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コーヒーを愉しむ為の器具

コーヒーの抽出方法には浸漬式と透過式があります。

漫演式はコーヒー粉を湯に浸して抽出する方法で、器具としてはサイフォンや

プレス式を使用します。述昌式はコーヒー粉に楊を通して抽出する VfJJペーパー

ドリップやネルドリップで掩れる方法となります。

お客様のお好みに合わせてお選びいただけるよう漫漬式・透過式抽出別に製品を

ど用意しています。

.'&
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秘密を知ると、なおおいしい。

ロスパイラルリブ採用「円ずい形ドリッパ 」なので、

ベパの手軽さでネルドリップの防わいた楽しめます。

38

V60 透過ドリッパ 01 ホワイト

VD-01W
Cパ48 724204
帽 liS 奥 100 .;f;82 口径 95

'~2 杯周
V60It量スプ ン付き

'""年度グッドデザイノ'首長賞

V60 透過ドリッパ 02 ホワイト

VD-02W

Cパ48 724303
帽 137 奥 116 .;f;102 口曜 116

'~4 杯周
V60It量スプ ン付き

'""年度グッドテザイン賞受賞

V60 透過ドリッパ 01 クリア

VD-01T
c/了 48 723016

帽 liS 奥 100 ・ 82 口径 95
'~2 杯周
V60It量スプ ン付き

'""年度グッドデザイノ賞受賞

VfJコ透過ドリッパ 01 レッド

VD-01R
c/了4悶 724228

幅 liS 奥 100 ・ 82 口径 95

'~2 杯周
V60I十量スプーノ付き

2∞7年度グッドテザイノ貧.貧

VfJコ透過ドリッパ 02 レッド

VD-02R
c/了 4悶 724327

帽 137 奥 116 ・ 102 口径 116
'~4 杯周
V60I十量スプーノ付き

2∞，..グッドテザイノ'首長賞

ーすヲヤ~.

VfJコ透過ドリッパ 02 クリア

VD-02T
c/了 48 723023

帽 137 奥 116 ・ 102 口径 116
'~4 杯周
V60I十量スプン付き

2∞7年度グッドテザイノ賞受賞

V60 透過ドリツパ 01 ンヨコラブラウン

VD-01CBR
c/了 48 724211

帽 liS 奥 100 ・ 82 口径 95
'~2 杯周
V60I温スプーノ付き

四7 柑グッドテザイン賞受賞

V60 透過ドリッパ 02 ンヨコラブラウン

VD-02CBR
c/了 48 724310

幅 137 奥 116 ・ 102 口径 116
'~4 杯周
V60I温スプーノ付き

四7 柑グッドテザイン賞受賞

材質本体スプノ/ポリプロピレノ

V60 透過ドリッパ 03 クリア

VD-03T
C/T36 723030
相 157 奥 137· ;f; 122 口曜 137

'~6 杯周
V60It量スプン付き

'""年度グッドデザイノ賞受賞

材質志本 IAS1 瑚旨

スプーノ/ボリプロピレノ



V60 ドリッ /1 セラミック

V回透過ドリッパ 01 セラミック W

VDC-01W
c/了 40 723115

帽 119 奥 100 ・ 82 口径 95
'~2 杯周
V図書↑量スプーノ付き

四7年度グッドデザイン賞受賞

V回透過ドリッパ 02 セラミック W

VDC-02W
Cパ36 723122

帽 140 奥 120 ・ 102 口径 116

'~4 杯周
V図書十量スプーノ付き

四7年度グッドデザイン賞受賞

力ラ ドリッパ:セット 間固

カラ ドリツバ &オマット ホワイ卜

VDS-3012W
C/T12 142251
帽 130 奥 107 ・ 174
ドリッパ '~2 杯周

ポット実用容量 360ml
V60I↑量スプノ VGF-01M 40 牧付き

4ノ

VfJJ透過ドリッパ 01 セラミック R

VDC-01R
Cパ40 724013

帽 119 奥 100 ・ 82 口径 95
'~2 杯周
V60I十量スプーノ付き

加7 年度グッドテザイン賞受賞

V回透過ドリッパ 02 セラミック R

VDC-02R
C/T36 724037
帽 140 奥 120 ・ 102 口径 116

'~4 杯周
V60I温スプーノ憎

'""年度グッドテザイン賞受賞

材質本体/弘

スプーン/男￠リプロピレン

カラ ドリツバ &オマット レッド

VDS-3012R
C/T12 142268
帽 130 奥 107 高 174

ドリッパ '~2 杯周

ポット実用容量 360ml
，eo 寄付量スプ ノ付き VGF-01M40 牧付き

V60 ド I) ッパ 国富圏

VfJJ透過ドリッパ 01 セラミック@ヨ円

VDC-01CBR
C/T40 724006
幅 119 奥 100 高 82 口径 95

'~2 杯周
V60I↑量スプン付き

'""時グッドテザイン賞受賞
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カラ ドリツ J\-& オマット ンヨコラブラウン

