
WMF 5000 S+
どんな場所でも 

手軽に至福のコーヒー。
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WMF 5000 S+

「私のビジネスでは、すばやく安定的に高品質と選
択肢を提供することが重要です。お客様は、上質な
コーヒーを好みの方法で早く飲みたいと思っていま
す。WMF 5000 S+はそのすべてを満たしています。こ
のため、ピーク時でも完璧に役割を果たします。」

多忙なレストラン、カフェ、ベー
カリーを経営している場合は、幅
広いレンジの上質なスペシャルテ
ィコーヒーをすばやく提供したい
と考えるでしょう。WMF 5000 S+に
は、必要なペースで利用客を満足
させるパワーとスピードがありま
す。2種類のグラインダー、2種類
のミルク、オプションのシロップ
ステーションにより、数えきれな
いほどの洗練された飲料の選択肢
が提供されます。WMFの新しいフ
レッシュフィルターコーヒー技術
は、フィルターコーヒーの愛好者
を十分に満足させることができま
す。また、オプションの9kWのヒー
ター容量でコーヒーと熱湯を同時
に供給できます。1日あたりの平均
供給量が250杯の場所に対して推奨
され、中規模企業から大規模企業
のニーズを簡単に満たします。こ

れらはすべて、マシンの頑丈な設
計、高級な構成部品、最先端の機
能によって可能になります。エレ
ガントな金属製の筐体や頑丈な高
耐久性抽出ユニットから、高電圧
パワーサプライや最適化されたボ
イラーまで、あらゆる構成部品は
高性能と高い信頼性が長期間保証
されるように設計されています。
直感的に使用できる10インチのカ
ラータッチパネルは、注文形式と
セルフサービス形式のどちらの場
合も注目を集め、注文を容易にし
ます。一方、ダイナミックコーヒ
ーアシスト技術とダイナミックミ
ルクアシスト技術は、コーヒーと
ミルクの両方の高品質を安定的に
維持するため、関連性の高い要因
を常にモニタリングして調整しま
す。

どんな場所でも
手軽に至福のコーヒー。

WMF 5000 S+
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WMF 5000 S+の洗練された特性は、エンジニアリン
グとデザインの卓越した成果を示すもので、驚くほ
どさまざまな高パフォーマンスの機能、カスタマイ
ズ可能なオプション、お客様の視点に立った技術革
新を提供しています。

WMF 5000 S+はエレガントな外観と
ユーザーフレンドリーな操作性、
将来を見据えたデジタル接続性を
備えた高機能のコンポーネント、
幅広い構成やカスタイズのオプシ
ョンによる印象的なパフォーマン
スをあわせ持っています。すなわ
ち、WMF 5000 S+はどんな場所でも

手軽に至福のコーヒーを味わうこ
とを可能にしています。さらに重
要な点は、長期的な信頼性を目的
として設計されていることです。
このため、お客様およびその利用
客の皆様はWMFの技術革新の成果
を今後も楽しみ続けることができ
ます。

WMF 5000 S+

WMFのお客様にとっては 
未来が基準。

特長 
と技術革新
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パフォーマンス

ピーク時でも大量提供のニーズに
対応できるように、WMF 5000 S+の
400 Vのモデルでは、コーヒー飲料
と熱湯を同時に供給できます。同
時供給は最適化されたボイラーに
よって可能になり、ヒーター用電
力の合計が9kWに増えます。

エコモードの設定を利用して、マ
シンが本格的に使用されていない
ときのエネルギー消費を軽減でき
ます。

利用客が幅広い上質のスペシャル
ティコーヒーを選択できるように
するため、最高2基のグラインダー
を使用してさまざまなレシピに対
応できます。このグラインダーは
頑丈、静音、長寿命、高性能。電
子制御式で、精密に調整されてい
ます。

コーヒーと 
熱湯の同時供給

エコモード

最高2基のコーヒーグライン
ダー

高耐久性のステンレス製抽出ユニ
ットは長寿命の構成部品を用いて
ドイツで製造されています。長期
の耐用期間にわたり高い性能と最
高の信頼性を保証します。設計の
特長は、上質なレシピを提供する
ための頑丈な鍛造によるフレーム
と精細なふるいです。また、19gの
容量で一度に大量の抽出が可能で
す。抽出ユニットがマシンに完全
に取り付けられているため、抽出
ユニットの追加的なクリーニング
は必要ありません。

