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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。

アクセサリ機器

「私がコーヒーマシンに求めるのは素敵なデザイン
とスムーズな動作です。WMFアクセサリを使用すれば、
機能と外観の両面でコーヒーマシンを完璧に整え、最
小限の作業で最高の品質を実現できます。」 

多種多様に取り揃えた高品質のWMF
アクセサリからご希望のものをお選
びください。ニーズに合うコーヒーソ
リューションを完成させて、オペレー
ティングスタッフと利用客両方の体
験を向上させましょう。美麗なカップ
収納ユニット、カップウォーマーラッ
ク、ミルククーラー、保温・冷却両対
応のCup&Coolユニット、シロップステ
ーション、ペーパーカップディスペン
サー、決済装置、移動式コーヒーステ

ーションなどのオプションをお選び
になれ、どのアクセサリも、ただコー
ヒーマシンの外観を美しく飾るだけ
でなく、見事に連携し互いを引き立
て合います。最高のコーヒーに相応
しいのは、最高の設備です。一つ一
つのWMFアクセサリ機器が、注文形
式とセルフサービス形式どちらでも
最良の飲料品質を実現し、日々の作
業負荷を軽減するよう設計されてい
ます。
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至福のコーヒーに 
美味しさをプラス。

シロップステーション

アクセサリ機器

7

シロップステーション

6

WMFシロップステーションは、互換
性のあるWMFコーヒーマシンに直
接つなげられ、あらゆる飲料メニュ
ーに格別な味わいを提供します。20
種類以上の標準アイコンを使用し
て、シロップ入りのスペシャルティコ
ーヒーを標準ドリンクとしてコーヒ
ーマシンのパネルに保存できます。
シロップ、フルーツピューレ、スピリ
ッツは最大4種類、分量は3段階で
決められるオプションを組み合わせ
れば、提供の幅は一層広がります。

風味の純度を最適に保つために、
各シロップはそれぞれ個別のチュ
ーブを通って送られます。マシンの
パネルで手順を見られるので、清掃
のお手入れも簡単です。セルフサー
ビス形式の場所でシロップステー
ションが使用されている場合、安全
のためにドアをロックできます。特
に、WMFコーヒーマシンと調和し、「
コーヒーハブ」をおしゃれで洗練さ
れた外観に整えるデザインは見事
です。
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実用的な収納が見事な、 
洗練されたソリューション。

カップ収納とミルクタンク

アクセサリ機器

コーヒーマシンに隣接するカップラ
ックまたはCup&Coolユニットに手を
伸ばせば、飲料がすぐに冷めたり温
くなったりしないよう適温に保温・保
冷されたカップまたはグラスを手に
できます。特にエスプレッソなどの少
量のコーヒーを提供するときに便利
です。とりわけミルクに効果を発揮し
ます。衛生的かつ適切に冷却された
タンクに、品質の高いミルクフォーム

を作るには必須ともいえる理想的な
温度環境でミルクを保存できます。
すべてが簡単に手の届くところにあ
るので、最大限時間を有効活用して
より多くの顧客にコーヒーを楽しん
でもらえます。セルフサービス形式で
の提供なら、顧客自身が、この最適な
アクセサリからカップまたはグラス
を選び取って、すぐにコーヒーを淹
れることができます。
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カップウォーマーラック
カップを適温に保ち、見た目もおしゃれ

カップラック（ワイド） CUP&COOL（ワイド）カップラック（スリム） CUP&COOL（スリム）

Cup&Cool
装置1台で保温と保冷の両方に対応

簡単に清掃できる高品質ステンレス
スチールと飛散防止ガラスを使った
WMFのカップラックは、コーヒーマシ
ンに隣接して置けるよう設計されて
います。飲み物を用意するときには、
近くからすぐにカップを取り出してお
使いいただけます。また、中に置かれ
たカップを適温に保てるのも特長で
す。サイドパネルは透明で中を簡単
に確認でき、色付きのLED照明はお使
いになる場所の雰囲気に合わせて
調整できるようになっています。