VDS-3012CBR
C/T12 142275
幅 1剖奥 107· ;f;174

ドリッパ '~2 杯周

ポット実用容量 360ml
V60I↑量スプノ付き VGF-01M 40 牧付き

材質 ドリッパー/雌

フタ ハノドルパノド スプーノ/
ポリプロピレノ
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固

V60 耐熱ガラスドリッパー E冨圏

vω耐熱ガラス透過ドリッパ- 01 VfJJ耐熱ガラス透過ドリッパ- 02 VfJJ耐熱ガラス透過ドリッパ -01 VfJJ耐熱ガラス透過ドリッパー 02

VDG-01W VDG-02W VDG-01B VDG-02B

C/T24 7244 旧2

幅 124 奥 110 高 78 口笹 97

1~2 杯周

V60 言↑量スフ ンイサき

C/T24 724426
幅 128 奥 115 高 95 口笹 115

1~4 杯周

V60 計量スプン付き

C/T24 724419
幅 124 奥 110 高 78 口笹 97

1~2 杯周

V60 計量スプン付き

C/T24 724433 '1~nn ，

幅 128 奥 115 高 95 口笹 115

1~4 杯周

VfJJ言↑量スフ ンイサき

V印耐熱ガラス透過ドリッパ 01 V，印耐熱ガラス透過ドリッパ 02 VfJJ耐熱ガラス透過ドリッパ -01 VfJJ耐熱ガラス透過ドリッパー 02

VDG-01R VDG-02R VDG-01CBR VDG-02CBR

I'

C/T24 7244 陪4

幅 124 ，奥 110 ・高 78 口笹 97

1~2 杯周

V60~- ↑量スブ"-/イサき

C/T24 724471
幅 128 ，奥 115 '高 95 口笹 115

1~4 杯周

V60~- ↑量スブ"-/イサき

C/T24 724501
幅 124 奥 110 高 78 口笹 97

1~2 杯周

VfJJ計量スプン付き

C/T24 724518
幅 128 奥 115 高 95 口笹 115

1~4 杯周

V60計量スプ /イサき

vω 耐熱ガラス透過ドリッパ- 01 VfJJ耐熱ガラス透過ドリッパー 02 VfJJ耐熱ガラス透過ドリッパ -01 VfJJ耐熱ガラス透過ドリッパー 02

VDG-01PC VDG-02PC VDG-01GP VDG-02GP

C/T24 724440
幅 124 奥 110 高 78 口笹 97

1~2 杯周

V60 言↑量スフ ンイサき

C/T24 724457
幅 128 '奥 115 '高 95 口笹 115

1~4 杯周

VfJJ計量スプ /付き

C/T24 724488
幅 124 奥 110 高 78 口笹 97

1~2 杯周

VfJJ計量スプン付き

C/T24 724495
幅 128 奥 115 高 95 口笹 115

1~4 杯周

VfJJ言↑量スフ ンイサき

材質水ルタ スプ /1 ポリプロピレ/
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E冨置 V60ぺパフィルタ

おいしい瑚排は「円すい形」。

。V型円すい形のわけ

V型円すいのペパフィ Jレヲ は、制球粉の層が漂く、

瑚排粉に注いだお湯が円すいの]頁有に向力、って吉村れるので

豆の旨味をしつがりと抽出できます。

暫
〉‘ i、a

号F
100 枚100 枚

哩.，

応、白 Lぃ・・(l.ur肉ずい0;

