な
「SML(スモール・ミディアム・ラージ)
」機能で、さまざまなお好みの注入量
を事前に設定して、各飲料に合わせ
ることができます。ボタンのレイアウ
ト編集やボタンの追加や削除のオプ
ションもあります。

プレセレクトモードは、スタッフが操作する場合に最適
です。スタッフにカップのサイズ、コーヒーの濃さ、そして
飲料の種類を伝えます。ポストセレクトモードは、セルフ
サービス形式の販売に最適です。利用客が最初に飲料
を選び、その後にその他の設定値を指定できます。 

飲料の設定値の設定

プレセレクトモード/ポストセレクトモード

8インチのカラータッチパネルには、
魅力的な広告や特別キャンペーンの
お知らせを表示することもできます。
飲料を作る時間を有効に活用して、
お客様の注意を引くことも可能です。

WMF 1500 S Classicのパネルは、提供
する飲料の栄養成分情報の表示にも
対応し、厳格な規制要件の順守に役
立ちます。さまざまな豆や粉の種類
に関する情報はあらかじめマシンに
保存されており、他のレシピのデータ
は簡単に取り込むことができます。

WMF 1500 S Classicは、色や背景をカ
スタマイズしたり、独自の飲料の画像
をアップロードしたりといった、お客
様の具体的なニーズに対応します。

広告

栄養成分情報
カスタマイズ可能な 
タッチパネル
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接続性

すべてのWMF業務用コーヒーマシ
ンはHACCP準拠のオペレーションに
余裕を持って対応しています。たとえ
ば、クリーニングの記録をダウンロー
ドでき、全データのバックアップも実
行可能です。また、ソフトウェアの更
新もUSBメモリから行えます。

HACCP準拠

特長と技術革新

卓越したコーヒーとデジタルソリューションの融合
当社はお客様のビジネスの成功の
ためにデータが極めて重要であるこ
とを理解しています。このため、当社
がWMF CoffeeConnect向けに開発し
たプラットフォームは、最先端のイン
フラの規格に従っています。当社の
サービスは複数階層のITアーキテク
チャによってサイバー犯罪から保護
され、エンドツーエンドのセキュリテ
ィを提供します。また、IoTの要件に対
応した最新鋭のアイデンティティとア
クセスの管理システムも導入し、デー
タやシステムに対して多元的でロー
ルベースのアクセスを提供します。

WMF COFFEECONNECT

データのセキュリティ

WMF CoffeeConnectは、当社の先駆的なデジタルクラウ
ドプラットフォームです。WMF CoffeeConnectはお使い
のWMF業務用コーヒーマシンやその他の接続されてい
るマシンの可能性に変革をもたらします。ネットワーク
を経由してコーヒーマシンで有益なデータを提供した
り指示を受け取ったりすることが可能になります。販売、
オペレーション、消費状況、メンテナンスに関する情報
の収集と分析によって、WMF CoffeeConnectで処理の最
適化やサービスコストの削減が強化されます。しかしそ
れだけではありません。オフィスからマシンのパネルに
広告や特別な提案を直接送信することによって、WMF 

CoffeeConnectを売上高の向上のために使用できま
す。WMF CoffeeConnectの基本機能は無料です。また、あ
らゆるニーズに合わせて設計されたさまざまなパッケー
ジを通じて、管理、操作、ビジネスのパフォーマンスの分
析やレポートを対象にした追加機能を利用できます。オ
ーダーメイド型とセルフメイド型の分析のオプションに
より、高度なビジネスインテリジェンスツールを使用して
お客様のコーヒービジネスを詳細に把握できます。つま
り、WMF CoffeeConnectは世界中に広がっているデジタル
化を活用してビジネスの収益性をさらに高められるよう
に支援できます。

WMF プロフェッショナル コーヒーマシン



2120

WMF 1500 S Classic

テクニカルデータ概要
必要な情報と数値

テクニカルデータ概要

325 mm 590 mm

675 mm

ベーシックミルク、ウォータータンク、グラインダー1基、パウダーディスペンサー（チョコまたはトッピング）、ジェットオプション、ベーシッ
クスチーム、ベーシッククリーン

ベーシックミルク、水道直結、グラインダー1基、パウダーディスペンサー（チョコまたはトッピング）、ジェットオプション、ベーシックスチ
ーム、Plug+Clean

ベーシックミルク、ウォータータンク、グラインダー2基、ジェットオプション、ベーシックスチーム、ベーシッククリーン

ベーシックモデル1：

ベーシックモデル2：

ベーシックモデル3：

*  抽出量は水道水でマシンを使用した場合の数値で
あり、カップサイズ、品質設定、抽出口、モデルおよび
定格消費電力によって異なります。1日当たりの最高
推奨抽出容量は、カタログに記載のサービスコンセ
プトに基づいていますが、上記の平均値はあくまで
目安とお考えください。熟練したWMFのチームが、お
客様のニーズにぴったりのコーヒーマシン選びをお
手伝いします。