標準タイプのカップウォーマーラッ
クと同様の設置面積に収まるWMF 
Cup&Coolユニットは1台でカップの
保温機能とミルクの保冷機能を兼ね
備えています。衛生面の最大限の配
慮としてミルクタンクは着脱式になっ
ており、清掃と補充も簡単です。ミル
クの量を知らせるセンサー（ただし、
オプション）が、補充のタイミングも
知らせてくれます。ドアはロックでき
るようになっており、セルフサービス
対応の設置先にも最適です。

カップ収納とミルクタンクアクセサリ機器
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ミルククーラー
コーヒーを飲めるどんな場所にもぴったりのミルク用ソリューション

カウンタートップ 
クーラー（ラージ）

センタークーラー カウンタートップ 
クーラー（スモール）

カウンタートップ 
クーラー（ミディアム）

WMF 9000 S+用 
アンダーマシンクーラー

アンダーマシン 
クーラー

大容量が自慢のこのカウンタートッ
プクーラーは、1～2台のWMFコーヒ
ーマシンとの併用に最適です。左右
両方でミルクホースの取り回しに対
応しています。オプションでミルクの
温度センサーとミルクのカラ表示に
も対応しています。

9.5Lの取外式ミルクタンクを装備した
このアンダーマシンクーラーは、ドリ
ップトレーを通るコンパクトなミルク
ホースを備え、WMF 9000 S+コーヒー
マシンの下に収まるように設計され
ています。オプションで、ミルクの温
度センサーとミルクのカラ表示にも
対応しています。

9.5Lという容量を誇るこのモデルは、
各種マシンの下で直接使用できま
す。もしくは、WMF 1100 Sとベーシック
ミルクシステムを装備したマシンを
除く、すべてのWMF全自動コーヒー
マシンのアンダーカウンタークーラ
ーとしても使用できます。

WMFコーヒーマシン2台の間
に、あるいはマシンの横にちょ
うどよく収まるよう設計された
このカウンタートップクーラー
は、着脱式の大容量ミルクタン
ク（10.5L）とミルクの温度を教
えてくれるデジタルディスプレ
イが特長です。

着脱式ミルクタンクが自慢の
このモデルは、さらにミルクの
温度センサーとミルクのカラ
表示にも対応しています（オプ
ション）。 

フロントパネルは大きなデジタルディスプレイを
付けるか選べられ、2つのバリエーションをご用意
したWMFの小さなカウンタートップクーラー。どち
らのバリエーションも着脱式のミルクタンク（3.5L）
があり、温度自動調節器と、セパレート型のON/OFF
スイッチが備わっています。取り外し可能なシール
でドアをロックできるようになっていますので、セ
ルフサービス対応の設置先に最適です。

アクセサリ機器 カップ収納とミルクタンク
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コンビネーション
見事な調和で至福のコーヒーをお届けする

カップ収納とミルクタンクアクセサリ機器

CUP&COOL（ワイド）カップラック
（ワイド）

WMF 9000 S+

WMF 5000 S+

CUP&COOL 
（スリム）

カップラック
（スリム）

センタークーラー

アンダー 
マシンクーラー 

（WMF 9000 S+）

WMF 9000 S+

WMF 1500 S+ WMF 1500 S+

カウンター 
トップクーラー 

（スモール）

WMF 1100 S

WMF業務用コーヒーマシンとアクセサリ機器は、コーヒービジネスの拡張に
合わせて、現在も将来もその時の要件に応じられるよう汎用性を備えて設計
されており、お互いが干渉することなくさまざまな組合せが可能です。

WMF 5000 S+
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あらゆる要求に応える 
理想の拡張ユニット。

拡張ユニット

アクセサリ機器

顧客の好みは一人ひとり異なります。
だからこそ、WMFは多岐にわたる機
器を取り揃えております。臨機応変な
運用が求められる会議室の移動式ス
テーションや、セルフサービス用の
ペーパーカップディスペンサー、ミル
クタンクやコーヒーカスの台下排出
のサポートが必要な場合など、顧客

のニーズに応える高品質のアクセサ
リをご用意し、いまいち満足には至
らないDIYソリューションなどではな
く、上質かつ一流の性能向上を実現
いたします。スムーズかつ効率的な
機能性もさることながら、お持ちのコ
ーヒーマシンのスタイルに上手く調
和する互換性にも優れています。
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拡張ユニット