100 枚

四E

おいい輔副肉料OJ

VffJ周ペーパーフィル女 -01W

VCF-01-100W

C/T150 723313
1~2 杯周

VffJ周ペーパーフィル女 -02W

VCF-02-100W

C/T120 723320
1~4 杯周

VffJ周ペーパーフィル安一 ωw

VCF-03-100W

C/T100 723337
1~6 杯周

100 枚

4aE
斗よ三ニ"・

摂liiI

100 枚

VffJ周ペーパーフィル女 -01M

VCF-01-1OOM

C/T150 723344
1~2 杯周

VffJ周ペーパーフィル女 -02M

VCF-02-100M

C/T120 723351
1~4 杯周

VffJ周ペーパーフィル女-03M

VCF-03-1OOM

C/T100 723368
1~6 杯周

42 1 ∞枚入り/怠主単位 10 個



V60 ぺパフィルタ E冨圏

-・・・・1・・・・・
S笠ァZMサ;]I
盤ぬか J日:ι 沼田

邑需品 4・
一一40枚

•

皆川叫恥H内れ修司
圃匝岨船引っ..，タ-:..-

・・h 趨J玄 .ｭ

・・h内R略 4・・
・・・・・・h‘羽盟、。-

一40枚 40枚

V印周ペーパーフィル女-01W

VCF-01-40W

C/T10x30 723214
1~2 杯周

VfJJ周ペーパーフィル女 -02W

VCF-02-40W

C/T10x24 723221
1~4 杯周

VfJJ周ペーパーフィル女- rJ3W

VCF-03-40W

C/T10x18 723238
1~6 杯周

二=主璽哩里哩ー

-・・・ E・E・
区本同町 .t" ，，~

・・ h 週 ...
-間風鳴.-

‘摂坦d咽・
40枚 40枚 40枚

100枚

VfJJ周ペーパーフィル女-01M

VCF-01-40M

C/T10x30 723245
1~2 杯周

固
VfJJ周ペーパーフィル安一 M

1∞枚箱入り

VCF-01-100MK

C/T5x20 723801
1~2 杯周

VfJJ周ペーパーフィル女 -02M

VCF-02-40M

C/T10x24 723252
1~4 杯周

園...量量F

邑恥山崎川町 h幽 E
・且'"町内ー づ:..-...~

‘. .ｭ
‘沼滋...-

00 問

VfJJ周ペーパーフィル安一 M

1 ∞枚箱入り

VCF-02-100MK

C/T5x16 723818
1~4 杯周

VfJJ周ペーパーフィル女-03M

VCF-03-40M

C/T10x18 723269
1~6 杯周

1∞枚イ酪菌はベ パ

ス宮ンドとして O

40 枚入り/蚤注単位 10 個 1∞枚箱入り/蚤注単位 5個 43
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IE')
V60 コヒサノて 700

VCS-02GP

C/T24 019218
幅 1回奥 125· ;f; 133 口径 92

実用容量(バンド下) 100ml
フタをした"電子レン γ"

IE')
V60 コヒサノて 700

VCS-02PC

C/T24 019195
幅 1 回奥 125· ;f; 133 口径 92

実用容量(バンド下) 100ml
フタをした安安電子レン γ'"

材質フタ取っ寺引ノド式/ポリプロピレノ



、
\サレ

」
コ日

山

口
v 国富圏

好みに合わせて抽出できる、目安目盛とカップ表制持。 圏 E
電子レシジ周・3既存司

。フタをしたまま電子レンジOK 。

ロウエ ブ丹外夫の持ちやすい取っ手です。れに5)

ζ〉品Dざを保てるようにテ ブルとの接触函の少ないガラス形状。

V60 レンジサパ 360

XVD-36B

Cパ24 019805
餌 130 奥 107· ;f;106 口径回

実用容量 360ml 1~ 3 杯周

フタをした愛変電子レノ γ'"

V60 レンジサパ 600

XVD-60B

Cパ24 019812
帽 137 奥 121 ・ 128 口径 85
実用容量 600ml 2~5 杯周

"をしたまま電子レノ γ叫

V60 レンジサパ 800

XVD-80B

Cパ24 019829
帽 143 奥 132 ・ 145 口径 85
実用容量 800ml 2~ 6 杯周

フタをした愛ま電子レンγ"

材質フタ ハノドルパノド/ポリプロピレノ

V60 コヒサノて 450

VCS-01B

Cパ24 019119
帽 162 奥 114· ;f;110 口径 92

実用容量(バンド下) 450ml
フタをした愛，電子レンソ"

V60 コヒサノて 700

VCS-02B

C/T24 019126
幅 180 奥 125 .;f;133 口径回

実用容量(バンド下) 100ml
フタをした愛変電子レン γ'"

