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WMF 1500 S+
今までにないコーヒーの多様性、 

高品質を保証。
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WMF 1500 S+

「私は常に上質なコーヒーを抽出できるコーヒーマシン

が必要です。同時にバラエティに富んだお客様の要望

を満たしたいと考えています。WMF 1500 S+は完全に

その希望と一致しています。それは私のビジネスにとっ

て、多様性を備えた選択肢です。」

幅広い地さまざまな環境で事業を行

う中小規模のコーヒー企業を対象とし

ており、WMF 1500 S +は、WMFに期

待される品質と信頼性に、優れた多

様性と高性能を兼ね備えています。

一日平均180杯の会場に最適で、カス

タマイズ可能な10インチカラータッチ

パネルで目を引き、プロレベルの挽き

たてコーヒーであらゆる好みの方にに

アピールできます。2基のグラインダ

ーで、2種類の挽きたてのコーヒー豆

を提供できます。さらに、ダイナミック

コーヒーアシスト技術はすべてのエス

プレッソベースの飲料の品質を保証

し、自動的にコーヒーの量や粉砕度

を調整して、カップごとの風味が最初

の1杯と同じになるようにします。それ

だけではありません。WMFのフレッシ

ュフィルターコーヒー技術という新しい

選択肢によって、設置面積の少ない1
台のマシンで、初めてフィルターコー

ヒーの愛好者と挽きたてコーヒーの愛

好者の両方を満足させることができま

す。当社の3種類のミルクシステムの

いずれかを選択肢として、オプション

でシロップステーションを加えると、理

想的な飲料構成を構築でき、お客様

の求めるあらゆる多様性を柔軟に実

現可能です。

今までにないコーヒーの多様性、 

高品質を保証。

WMF 1500 S+
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WMF 1500 S+は、信頼性の高いパフォーマンスと直感的

な操作性を兼ね備え、さまざまな高度な機能がスリムな

外形に詰め込まれています。さらに、それはお客様のニ

ーズを満たし、利用客の嗜好に応えられるようにカスタ

マイズできます。

WMF 1500 S+は上質な挽きたてコー

ヒーを提供するための多様な目的に

対応できるソリューションです。お客

様がWMFに期待する高い品質や長期

にわたる信頼性と、お客様が求める

柔軟性、利用客を楽しませる多様性

を兼ね備えています。また、注文形式

WMF 1500 S+

WMFのお客様にとって、 

未来が基準。

特長と技術革新

とセルフサービス形式のどちらの環境

でも効率性を実現できる使いやすさも

提供します。さらに、先駆的なデジタ

ル接続性の利点が加わり、お客様が

コーヒービジネスを長期的に成長およ

び進化させるために必要な要素がす

べて揃っています。
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パフォーマンス

「ドイツ製」の高耐久性のハイテクポリ

マーがお客様に長期間のパフォーマ

ンスと信頼を保証します。業務用抽出

ユニットの容量は15 gで、クリーニン

グやメンテナンスがしやすいように着

脱可能です。

1 日あたりの推奨杯数は 1 8 0 杯

で、WMF 1500 S+はボタンに触れるだ

けでさまざまな上質なスペシャルティ

コーヒーを抽出して、短時間でお客様

を満足させることができます。

業務用抽出ユニット

供給能力

WMF 1500 S+

質の高いコーヒー体験を提供
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利用客が上質のスペシャルティコー

ヒーを幅広く選択できるようにするた

め、最大2基の異なるグラインダーを

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。

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。

最大2基のコーヒーグラインダー

エコモード

特長と技術革新



10

多様性

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、

内蔵センサーによってミキサーホイー

ルが完全にフィットしているか監視さ

れているため、損傷から守られていま

す。

内蔵のウォータータンクを使用する

か、WMF 1500 S+を水道に直結させる

ことにより、マシンの配置の柔軟性を

高めてあらゆる環境に対応できます。 

WMF 1500 S+のインタラクティブな10イ

ンチのカラータッチパネルは、基本表

示画面に最高で40種類の飲料を登録

できます。シングルカップとダブルカッ

プの両方に注入できるほか、利用者

が多いの飲料の設定値を事前にプロ

グラミングにしておき、柔軟性を高め

ることができます。  

チョコミキサー水道さまざまな飲料

WMF 1500 S+

WMF 1500 S+は、バラエティに富んだ

飲料提供のためホッパーを最大3基ま

で搭載可能で、最大2種類のコーヒー

豆、チョコレートパウダーまたはツイン

トッピングを選択できます。また、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。左右のコーヒー

豆ホッパーに最大1100 gの豆を格納

できます。中央のホッパーの容量は

700 gです。パウダーホッパーは最大

2000 gのパウダーを格納できます。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（家庭

用）に対応しています。

柔軟性の高いコーヒー豆ホッパ

ーの構成

使い方はお客様次第
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WMFの革新的なフレッシュフィルターコーヒー技術によ