移動式コーヒーステーション その他の拡張ユニット
自立したマシンで、至福のコーヒーをお届けする あらゆるニーズに対応する高品質のアクセサリ

テクニカルグループ ミルクタンク コーヒーカス分離装置 カップディスペンサー

外付けブースターポンプを
使用して、電気と水道の供
給、廃水に個別に対応する
このグループは、短期また
は移動式ステーション用に
使用します。

標準の冷蔵庫向けに設計
されている、この18Lの取外
式ミルクタンクには、クレー
ドルとミルクのカラ表示、
ライザー、Plug+Clean用ホ
ースアダプターが付いてい
ます。

WMFフィルターコーヒーマ
シンと併せての使用で真
価を発揮する装置。効率的
に最大12Lのコーヒーカス
を収集して廃棄でき、清潔
かつ安全なソリューション
として活躍します。

このカップディスペンサ
ーは直径60～90mmのカ
ップを2列、390mmの高さ
まで積み重ねて収納でき、
セルフサービス環境に最
適です。

移動式コーヒーステーション125+/ 85+ コーヒーステーション58 / 58+

WMF移動式コーヒーステーションは、固定式給水接続なしで、単独
で使用することができます。25Lの飲料水タンクと13Lの廃水タンクが
備えられ、コーヒーマシンや、サイドクーラーや決済システムなどの
追加機器を置けるように設計されています。安定性に優れるこのロ
ック式モデルは、それぞれ最大で103kg / 93kgの耐荷重を誇ります。

設置面積が限られた場所でも独立し
て運用できる、このスリムな移動式
モデルは、WMF 1100 Sコーヒーマシ
ンとサイドクーラーまたは販売ユニ
ットを置ける十分なスペースを備え
ています。

アクセサリ機器
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コンビネーション
ニーズに合ったモバイルソリューション

アクセサリ機器 拡張ユニット

移動式コーヒー 
ステー 

ション125+
コーヒーステー 
ション58

コーヒーステー 
ション85+

WMF 9000 S+

WMF 1100 S

WMF 5000 S+

センタークーラー

カウンタートッ
プクーラー 

（スモール）

CUP&COOL（スリム）
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決済を 
簡単に。

決済システム

アクセサリ機器

WMFの決済システムアクセサリは、セ
ルフサービスでご利用の顧客に、簡
単かつ効率的な決済方法を提供で
きるよう設計されています。直感的に
操作できるコーヒーマシンのタッチ
パネルで、ストレスなくお支払いを済
ませられます。現金からキャッシュレ

ストークン、クレジットカードまで、設
置会場や顧客に適した支払い方法
をお選びください。コインチェッカー
とコインチェンジャー、便利なカード
リーダーケースなど、お持ちのコーヒ
ーマシンが自立式販売装置にするオ
プションを提供しています。
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決済システム

コイン・カード用ユニット
セルフサービス式販売に適したシンプルなソリューション

アクセサリ機器

コインチェッカー

このコインチェッカーを使用すると、
最大99通りの価格体系を飲料に個別
設定、調整できます。「すべて無料」も
設定可能です。顧客に利便なよう、同
時に複数購入も可能です。

コインチェンジャー カードリーダー

釣り銭に対応できるように設計されたこのユニ
ットは、設定価格と顧客が投入した硬貨の差額
を返すことができます。コインチェッカーと同様
に、最大99通りの価格体系を販売価格として設
定し、必要に応じて「すべて無料」に切り替えるこ
ともできます。10円から500円までの硬貨、WMF
トークンをご利用になれます。

WMFは、お客様が調達した対応カードリーダー
を取り付け、ドイツのガイスリンゲンにある当
社工場で高品質の筐体ユニットに組み込みま
す。価格は個別に調整可能。「すべて無料」にも
切り替えられます。カードリーダーによっては、