V60 コヒサノて 1000

VCS-03B

C/T24 019133
傾向 5 奥 137· ;f; 157 口径 92

実用容量(バンド下) 1,aOOm
フタをしたまま電子レノ γ'"

a 賀 フタ 取っ手引ノド三党/ポリプロピレノ

VOO レンジサパ 300 クリア

XGS-36TB

Cパ24 020108
帽 130 奥 107 ・ 99 口径 77
実用容量 360ml 1~ 3 杯周

フタをしたま愛電子レノ γ'"

四7年度グッドデザイン賞受賞

VOO レンジサパ 6凹クリア

XGS-60TB

Cパ24 020115
帽 145 奥 121 .;f;1 凹口径 77

実用容量 600ml 2~5 杯周

フタをしたま愛電子レン γ"

四7年度グッドデザイン賞受賞

VOO レンジサパ 8凹クリア

XGS-80TB

c/了 24 020122
傾向 O 奥 129 ・ 138 口径 77
実用容量 800ml 2~ 6 杯周

フタをしたま愛電子レノ γ'"

2∞7年度グッドテザイノ貧.貧

柑 フタパッキン/ンリコーンゴム
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V60 ドリップケ卜 l レ V60 細口パワ ケ卜 l レ

注ぎやすい細口コーヒードリップケトル。

oj主て Cた抗原に対広。 IH200V·100V対応。

C細口で主主ぎやすくなっています。

ロステンレス製。

ロフタは担さに置けるフラットツマミです。

国富圏

IB錨脚。閣(aMI

甥嘆息里

電気で沸かす細口コーヒードリップケトル。

。お測が沸くと自動J的 Lこスイッチ OFF になる「自動電品原 OFF 機能J

イすき。

口水が入っていない状熊でスイッチが入っても、電源が切れる

「空だき防止機能J が付いてさらに安主。
ロポットは持ち運びに便利なコ ドレス。

V60 ドリップケトルヴォ ノ

VKB-1四HSV

C/T12 021006

幅 274 奥 144 ・ 147 口径 77
実用容量 800ml

材質本体フタ/ステンレス

フタツマミ 取っ手/フ玄ノ )Hmi

スイッチ コ ドの収納

VfJJ細口パワケトルヴォノ

EVKB-80HSV

C/T6 021105
帽 295 奥 156· ;f;175 口径 77

最大容量 800ml

最小容量 150ml

材質本体フタ/ステンレス

フタツマミ 取っ手電滞プレートベース
/ポリプロピレノ
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CID
加料ャニスタ M

MCN-2凹B

c/了24 413627

径 00 ・ 142 口径 96
コヒ車分 200 8
満水容量 800ml

r 、Q

直m
脚科ャニスタ L

MCN-3凹B

Cパ24 413634

径 00 ・ 1閉口径 96
コヒ F分 300 8
満水容量 1 ，00印"'
榊フタ/店街脂

J守ッ今ン/ンリコーンゴム

フタ盆..喝/ステノレス



キャニスタ ・コ ヒミパノ 国富圏

CID
スモルコヒグライ/ダ

MM-2

C/T24 707504

傾向 O 奥 100 ・ 185 口径 79
コヒ粉 24 ，

材質フタ/ポリプロピレノホッパ

ハノドル/鉄 臼/セラミック
ンヤフト/ステンレス

本体ハノドルツマミ/烹然'*

置lim
コヒミルコラム

CM-502C

C/T12 707467

幅 152 奥 104 ・ 231
コヒ粉 40 ，

材質ホッパ ンヤフトハノドル/鉄

臼/セラミック

柿ハンドルツマミ/間余

パッ今ノ/ンリコーノコム

CID
コヒミルベンツク

CM-118C

C/T24 707450

幅 147 奥 107 ・ 202 口径 71
コヒ粉 17 ，

材質ホッパ ンヤフトハノドル/鉄

臼/セラミック

柿ハンドルツマミ/間余

苧

4ζ'

.