**  高さはコーヒー豆ホッパーを含みます。
***  オペレーティングスタッフのワークステーションにお

けるA特性騒音レベルLpA（slow）とLpA（impulse）は、ど
の動作モードでも70 dB（A）未満です。5°dKH（硬度）を
超える場合は、WMF浄水フィルターを使用する必要
があります。

WMF 1500 S Classicは以下のミルクシ
ステムとスチームシステムに対応：

WMF 1500 S Classic ベーシックミルク イージーミルク ※日本で
の取り扱いなし

1日あたりの推奨平均供給量* 180杯

定格消費電力/電源接続 2.75～3.5 kW / 220～240 V

DIN 18873-2に準拠した1時間あたりの抽出量
エスプレッソ / 2エスプレッソ
カフェクレーム / 2カフェクレーム
カプチーノ / 2カプチーノ

124 / 194杯
96 / 122杯
124 / 194杯

コールドミルクドリンク - √

1時間あたりの給湯量 143杯

DIN 18873-2に準拠した1日あたりのエネルギー損失 1.29 / 1.37 kWh

コーヒー豆ホッパー容量 右約650 g、中央約550 g

チョコまたはトッピングホッパー容量（オプション） 約1200 g

外寸（幅 / 高さ** / 奥行） 325 / 675 / 590 mm

給水 ウォータータンク（約4L）または水道直結式

空重量 (使用モデルによって異なります) 約35 kg

連続騒音レベル（LpA）*** 70 dB(A) 未満

√ √
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新しいWMFコーヒーマシンの販売が開始されても、品質に対する
当社のコミットメントに終わりはありません。WMFでは稼働開始よ
りお客様にとって最大限のサービスが提供されるよう、個々のマシ
ンを設計・製造しています。WMFではよりお客様の要望に応えるサ
ービスを提供することで、どのマシンも高い信頼性と高いパフォー
マンスを長期にわたって提供します。

世界中で 
認められた素晴らしい品質

WMFは最新鋭の業務用コーヒーマシンを製
造しています。また、当社のサービス保証によ
り、マシンの耐用期間を通して最先端のメン
テナンスを受けることができます。WMFのサー
ビス対応は、お客様のニーズに応じてカスタ
マイズ可能です。そして、WMFトレーニングセ
ンターでの定期的なトレーニングによって、そ
のノウハウが当社のグローバルネットワーク
を介して日本にも継続的伝えられます。

設置
マシンの設置は高度な技能を持つ技術者が
行います。当社の技術者はお客様が求める要
望に合わせてマシンの微調整を行う方法を
熟知しており、水と給水方法、お客様の好み
の豆、飲料などを考慮します。操作、クリーニ
ング、メンテナンスの個別トレーニングを実
施することで、スタッフの方はマシンを正しく
使いこなせるようになり、この結果、お客様が
求める最適なコーヒーを即座にそして長期
にわたり提供できます。 

メンテナンス
優れたコーヒーを持続的に提供するには、

マシンを適切にメンテナンスする以外の方
法はありません。このため、メンテナンスを
行う技術者はマシンを定期的にかつ総合
的にチェックして、クリーニングや必要に応
じてスケールの除去を行います。WMFの積
極的なサービス対応により、労働衛生や安
全、環境に関する規則に確実に準拠しつつ、
マシンを長期にわたりお使いいただけるよ
うサポートいたします。また、革新的なWMF 
CoffeeConnectを活用する事で、効率的にマ
シンを稼働させることが可能です。マシンの
稼働状況をいつでもどこでも確認して、計画
的にメンテナンスを実施できます。

修理
万が一修理が必要になってもご安心くださ
い。WMFは常にお客様の理想的なパートナ
ーとしてご対応いたします。当社は専用の
オリジナルパーツのみを使用し、当社の電
話サポート対応と経験豊富な技術者が、迅
速にマシンの復旧を行いますので、マシン
は引き続き質の高いコーヒーを提供するこ
とができ、お客様のビジネスの成功に寄与
します。

WMFサービス
WMF プロフェッショナル コーヒーマシン
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WMF 1500 S Classic アクセサリ機器

エレガンスとインテリジェンスを兼ね備えたWMFのア
クセサリは、お使いのWMF 1500 S Classicを完璧に補完
してオペレーティングスタッフと利用客の体験を高め
るように設計されています。

幅広い高品質のWMFのアクセサリを選択してコーヒーソリューションを完成
させることができます。たとえば、カップを事前に適切な温度に温めておくこ
とは、上質なスペシャルティコーヒーを味わうために非常に重要です。一方、
ミルクを保存に最適な温度で冷やしておくことも同様に重要です。決済シス
テムでセルフサービス形式の場にも対応します。WMF 1500 S Classicには、カ
ップラックやクーラー、Cup&Coolユニット、コイン・カードリーダーなどの幅広
いアクセサリーをご用意しております。当然、どのアクセサリーも、コーヒーマ
シンのデザインと美しく調和します。

アクセサリ 
機器

お使いのWMFコーヒーマシンの 
機能拡張と性能向上。

アンダーマシンクーラー CUP&COOL（スリム） カップラック（スリム） コインチェッカー

消費電力 / 電源 0.07 kW / 220～240 V 0.15 kW / 220～240 V 0.15 kW / 220～240 V -

外寸（幅 / 高さ / 奥行） 345 / 300 / 539 mm 286 / 530 / 566 mm 286 / 530 / 539 mm
105 / 502 / 350 mm
170 / 604 / 496 mm