「Tap & GoTM」式、非接触決済も可能です。



26 27

コンビネーション
コーヒーを淹れ、販売も行える

アクセサリ機器 決済システム

カードリーダー

コインチェッ
カー

カウンター 
トップクーラー 

（ミディアム）

カードリーダー

コインチェンジ
ャー

WMF 5000 S+

WMF 1500 S+

お客様はご自身のコーヒービジネスの具体的なニーズに応じて、さまざまな
方法で、WMF業務用コーヒーマシンをコイン・カードユニットと組み合わせ
られます。ご紹介する設定例はあくまでその一部です。WMFは、お客様のコー
ヒービジネスに選択された支払いモデルが容易に実践できるよう手助けす
ることを目標にしています。カードとコインユニットを取り付けてWMF業務用
コーヒーマシンを補完する上では、高水準のカスタマイズと柔軟性を提供い
たします。

WMF 9000 S+
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長時間の保温に対応。 
目を引くお洒落なスタイル。

保温コンテナ

アクセサリ機器

大量に用意を求められるケータリ
ングならではの特別な要求に応じ
られるように設計されたWMF加熱
式保温コンテナは、形状と機能の
両面でWMF 9000 Fフィルターコー
ヒーマシンを補完します。調整式ポ
ストブリューイング機能が実装さ
れており、抽出量を最大100Lに設
定できます。製品ラインナップの各

コンテナは、シーム溶接の2層ステ
ンレスで作られており、滴が漏れに
くいステンレス製蛇口と、アルミニ
ウム製ケースの一体型ゲージガラ
スが特長です。すべて、フィルター
コーヒーを約85℃の温度に保てる
こと、さらに何年も安心してご使用
いただけることを意図して設計さ
れています。



30 31

保温コンテナ

加熱式保温コンテナ(40L) 加熱式保温コンテナ(20L) 保温コンテナ(2.4L)

WMF 9000 Fと使用できる加熱式保温コンテナのラインナップには、40L容量モ
デルと20L容量モデルの保温ポットがあります。また、2.4L容量モデルの保温
ポットもあり、ポットブリューイングアームから充填できるのでWMF 9000 F（内
蔵タンク式）ともご使用いただけます。 

完璧なフィルターコーヒー
一定の温度を保ち味を落とさせない

アクセサリ機器

31
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浄水フィルター

上質なコーヒーには欠かせない、 
最高品質の水。

浄水フィルター

アクセサリ機器

このフィルターカートリッジは、飲料
水の硬度を下げ、pH値を安定させま
す。また、有害な水垢からコーヒーや
エスプレッソマシンを保護し、塩素な
どの不要な臭いや風味を除去して飲
料の香りを向上させ、水から不純物
をろ過します。

水に石膏含有量が多い地域での使
用に推奨されます。このフィルターは
水を再塩化し、カルシウムとマグネ
シウムの含有量を減らしてコーヒー
マシンを有害な堆積物から保護しま
す。腐食のリスクを減らし、嫌な臭い
や風味を除去することで飲料の風味
を良くします。

このカートリッジは、飲料水の総硬度
を下げ、pH値を安定化させ、ミネラル
化を行い、良い風味を持たせる意図
でマグネシウムを加えます。有害な
ライムスケール（水垢）の堆積物から
コーヒーマシンを保護するだけでな
く、嫌な臭いや風味を取り除き、不純
物をろ過することにより、飲料の香り
を向上させます。

WMF AQUA BASIC 
フィルターカートリッジ

WMF AQUA PROTECT 
フィルターカートリッジ

WMF AQUA EXCELLENCE 
フィルターカートリッジ
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WMF浄水フィルターシステムは、段階
を経て水を精製し、必要に応じて洗
浄および濃縮します。コーヒーの芳
醇な香りは、上質の水を使うからこそ
できることです。WMF浄水フィルター
は、ただコーヒーの味を良くするだ
けでなく、コーヒーマシンも保護する
能力があります。この総合ろ過ソリュ

ーションはまず水質の分析と、熟練
の保守技術者による理想的なフィル
ターの識別を行うことから始めます。
そして設置後は、5層のろ過、効果的
なライムスケール（水垢）保護、バイ
パス水のろ過を行います。フルメンテ
ナンスとフィルター交換サービスも
ついています。