コ ヒミルセラミックスリム

MSS-1B

C/T24 707405
傾向 O 奥 72 高 220 口径 70

コヒ粉 24g 2 杯周

臼か決え愛，

材質 フタ本体/メタクリ八判繍
ホッパークリップハンドルキャップ

/ポリプロピしノ 臼/セラ、ック

時開ツマミ/ナイロノ
γヤフトスブリンクハンドル

/ステノレス

同
軍lim
コヒミルベレット

CM-239C

C/T12 707474
傾向 2 奥 128 高 206

コヒ粉 20 B
材質ホッパーンヤフトハンドル/鉄

臼/セラミック

林ハンドルツマミ/間余

セラミックコヒミルホビ

MHEC-4C

Cパ12 707313
幅 186 奥 118· ;fj217 口径 79

コヒ'分 20 B

材質ホッパ/鉄 臼/セラミック
柿ハンドルツマミ/間余

ンャフト ハノドル/ステノレス

カパ /がJブロヒふレン

ほとりよけ

カバー付き

キャ二スタコヒミルC

CMHC-4C

C/T20 707306

幅 170 奥 105 ・ 210 口径 96
コヒ粉 120 B
カラス"画"熱カラスきはありません

材質ホッパ パノドンャフト
ハンドル/鉄 臼/セラミック

フタハンドルツマミ/間余

フタパッわ滑り止めがー/

ツJコーンゴム
カパ一川市レノ

洗えるミル

セラミックコ ヒミルスケルトン

MSCS-2TB

C/T12 707108
幅 172 奥田高 231 口径叩

コヒ'分 100 B
臼か浅え 1食，

柑フ夕刊ークリップ/ポリプロピレン

臼/セラミック

ハノドル式/ステノレス
滑り止めカパー/ンリコーンゴム

一

電動コ ヒミルンヤトル

EMS-5W

C/T12 401976
幅 110 奥 80 ・ 190
コヒ粉 60 B
材質 ホオ令汐側 M泡"党脂

林内側刃/スわレス

フタ "c倒脂

|壷
図

CID
コヒミルステッ

CM-904C

C/T12 707481

餌 178 奥 127 ・ 220
コヒ粉 35 B
材質ホッパーンヤフトハンドル/鉄

臼/セラミック

本体ハンドルツマミ/問

円|
コヒミJレロマン N

MRS-8N
C/T8 507135
幅 195 奥 140· ;f; 245 口径 95

コヒ草分 90 B
材質ホッパ ンヤフトハノドル/鉄

臼/セラミック

柿ハンドルツマミ/間余

CID
コヒミルボヤジュ

CM-804

C/T1 707498
帽 34ω 奥田 0·. お3

コヒ粉 70 B

材質本体ホッパ ンヤフトハノドル
臼/鉄

引き出し ハノドルツマミ/芙f認オド
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ペ-/~ー不要で、本格アロマ。

ロメッシユフィルタ付ぎのドリツパ。ペパフィルタ を使わず、

そのままドリップ O K，

ロコ ヒの旨R未開分であるコ ヒオイルを抽出できる円ずい型ステン

レスメッシユフィルタ を採用。

ロドリツパピルトインのポットなので、コ ヒサピスもスムヌユこ

できます。(仁FO-2l

軍lID
カフェオ ルドリッパ 02

CFOD-02B
C/T24 171473
幅 121 奥 135· ;f;105
'~4 杯周

G'])
カフェオ ルドリッパ 02

CFOD-02GP
C/T24 171459
幅 121 奥 135 高 105

'~4 杯周

コ ヒー粉を入れる ドリップずる フタをしでそのまま j主ぐ

c.
カフェオ ルドリツパ

CFOD-1B
c/了 24 171404
幅 115 奥 110 ・ 821 アタツ多メント盆制
1 杯周

ス

ノ

レ

レ

ン

ピ

テ

ム

ロ

ス

一

フ

/

レ

リ

都

フ

ポ

ユ

一
/

γ

パ

ト

ツ

ツ

ン

メ

リ

メ

一

ド

ダ

パ
ツ

ツ

タ

タ

リ

フ

ァ

ド

賀材

~

カフ工才 jレ 国富圏

G'])
カフェオ ルドリッノて 02

CFOD-02PC
C/T24 171466
餌 121 奥 135· if;1 回

'~4 杯周

材質 ドリッパプレム/ボリプロピレノ
ドリッパーメッ γュ部/ステンレス

匝自

ワ/カップカフェオル

CFO-1B
C/T24 171077
幅 118 奥 96 ・ 148 口径 82

実用容量 20 印"' I 杯周

スレン

/

テ

ム

ス
一

/

レ

節

フ
一

ン

パ

ン

ツ

ツ

レ

メ

リ

ピ

一

ド

ロ

パ

フ

ッ

タ

リ

リ

フ

ポ

ド

賞制

ドリツノてポット カフェオル

CFO-2B
c/了 24 171008
餌 150 奥 105 ・ 171 口径 96
実用容量 300ml 2 杯周

V60I十量スプーノ付き

材質 フタリんじ ドリッパーフレーム

ホルター スプーン/ポリプロピレン
ドリッパ メッ γュ舘/ステノレス

ホルターパッやン /γ リコーンコム
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力フ工プレス・二重グラス力フ工プレッソ E冨圏