高耐久性抽出ユニット

1日あたりの平均供給量が250杯の
場所に対して推奨され、上質なス
ペシャルティコーヒーを短時間で
抽出します。このため、大量の供
給が必要な状況でも、安心してす
べてのお客様を待たせることなく
提供できます。

高い供給能力

WMF 5000 S+ 特長と技術革新

質の高いコーヒー体験を提供
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多様性

WMFの革新的なフレッシュフィルターコ
ーヒーにより、1台のマシンからフィル
ターコーヒーと幅広いスペシャルティコ
ーヒーの両方を提供できます。最小限の
設置面積で最大の多様性を提供します。
それぞれのカップの味わい深いフィルタ
ーコーヒーは、淹れたてで一定の温度、
量、香りです。高い品質も長時間保持さ
れます。また、注文ごとにカップに抽出
するため、無駄が出ません。

この革新的な選択肢によって、チルドコーヒーを使っ
た新たな飲料を提供できます。淹れたてのホットコー
ヒーを熱交換器に通して冷ますことで、味わい深いア
イスコーヒーなどの飲料を、氷やアイスクリームが味
わい深く凍った状態ですばやく提供できます。

オプションのWMFシロップステー
ションは多様性を高めるために提
供され、メニューに格別な味わい
を加えます。3段階の分量で最大4
種類のシロップやスピリッツを使
って魅力的なフレーバーを作るこ
とができます。作成したスペシャ
ルティ飲料は簡単にパネルに標準
飲料として保存して、20種類以上
のアイコンからの選択肢で特定で
きます。

フレッシュフィルターコーヒー

チルドコーヒー

シロップステーション

WMF 5000 S+

多様なニーズに対応するため、WMF 5000 S+は最高3基
のホッパーを搭載可能で、2種類のコーヒー豆を提供
できます。また、トッピング用またはチョコレートパ
ウダー用のホッパーがあり、最大2 kgのパウダーを格
納できます。さらに、ノンカフェインコーヒーなど、
他の種類のコーヒーパウダーをマニュアル投入口に追
加できます。左右のコーヒー豆ホッパーに最大1,100g
の豆を格納できます。中央のホッパーの容量は700gで
す。外観を良くするため、ホッパーは調和した設計
で、それぞれに施錠可能なステンレス製のフタがあり
ます。また、クリーニングしやすいように、着脱可能
で食洗機に対応しています。

イージーミルクシステムは、コールドミルクミックス
飲料とスペシャルティコーヒーを提供できます。飲料
の抽出口からコールドミルクやホットミルクまたはホ
ットミルクフォームが自動的に注入されます。ダイナ
ミックミルクシステムはさらに幅広い機能があり、4
種類の濃度のホットミルクフォームや3種類の多彩な
コールドミルクフォーム、その他にもホットミルクと
コールドミルクを全自動で提供できます。

オプションのツーミルクソリューションにより、2種
類のミルクを提供できます。たとえば、お客様に低脂
肪、豆乳、低乳糖の選択肢を提供可能です。自動切替
弁機能により、2種類のミルクが混ざることはありま
せん。選択した種類のミルクのみが飲料の供給に使用
されます。

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
れています。マグネット式ロックでミキサーカップに
正確にセットできるため、取り扱いとメンテナンスが
簡単です。また、漏出を防止するため、ミキサーが正
しくセットされているかどうかを内蔵センサーが認識
することによって監視されています。

大型コーヒー豆ホッパー

ミルクシステム

2種類のミルクに対応 チョコミキサー

特長と技術革新

使い方はお客様次第
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品質

WMFのスチームシステムでは上
質なホットミルクとミルクフォー
ムを生成できます。イージーシス
テムは半自動式のスチームランス
を使用し、規定の温度になるとス
イッチがオフになります。従来の
ミルクの泡立ての作業が非常に簡
単になります。オートスチームで
は、セパレートスチームランスに
よって1杯のコーヒーごとにミルク
フォームの濃度を調整できます。3
種類のミルクフォームを全自動で
生成できます。

WMF 5000 S+の抽出口は、レシピごとの事前設定済み
の値に応じて、選択した飲料ごとに自動的に最適な高
さに調整されます。このため、飲料の温度はいつでも
完璧です。また、マシン上にミルクがはねているとい
った状況も過去の話です。

WMFの技術を利用したスチームジ
ェットにより、数秒でカップを温
めることができます。この結果、
ドリンクは理想的な温度で提供さ
れるだけでなく、長時間温かい状
態となり、コーヒーの完成度を保
ちます。