V

WMF AquaBasic 
フィルターキャン
ドルV 

フィルター容量 
最大約3,000 L 
(10° dkH) 

直径：110 mm 
高さ：420 mm

M

WMF AquaBasic  
フィルターキャンド
ルM 

フィルター容量 
最大約4,560 L 
(10° dkH) 

直径：130 mm 
高さ：475 mm

WMF AquaExcellence 
フィルターキャンド
ル M 

フィルター容量 
最大約2,100 L
(14° dkH)

直径：130 mm 
高さ：475 mm

XL

WMF AquaBasic  
フィルターキャンド
ルXL 

フィルター容量 
最大約8,160 L 
(10° dkH) 

直径：147 mm 
高さ：502 mm

WMF AquaProtect 
フィルターキャンド
ル XL 

フィルター容量 
最大約2,245 L 
(14° dkH) 

直径：147 mm 
高さ：502 mm

WMF AquaExcellence 
フィルターキャンド
ル XL 

フィルター容量 
最大約3,340 L 
(14 ° dkH) 

直径：147 mm 
高さ：502 mm

2XL

WMF AquaBasic  
フィルターキャンド
ル2XL 

フィルター容量 
最大約14,400 L 
(10° dkH) 

直径：185 mm 
高さ：580 mm

WMF AquaProtect 
フィルターキャンド
ル 2XL 

フィルター容量 
最大約4,285 L 
(10 ° dkH) 

直径：185 mm 
高さ：580 mm

WMF AquaExcellence 
フィルターキャンド
ル 2XL 

フィルター容量 
最大約5,440 L 
(14 ° dkH) 

直径：185 mm 
高さ：580 mm
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テクニカルデータ概要 カップウォーマーラックおよびCup&Cool

シロップステーション

重要な情報と数値

アクセサリ機器 テクニカルデータ概要

品番 03.9023.0001

ボトル数 1～4

外寸 (幅 / 高さ / 奥行) 261 / 530.5 / 469 mm

空重量 約16 kg

ロック式 √

着脱式シール √

使用可能マシン WMF 1500 S+、WMF 5000 S+、WMF 9000 S+

その他の情報 コーヒーマシンはメーカーによる事前設定が必要です。通
常、取外式シールでドアをロックできるようになっています。

カップラック 
（ワイド）

カップラック 
（スリム）

CUP&COOL 
（ワイド）

CUP&COOL 
（スリム）

品番 03.9020.0002 03.9020.0102 03.9021.6012 / 22 / 42 03.9021.5011 / 21

消費電力 / 電源 0.16 kW / 220～240 V 0.15 kW / 220～240 V 0.2 kW / 220～240 V 0.15 kW / 220～240 V

外寸 
（幅 / 高さ/ 奥行） 368 / 530 / 539 mm 286 / 530 / 539 mm 368 / 530 / 565 mm 286 / 530 / 566 mm

空重量 約28 kg 約27 kg 約32 kg 約31 kg

着脱式ミルク投入口 - - 9.5L 4.5L

最大カップ数 88～320杯 60～260杯 45～130杯 45～190杯

サーモスタット √ √ √ √

加熱式棚 4（ステンレススチール） 4（ステンレススチール） 2（ステンレススチール） 3（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

クーラー一体型Plug&Clean - - 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 - - √ √

その他の情報 - -

オプション：右側または左
側でミルクホースの引き込
みが可能です。このため、 

WMF 1100 S、WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+、WMF 9000 S+ 

で2台のコーヒーマシンの間
に置いて使用できます。

WMF 1500 S+、WMF 5000 S+、 
WMF 9000 S+で使用可能
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ミルククーラー 決済アクセサリ

コインチェッカー コインチェンジャー カードリーダー

使用可能マシン WMF 1100 S、WMF 1200 F、 
WMF 1500 S+、WMF 5000 S+、 

WMF 9000 S+、WMF 9000 F

WMF 1100 S、WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+、WMF 9000 S+、 

WMF 9000 F

WMF 1100 S、WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+、WMF 9000 S+、 

WMF 9000 F
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）
10円から500円までの硬貨とWMFのトー