押すだけでコーヒーを抽出。プレス式コーヒーメーカー。 E
熱湯用

。粗換きのコ ヒ 粉を入れ、主体が湿る程度に熱湯者連ぎ約 1 分程蒸らします。

蒸らす時聞が長い程コウと旨味がでます。

ロガラスに滑らすように静がに熱湯者連きf\2 分程経ってがらツマミをゆっくり

押し下げます。

ロポットが二重構造になっているので、保温性があり美味しきが長持ちします。(仁PW-2)

カフェフレス・スリム

CPS-2GP

C/T24 153578
幅 113· 奥 78· 高 172 口笹 74

主用容量 240ml 1~ 2 杯周

クリマ

ふわふわミルクもあっという問。

。電子レンジで牛乳を 40~60UL温めます。目安は 500W で

約 50 ~60 秒、 600W で約 40~50 秒。

。少し傾けスイッチを押し、 30 ~40 秒程牛乳を泡立てます。

心力プチ / 力フェラ子用のキメ細がくなめらがな泡立ち

ミ Jレウができあがります。

。

t、...llK-- /

'"、

、、

内側がら見える

ミ Jレウ目盛

フヲ内面がハンド J レ

セット置きに

そのまま力ップに

i主げる

カフェプレス・スリム

CPS-2PC

C/T24 153561
幅 113· 奥 78· 高 172 口笹 74

主用容量 24 印吋 1~2 杯周

ノ
?リマ ・ゼッ卜

CZ-1

C/T24 402737
笹 75 高 221

材質モタハ/ドル lABS 樹脂

撹持シャフト スタ/ド/

ステ/レス

ノj

カフェフレス・スリム

CPS-2 丁目

C/T24 153417
幅 113 奥 78 高 172 口笹 74

主用容量 240ml 1~ 2 杯周

/レ
/

ピ
弐

ロプ
一

川
ノ
々

ぷ
ポ
小
ル

/
イ

ミ
、
フ

マ
ス

ツ
ト
レフ

ン

タ
ヤ
テ

フ
ン
ス

質
ォネ

二重デラスカフェフレッソ

CPW-2SV

C/T12 171039
幅 150 ・奥 105· 高 162 口イ £98

主用容量 24 町nl 1~2 杯周
VfJJ計量スプ /イサき

材質 フ夕、ノマミ lABS 樹脂

フタフィルタ 弐/ステ/レス

水ルタ スプ /1 ポリプロピレ/

水jレタ ノ寸ツキン/ンリコ ンコム

圏

?リマ キュ卜

CQT-45

C/T24 402751
幅 145 奥 105 高勾 5 口笹 81

牛乳使用量 10 町nl

(カブチノ加納骨判制立てられます。)

ネオ質 フタ/ポリプロピレ/

モタハ/ド jレ lABS 樹脂

Ixl 季ンヤフト/ステンレス
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ウッドネック

本格ネルドWプ劫冊。届
0キメの細か草ネjレを通してゆっくりと溜渇された訓排は、豆本来の持つ

酸味、渋味、苦味、コウが失われません。

。瑚排粉は中挽きを使用し、粉全体が湿る程度にお湯を注ぎ、瑚排粉が

ふくらみきったら再びお湯をまんべん主主く全体に注ぎます。

E冨置・

-ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を入れた容器(<:

ひたして冷蔵庫で保管してください。

キろな布に残った調球豆の:由分の酸化在防く、ためです。

キろ由容はろか高が取リ替えられます。

中挽き瑚誹粉 劫岡附割、くらます ろか布ネJレ

ドリッフポ、ノ卜・ウッドネッヲ

DPW-1

C/T12 331723
笹 95 高 168 口笹 93

実用容量 24 町nl 1-2 相周

ドリップポット ウッドネッヲ

DPW-3

C/T12 331730
桂 110 ・高 195 口在 101

主用容量 48 0rn l 3- 4 本不用

材質 グリップ総留めハンドル/天然木

総/箪R ネJレ部/綿

ネノレフレ ムノステンレス
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一滴一滴が極上の功。誹を生み出します。園
側通用