WMF 5000 S+のステンレス製の筐
体は、上品な印象を与えるだけで
なく、長寿命のための設計でもあ
ります。高耐久性の抽出ユニット
や高パフォーマンスのコーヒーグ
ラインダーの刃などは、コーヒー
マシンの耐用年数が長くなるよう
にドイツのガイスリンゲンにある
WMFの工場で、最高の水準で製造
されています。 

画期的なダイナミックミルクアシ
スト技術は、あらゆるミルク飲料
の高品質を維持します。高度なセ
ンサーが常にクーラー内の温度と
マシン内のミルクの量を計測しま
す。この値に基づいてポンプの速
度などの数値を制御し、選択した
濃度にぴったりのミルクフォーム
を生成します。また、ダイナミッ
クミルクアシストは、バッグイン
ボックスシステムの場合でも、ミ
ルクレベルが空になったときに検
出します。

ダイナミックコーヒーアシストに
より、WMF 5000 S+によって提供
されるすべてのエスプレッソタイ
プのコーヒースペシャルティの最
高品質を末永く保証します。一度
飲料の品質を設定すると、この新
しいシステムで常に抽出フローが
モニターされ、必要に応じて挽き
具合やコーヒーの量が自動的に調
整されます。このように、浸出時
間、抽出、量は常に一定であるた
め、いつでも上質なコーヒーをお
客様に味わっていただくことがで
きます。

スチームシステム

自動高さ調整が可能な抽出口スチームジェット

高級な金属製構成部品

ダイナミックミルクアシスト

ダイナミックコーヒーアシスト

WMF 5000 S+ 特長と技術革新

安定的な高品質のための設計
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使いやすさ

クリーンインプレース（定置洗浄）システムは、使い
やすく効率的です。クリーニング用錠剤が入っている
ボックスに水を注いだ後に自動的に熱湯とスチームに
よってマシンの洗浄とすすぎが行われます。イージー

WMF 5000 S+は、すぐに魅力的な10インチのカラータッチパ
ネルによるやり取りを促します。本物にそっくりな商品が
表示され、固有のカラー設定が適用されています。ナビゲ
ーションは直感的で、使い慣れたタッチとスワイプによる
メニューが採用され、注文形式およびセルフサービスモー
ドのどちらでも利用できます。栄養成分情報の表示に最適
です。また、1日の特定のタイミングで特別なプロモーショ
ンを行うなど、パネルを動画の表示にも使用できます。

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。これらの飲料は自動的に続
けて作られます。

クリーニングシステム

10インチのカラータッチパネル

飲料の注文の設定

WMF 5000 S+

WMF 5000 S+のパネルで使用される
言語を選択して、操作が簡単にな
るようにできます。利用客やスタ
ッフも、操作するときに自身の言
語を選択できます。

WMF 5000 S+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。

言語の選択タイマー機能
WMF 5000 S+のパネルは、提供する
飲料の栄養成分情報の表示にも最
適です。厳格化している規制要件
の遵守に非常に役立ちます。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
います。他のレシピのデータは簡
単に取り込むことができます。

栄養成分情報

特長と技術革新

必要な機能はすべて指1本で操作

クリーンシステムは、このシステムも同様ですが、こ
のシステムの複数のモデルではフォーマーヘッドを週
1回手洗いする必要があります。
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カスタマイズ

WMF 5000 S+のカラーサイドパネル
はLEDライトによるイルミネーショ
ン付きです。周囲の雰囲気に合わ
せて調整できます。また、補充の
タイミングなど、処置が必要な場
合にパネルが点滅します。このよ
うなシンプルな機能で、遠くから
でもオペレーターの注意を引くこ
とができます。

10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、お客様の注意を
引きましょう。

プリセレクトモードは、スタッフ操作の場合に最適で
す。スタッフにカップのサイズ、コーヒーの濃さ、ミ
ルクのタイプの選択を依頼して、その後に飲料の選択
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。

WMF 5000 S+はお客様の特殊なニーズにさまざまな方
法で対応できます。たとえば、パネルのメニュー画面
にお客様のロゴを表示することができます。また、色
や背景をカスタマイズしたり、独自の飲料の記号をア
ップロードしたりすることもできます。

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
タンのレイアウトを変更して、ボ
タンの追加や削除も可能です。た
とえば、セルフサービス環境では1
列のレイアウトを選択できます。

利用者の操作をさらに簡単にする
ため、飲料を供給する前に使いや
すいタッチスライダーで注入量を
個別にカスタマイズできます。 

イルミネーション付きLEDサ
イドパネル

広告

プリセレクトモード/ポストセレクトモード

ブランディング

飲料の設定値の設定

個別の飲料サイズ

WMF 5000 S+ 特長と技術革新

コーヒーマシンをお客様のビジネスに合わせて調整
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接続性 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 Coffe-
eConnect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。