クン 
（釣銭対応）

MDBリーダー用カードリーダー 
（スモール）のみ

最大接続台数 1台のコーヒーマシン 1台のコーヒーマシン 1台のコーヒーマシン

外寸 
（幅 / 高さ / 奥行）

105 / 502 / 350 mm 
170 / 604 / 496 mm

105 / 500 / 350 mm 
170 / 604 / 496 mm

130 / 500 / 350 mm 
170 / 604 / 496 mm

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。
（WMF 1200 Fは2種類の価格のコインチェ
ッカーのみで使用できます。ブリューアーム

が引き出されていないWMF 1200 Fのみ）

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。

常にマシンの右側に取り付けられていま
す。カードリーダーはお客様側でご用意い
ただき、設置のためにWMFにお送りいただ
く必要があります。必ず、リーダーが対応し

ているかを事前にご確認ください。

注意：1台のWMFコーヒーマシンには2台の決済アクセサリを接続できます。

* 必要な奥行は以下のクーラーと関連したミルクホースに応じて異なります。 
 03.9190.5001の奥行：631 mm*
 03.9192.6011 / 03.9192.6021 / 03.9192.6041 / 03.9469.7012 / 03.9469.7022の奥行：616 mm*

センター 
クーラー

カウンタートップ 
クーラー

カウンタートップ 
クーラー

カウンタートップ 
クーラー

カウンタートップ 
クーラー

アンダーマシン 
クーラー

アンダーマシン 
クーラー

品番 03.9022.6041 03.9190.0001 03.9190.5001
03.9192.6011 / 

21 / 41
03.9469.7012 / 22 03.9468.6012 / 22 03.9469.6012 / 22

消費電力 /  
電源

0.045 kW / 
220～240 V

0.08 kW / 
220～240 V

0.08 kW / 
220～240 V

0.09 kW / 
220～240 V

0.07 kW / 
220～240 V

0.07 kW / 
220～240 V

0.07 kW / 
220～240 V

外寸 
（幅 / 高さ / 奥行）

261 / 530.5 / 469 
mm

228 / 344 / 469 
mm

228 / 392 / 463 
mm

230 / 353 / 530 
mm

0.07 kW / 
220～240 V

406 / 265 / 539 
mm

345 / 300 / 539 
mm

空重量 約16 kg 約13.5 kg 約14.3 kg 約18 kg 約22 kg 約26 kg 約22 kg

着脱式ミルク投入口 10.5L 3.5L 3.5L 6.5L 9.5L 9.5L 9.5L

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 オプション オプション

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 オプション オプション

ロック式 √ √ √ √ √ √ √

着脱式シール √ √ √ √ √ √ √

その他の情報
使用可能マシン 
WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+、 
WMF 9000 S+

使用可能マシン 
WMF 1100 S+、 
WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+、 
WMF 9000 S+

使用可能マシン 
WMF 1100 S+、 
WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+、 
WMF 9000 S+*

使用可能マシン 
WMF 1100 S+、 
WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+、 
WMF 9000 S+*

オプション：右
側または左側で
ミルクホースの
引き込みが可能
です。このため2
台のコーヒーマ
シンの間に置い
て使用できます
（WMF 1100 S、 
WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+、 
WMF 9000 S+）*

使用可能マシン 
WMF 9000 S+

WMF 1500 S+、 
WMF 5000 S+で
使用可能。WMF 

9000 S+はアンダ
ーカウンターの
設置のみ。2ミル
クソリューション
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移動式コーヒーステーション その他各種

移動式コーヒーステー
ション125+

移動式コーヒーステー
ション85+

コーヒーステーション
58 / 58+

テクニカル 
グループ

品番 03.9491.0215* 03.9491.0201* 03.9491.1001 / 201 / 101* / 301* 03.9493.0002

一体型テクノロジーインサー
トへの設置に適した条件 3.3 kW / 220～240 V 3.3 kW / 220～240 V 3.3 kW / 220～240 V -

外寸（幅 / 高さ / 奥行） 1250 / 900 / 780 mm 850 / 900 / 780 mm 580 / 900 / 600 mm 525 / 620 / 540 mm