空重量 約22 kg 約31 kg 約27 kg -

着脱式ミルク投入口 9.5L 4.5L - -

最大カップ数 - 45～190杯 60～260杯 -

サーモスタット - √ √ -

加熱式棚 - 3（ステンレススチール） 4（ステンレススチール） -

セルフサービス式に最適 √ √ √ √

ミルク温度センサー オプション オプション - -

イルミネーション（他の色に設
定可能） - √ √ -

ミルクのカラ表示 
（マシンが対応している場合） オプション オプション - -

ロック式 √ √ - -

着脱式シール √ √ - -

対応 - - -
10円から500円までの硬貨とWMF

のトークン（釣銭非対応）

最大接続台数 - - - 1台のコーヒーマシン

その他の情報 - - -
常にマシンの右側に取り付けられ
ています。個々の価格は飲料ごと

に設定できます。
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WMF業務用コーヒーマシンがお客様のビジネス拠点
でどのように見えるかを確認したくありませんか？WMF 
PhotoSimuアプリでは、スマートフォンやタブレットを使用し
てお客様の選んだ製品構成がどのように見えるかを確認
できます。アプリをダウンロードするだけで開始できます。

WMF PhotoSimuアプリ

QRコードからアプリをダウンロード
したら、次のページの写真をマーカ
ーとして使用するか、アプリからマー
カーを印刷します。設置したい場所
にマーカーを置き、お使いのデバイ
スでスキャンすると次に進むことが
できます。お使いのデバイスのディ
スプレイに2つの画像が表示されま
す。1つは本物そっくりのコーヒーマ
シンのプレビューです。もう1つはそ
のデザインと寸法を示しています。

お客様のビジネスで 
WMFコーヒーマシンを可視化。

WMF PHOTOSIMUアプリ

iOS Android

WMF プロフェッショナル コーヒーマシン
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A B C

WMF Austria（オーストリア）
Langer Weg 28 
6020 Innsbruck

+43 512 3302 
gastro@wmf.at 
www.wmf-kaffeemaschinen.at

株式会社 SEB PROFESSIONAL（日本）
〒 104-0045 
東京都 中央区築地5-6-10 
浜離宮パークサイドプレイス13階

+81 3 3541 1941 
wmfj@wmf-japan.co.jp 
www.wmf-japan.co.jp

SEB PROFESSIONAL North America 
（北米）
15501 Red Hill Avenue, Suite 200 
Tustin, California 92648

+1 888 496 3435 
coffee@wmfnorthamerica.com 
www.wmf-coffeemachines.us.com

SEB PROFESSIONAL Nederland B.V. 
（オランダ）
Gyroscoopweg 82-84 
1042 AX Amsterdam

+31 20 480 80 85 
business@wmf.nl 
www.wmf-coffeemachines.nl

SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean 
（ラテンアメリカおよびカリブ海）
PH Brazil 405, Oficina 7D 
Avenida Brasil 
Ciudad de Panama 
Panama

+507 60171520 
COliver@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.com

SEB PROFESSIONAL France SARL 
（フランス）
13 - 15 Rue Claude Nicolas Ledoux 
94000 Créteil

+33 1 49 80 80 10 
commercial-fr@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.fr

SEB PROFESSIONAL (Shanghai) Co., Ltd.
（上海）
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101 
200080 Shanghai

+86 021 2601 6288 
coffeemachine@wmf-ap.com 
www.wmf-coffeemachines.com
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SEB PROFESSIONAL BeLux BV 
（ベルギーおよびルクセンブルク）
Boomsesteenweg 608 
2610 Antwerpen

+32 828 11 28 
sales.belgium@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

SEB PROFESSIONAL Iberia S.A. 
（スペイン）
Avda.Llano Castellano, 15 
28034 Madrid

+91 3341216 
maquinasdecafe@wmf.es 
www.wmf-coffeemachines.es

SEB PROFESSIONAL UK（英国）
31 Riverside Way 
UB8 2YF Uxbridge

+44 1895 816100 
sales@wmf.uk.com 
www.wmf-coffeemachines.uk.com

D E F

お問い合わせ

お問い合わせ
詳細について確認する

WMF Group GmbH（ドイツ）
Eberhardstrasse 35 
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 258 482 
professional-coffeemachines@wmf-group.com 
www.wmf-coffeemachines.com

WMF in Switzerland（スイス）
Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00 
vertrieb.schweiz@schaerer.com

WMF プロフェッショナル コーヒーマシン
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株式会社 SEB Professional（日本） 
〒 104-0045 
東京都 中央区築地5-6-10 
浜離宮パークサイドプレイス13階 
TEL：+81 3 6694 6531（営業部） 
wmfj@wmf-japan.co.jp 
www.wmf-japan.co.jp 
www.wmf.com

コンテンツ全体に対して、すべてのテクニカルデータ、 
誤字、誤りは変更される場合があります。 WMF Professional Coffee Machines