データのセキュリティ

HACCP準拠

WMF プロフェッショナル コーヒーマシン 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

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。

WMF COFFEECONNECT

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。
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イージーミルク

ベーシックモデル1

WMF 5000 S+

ベーシックモデル

ダイナミックミルク

ベーシックモデル2

1日あたりの推奨平均供給量*

コールドミルクドリンク

1時間あたりの給湯量

DIN 18873-2に準拠した1日あたりのエネルギー損失

コーヒー豆ホッパー容量

チョコまたはトッピングホッパー容量（オプション）

外寸（幅 / 高さ** / 奥行）

給水

空重量（使用モデルによって異なります）

連続騒音レベル（LpA）***

* 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。ただし、上記の平均値は
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79 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。

イージーミルク
ダイナミックミルク

イージークリーン

定置洗浄

パワーサプライ：3.01～3.51 kW / 220～240 V

左右約1000 g、中央約700 g

約2000 g

325 / 716 / 590 mm

水道直結

約37 kg

70 dB(A) 未満

コールドミルクフォームドリンク

定格消費電力/電源接続 3.01～3.51 kW 
220～240 V

3.01～3.51 kW 
220～240 V

8.41～9.96 kW 
380～415 V

8.41～9.96 kW 
380～415 V

250杯

√

√

√

√

√
-

-

-

-

√

√

1.55 kWh

160杯 160杯280杯 280杯

-

√

√

√

√

√

√

√
√

2.23 kWh

テクニカルデータ概要

必要な情報と数値

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

144 / 220杯
112 / 136杯
144 / 220杯

グラインダー1基、スチームジェット、
ジェットオプション、熱湯の供給口、
LEDイルミネーション、
ダイナミックコーヒーアシスト、
自動高さ調整が可能な抽出口

WMF 5000 S+では、以下のミルク
システムとスチームシステムを利
用できます。

スチームシ
ステム
不使用

特長
（ベーシックモデル1と2）

パワーサプライ：8.41～9.96 kW / 380～415 V、2基目のグラインダー、チョコ/トッピングホッパー、ツインチョコ/ツイントッピング、イージースチーム、オート
スチーム、ダイナミックミルク、チルドコーヒー、フレッシュフィルターコーヒー、ツーミルクソリューション（ダイナミックミルクのみ）、シロップの構成

追加料金で選択可能なオプション

20

325 mm 590 mm

716 mm

テクニカルデータ概要
WMF 5000 S+



22 23

WMFは、お客様のビジネスを成功に導けるよう全力で
お手伝いし、当社のマシンを余すことなくお使いいた
だけるよう様々なサービスソリューションを世界中の
お客様にご提供しております。 

世界中で認められた 
素晴らしい品質

どんな問題も、解決に導くソリューション
コーヒーは様々な環境で提供され、当社の顧客基盤は多様化しています。
およそ100年もの経験をもつWMFは、お客様が直面する課題をほかの誰よ
りもよく理解しています。この豊富な経験をすべてのサービス設計の基礎と
してソリューションを開発しています。 

長期間耐久可能な信頼に値するパフォーマンス
WMFコーヒーマシンは高品質の製品であり、当社のサービスとご利用いた
だくことで長い耐用期間での稼働が可能になります。お客様のニーズを深く
理解することで、個々のお客様のご要望に応えられる標準サービスパッケー
ジとアドオンを開発しました。第一印象を作るチャンスは一度きりという事実
が、当社設置サービスの設計にアイデアを吹き込み、お客様が成功に向けて
正しく進められるサポートを実現しています。 WMFの予防メンテナンスによ
り、お使いのマシンが常に最適なパフォーマンスを発揮できるようにいたし
ます。また、修理サービスが必要な際には、すぐにご対応いたします。 