重量 103 kg 93 kg 33 kg 7.5 kg

飲料水タンクの容量 約25L 約25L オプション。約25L 25L

廃水タンクの容量 約13L 約13L オプション。約13L 13L

一体型コーヒーカスドロ
ワー - - オプション -

セルフサービス式に最適 √ √ √ -

ロック式 √ √ - -

その他の情報

カウンタートップクーラーやカ
ップラックなどの追加機器、ベ
ンディングマシン（コインチェ
ッカーなど）、コーヒーマシン
のモデルに応じた各種水道オ
プションとのコーヒーマシン

の空間。

*テクニカルグループを含
みます

カウンタートップクーラー、ベ
ンディングマシン（コインチェ
ッカーなど）、コーヒーマシン
のモデルに応じた各種水道オ
プションとのコーヒーマシン

の空間。

*テクニカルグループを含
みます

「コーヒーステーション58」は
部屋の中で自由に場所を変え
て使用できますが、踊り場やド
ア前の段差がある場所、その
他の障害物がある場所を押し
て移動しないようにしてくださ
い。傾いたり倒れたりするおそ
れがあります。コーヒーステー
ション58を押して移動する場

合は、まずコーヒーステーショ
ンの上に載せているすべての
もの（コーヒーマシンや追加

装置など）を一旦取り除いてく
ださい（一まとめになっている

構成部品を含みます）。 

*テクニカルグループを含
みます

外付けブースターポンプ、飲料
水タンク、排水タンク、 

WMF 1100 S
WMF 1200 F

WMF 1500 S+
WMF 5000 S+
WMF 9000 S+

ミルク 
タンク

カップ 
ディスペンサー

コーヒーカス 
分離装置

保温 
コンテナ（2.4L）

加熱式保温 
コンテナ（20L）

加熱式保温 
コンテナ（40L）

品番 03.9499.0001 03.9199.0003 03.9011.0002 03.6299.0001 03.6621.0001 03.6641.0001

外寸（幅 / 高さ/ 奥行） 460 / 280 / 310 mm 230 / 192 / 500 mm 314 / 579 / 440 mm - - -

空重量 約4 kg 約5 kg 約12 kg 3 kg 11.2 kg 19 kg

着脱式ミルク投入口 18L - - - - -

最大カップ数 -
 長さ390 mmの 
ペーパーカップ 

2パック用
- - - -

セルフサービス式
に最適 - √ - - - -

ミルクのカラ表示 
（マシンが対応してい
る場合）

√ - - - - -

材質 - - -
外面：ステンレス、

内面：ガラス
シーム溶接の 

2層構造 
ステンレス

シーム溶接の 
2層構造 

ステンレス

保持温度 - - - - 約85°C 約85°C

一体型ゲージガラス - - -
√  プラスチック製

ケース
√  アルミニウム製

ケース
√  アルミニウム製

ケース

滴の漏れにくい蛇口 - - - √ √ ステンレススチ
ール

√ ステンレススチ
ール

その他の情報

標準的な冷蔵庫に
着脱可能、ポリカー
ボネート製、フレー
ム付き、ミルクのカ
ラ表示、スタンドパ
イプ、Plug&Cleanホ

ースアダプタ

単体での使用また
はカウンタートップ
クーラー6011上で使
用、ペーパーカップ
2パックを利用可能、
直径60～90 mmの

ペーパーカップに対
応、積み重ね可能 

（最大3基のカップ
ディスペンサー）

最大容量 
12リットル 

（WMF 9000 F）

WMF 9000 F 
（外付けタンク

式）と、 
WMF 9000 F 

（内蔵タンク式） 
で使用可能

WMF 9000 F 
（外付けタンク式）

で使用可能

WMF 9000 F 
（外付けタンク式）

で使用可能
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WMF Austria（オーストリア）
Langer Weg 28 
6020 Innsbruck

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

お問い合わせ

お問い合わせ
詳細について確認する

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

+49 7331 258 482 
PCM@wmf.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

A
BC

D
H

G
E

F

J
L I

K

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

G

J

H

K

I

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



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） 
Japan@seb-professional.com 
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