Oポ膏ポl'と水を落として、じっくり瑚排の旨さを抽出。

Cインテリア性在重視したデザイン。

。金属コッヲで滴下調節します。

ウォ タードリツ/\- E冨圏

官 T
司」

金属フィJレヲ 事前に瑚可断者湿らせる コックで滴下調節

班珂t粉を入れる 金属ヨッヲで佳いやすく

ム
‘-

‘

ウォ一宮ードリッIt- . ヲリア

WDe-6

C/T6 163201
幅 150 奥 129 高 455 口桂 77

出来上り容量 7呂町 nl 2- 日杯用

材質スタンに/アク'! )レ

フタノマッキン コックジョイシト

/シリコ ンゴム

コック/真枯
フィ Jレター 式/ステ〆レス

ウォ一堂ードリッパー・ポ女 N

PTN-5BZ

C/T6 163379
幅 190 ・且 170 ・高 29口口怪 82

実用容量 6∞ml 5 杯周

材質フタパネコック"体分氷結コックシャフト
パスケット/ステンレス

フタ分地cl>カパ コックンヤフトツマミ
トレイ酎危

コックパッキン/シ')コー〆ゴム
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プロの昧を支えている、

ハリオのコーヒーサイフォン。

々
ハ
ノ

ス口ヒコンオフイサヒコ E冨圃

&注意・専用器具で吻加熱のみOK

ロミ二フォンは世界小さなコ ヒ サイフォンです。

。下ボルに水Dおう婚を入れ沸騰させます。上ボルはろf小椋を

入れ鎖をき lき、フックを足嘗のタ宅金音にひっf小け固定します。

。下ボルのおjlh'沸騰してきたら、瑚俳粉を入れた上ボルを

セット。下ボルのおjlh'上がりきったら粉をほぐす程度に

Dきまぜ、 1 分加燃します。

ロァルコ ルランプの火を消し、上ボルの瑚琳jf自然に下がる

のを待ちできあがり。

ロハリオのコ ヒ サイフォンはスペアパ ツfう寸前っています。

ミ二フォン

DA-1SV

Cパ12 511002
幅 1沼奥田高 1田口径 67 (上)

実用容量 120ml 1 杯周
ミニフオノ周ろか布 0'金付き

材質フタ アルコールランプ今ヤップ

相ター/ステンレススタンド/醐悩

フィルター/ポリブロピレノステノレス

テクニカ

TCA-2

c/了 12 503014
幅 1 印奥 95 高 320 口径 87 (上)

実用容量 240ml 2 杯周

。、 芹志向

書ハ

モカ

MCA-3

C/T10 525016
傾向 5 奥 115 -if;200 口径 72( 上)

実用容量 360ml 3 杯周
ペパフィルタ ill 牧付き

柑河川リフい

フィルタ 式，てテノレス
〉っぽう/アルミニウム

"旧ールランフ肘レター/ボリカヒい
スタノド/多央亙掛合盆ボリブロピレノ
マ h' ，-·L 色、

ヌポ

NCA-3
c/了 12 536012

餌 2出奥 140 ・ 340 口径 1 四(上)
実用容量 360ml 3 杯周
ペパフィルタ oOj金付き

材質フタ/ポリプロピレノ

フィルタ一一式/ステンレス

，-つぽつ/アルミニウム

アルコ Jレラノブ泳 Jレター/ポリカピレノ

ス夕刊/鉄醐泊フ玄ノー刷脂

テクニカ

TCA-3

Cパ 12 503113
餌 16C 奥 95' ;f;泊 3 口径 87 (上)

実用容量 360ml 3 杯周

テクニカ

TCA-5

C/T12 503212

餌 1 印奥 110 ・ 3印口径 101 C上)
実用容量 600ml 5 杯周

材質 フタ/ポリプロピレノ

フィルタ一一式/ステンレス

，-つぽつ/アルミニウム

アルコールラノプホ Mー/ボリプロピレノ
スタンド/鉄亜日時メラミン

スタノドネジ/魁描

コヒロスタ レトロ

RCR るO

C/T6 536302

餌 264 奥 139 ・ 100 口径 1 凹
生li 508

材質ンリノタカバ ロリノグバ
空取りとM しロフタ ンヤフト スタンド

アーム/ステノレス

合底/亙鉛食主 ツマミ/芙然オド
ランプホルター/ポリプロピレン
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