WMFサービス
WMF業務用コーヒーマシン

顧客満足 日々のオペレーション ビジネスの成功

マシンの可用性
いつでも、お客様に 

美味しいコーヒーをご提供。

コーヒーの品質
上質で常に一定の品質の 
コーヒーをお客様に提供。

計画可能なメンテナンス費用
予期せぬ出費の発生防ぎ、安定した

事業継続に適正なレベルの費用計画
を立案可能。

企業コンプライアンス
衛生、安全、セキュリティ、環境規制

に準拠。

投資いただく製品の保護
コーヒーマシンの耐用 
期間を最大限に延長。 

操作スキル
マシンとスタッフが手を取り合い、 

顧客満足を実現。
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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。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。シロップ、フルーツピューレ、スピリッツを加えることも、利用客
に選択肢として提供できます。当社のWMF 5000 S+用の幅広いアクセサ
リには、魅力的なカップラックやクーラー、コンビネーションCup&Cool
ユニット、スタイリッシュなシロップステーションがあります。もちろ
ん、WMFのあらゆるアイテムはコーヒーマシンのデザインと完全に調和
しています。

WMF 5000 S+

センタークーラー
カップラック 
（ワイド）CUP&COOL（ワイド）

シロップステ 
ーション

最大カップ数

容量

イルミネーション

施錠

シーリングの取り出し

棚

外寸（W / H / D）

パワーサプライ

ミルクのカラ表示

センサー

クーラント

ミルクホースの引き込み

空重量

45～130杯/マグ

9.5リットルのミルクタンク

√

√

√

過熱式棚2段

368 / 530 / 565 mm

220～240 V

√

ミルク温度

R134a

右側または左側で可能

約32 kg

88～320杯/マグ

-

√

-

-

過熱式棚4段

368 / 530 / 539 mm

220～240 V

-

-

-

-

約28 kg

-

1 - 4瓶

-

√

√

-

261 / 530.5 / 469 mm

-

-

-

-

-

約16 kg

-

10.5リットルのミルクタンク

-

√

√

-

261 / 530.5 / 469 mm

220～240 V

√

カラ表示、ミルク温度

R600a

右側または左側で可能

約16 kg

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 5000 S+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。

アクセサリ
機器

アクセサリ機器

お使いのWMFコーヒーマシンの 
拡張と強化。
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WMF PhotoSimuアプリ
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WMF業務用コーヒーマシン

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？ス
マートフォンやタブレットでWMF PhotoSimuアプリを使
用して、お客様の選んだマシン構成を簡単にビジネス
シーンに映し出すことができます。アプリをダウンロー
ドするだけでご利用いただけます。

まずはQRコードを読み取ってアプリ
をダウンロードしましょう。あとはマ
シンの設置場所をアプリでスキャン
するだけで準備完了です。AR（拡張現
実）により、3D空間あるいは実際の使
用環境下で、サイズとデザインに忠
実にお好みのマシンを再現して、ま
るで実際に設置してあるかのように
見ることができます。アクセサリの追
加オプションを活用すれば、ビジネ
ス拠点に設置するコーヒーマシンと
その他設備の包括的なソリューショ
ンを確認することもできます。この新

iOS Android

しい機能で、各種WMF製品に関する
一通りの情報をすぐに把握し、アプリ
から直接WMFにリクエストを送るこ
とができるようになりました。
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お問い合わせ

お問い合わせ
詳細について確認する

WMF in Switzerland（スイス）
Allmendweg 8
4528 Zuchwil

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

J
L I

K

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

WMF プロフェッショナル コーヒーマシン

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 
Japan@seb-professional.com 
www.wmf-japan.co.jp

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

+1 888 496 3435 
NorthAmerica@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.us.com

SEB PROFESSIONAL Nederland B.V. 
（オランダ）
Gyroscoopweg 82-84 
1042 AX Amsterdam
Showroombezoek op afspraak
+31 20 480 80 85 
Netherlands@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean 
（ラテンアメリカおよびカリブ海）
Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 | 
Goicoechea, San Jose | Costa Rica 

+506 7016 9885 
LATAM@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.com

SEB PROFESSIONAL France SARL 
（フランス）
16-18 rue Dubrunfaut 
75012 Paris I France

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

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

+86 21 2601 6308 
China@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.com
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L

SEB PROFESSIONAL BeLux BV 
（ベルギーおよびルクセンブルク）
Halfstraat 5_18
B-2630 Aartselaar | Belgium

+32 828 11 28
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 I España

+34 91 3341216
Spain@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.es
www.wmf.com

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

+44 1895 816100 
UK@seb-professional.com 
www.wmf-coffeemachines.uk.com

D E F

WMF GmbH（ドイツ）
WMF Platz 1 
73312 Geislingen/Steige

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



株式会社 SEB Professional
〒104-0045
東京都中央区築地5丁目6-10
浜離宮パークサイドプレイス13階
Japan
電話：+81 3 6694 6531(営業部)
Fax：+81 3 3541 1963
Japan@seb-professional.com
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。
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