り、1台のマシンからフィルターコーヒーと挽きたてコーヒー

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、淹れたての高い品質のまま一定

の温度、量、香りを長時間保ちます。また、注文ごとにカッ

プに抽出するため、無駄が出ません。

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設定できます。

フレッシュフィルターコーヒー シロップステーション

WMF 1500 S+では3種類のWMFミルク

システムから選択できます。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、ホットミルクやホットミ

ルクフォーム入りの一般的なコーヒー

を提供します。イージーミルクは、コー

ルドミルクミックス飲料も提供できま

す。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。

ミルクシステム

特長と技術革新
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品質

WMF 1500 S+

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

択した状態に合う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、ミルク残量が空になった

ときにお知らせします。

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

安定的な高品質のための設計

ダイナミックコーヒーアシストによ

り、WMF 1500 S+によって提供される

すべてのエスプレッソタイプの挽きた

てコーヒー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。
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特長と技術革新

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。

ベーシックスチームシステムはいず

れかのWMFミルクシステムとともに使

用され、ホットミルクとミルクフォーム

を生成できます。また、ホットチョコレ

ートやグリューワインなどの温かい飲

料をすばやく簡単に作ることもできま

す。

WMF 1500 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。※この機能はオプ

ションです。ダイナミックミルクシステ

ムが設置されている場合のみご利用

になれます。

スチームジェット

ベーシックスチームシステム

自動高さ調整が可能な抽出口 
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使いやすさ

WMF 1500 S+

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。

飲料の注文の設定

WMFのHACCPに準拠した自動クリー

ニングシステムは、効率と使いやす

さを最適化するように設計されていま

す。メンテナンスプロセスが単純化さ

れ、コストが削減されます。定置洗浄

では、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

クリーンも同様ですが、フォーマーヘ

ッドを週1回手洗いする必要がありま

す。Plug&Cleanシステムでは、ミルク

ボックスからアダプタを取り外してマシ

ンに差し込みます。自動プログラムに

よってミルクシステム全体が熱湯とス

チームで洗浄されます。フォーマーヘ

ッドは週1回手洗いする必要がありま

す。ベーシッククリーンシステムでは、

コーヒーマシンをクリーニング液で手

洗いしてから、真水ですすぎます。抽

出口も毎日手洗いして専用のクリー

ニング液に浸す必要があります。

クリーニングシステム

必要な機能はすべて指1本で操作
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特長と技術革新

WMF 1500 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操

作を促します。本物そっくりの商品画

像が表示され、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。

10インチのカラータッチパネル

WMF 1500 S+のパネルで使用される

言語をカスタマイズして、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 1500 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
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カスタマイズ

WMF 1500 S+

WMF 1500 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。

WMF 1500 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。

WMF 1500 S+はお客様の特殊なニー

ズに対応できます。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。

イルミネーション付きLEDサイドパネル

広告

栄養成分情報

ブランディング

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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特長と技術革新

ボタンの追加や削除などの編集がで

き、レイアウトの変更が可能です。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。

操作を簡単にするため、実用的な「S（

スモール）・M（ミディアム）・L（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。

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。 

プレセレクトモードは、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。 

飲料ボタンのレイアウト飲料の設定値の設定

個別の飲料サイズ

プレセレクトモード/ポス 

トセレクトモード
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WMF 1500 S+

接続性

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 1500 S+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

WMF COFFEE CONNECT

卓越したコーヒーとデジタルソリューションの融合

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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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、端か

ら端まで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。

すべてのWMF業務用コーヒーマシン

と同様に、WMF 1500 S+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。

データセキュリティ

HACCP準拠

特長と技術革新



テクニカルデータ概要
必要な情報と数値

WMF 1500 S+
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テクニカルデータ概要

ベーシックミ
ルク イージーミルク

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

WMF 1500 S+

ベーシックモデル

ダイナミックミ
ルク

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）

水道

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

ベーシックミルク

ダイナミックミルク

イージークリーン

Plug+Clean（水道直結）

定置洗浄

左右約1100 g、中央約700 g

約2000 g

325 / 716 / 590 mm

ウォータータンク（約4.5リットル）または水道直結式

32～36 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 2.75～3.5 kW / 220～240 V

180杯

- √ √

√

-

-

√

-

-

-

√

-

-

√

-

-

-

√

-

-

√

1.29 kWh 1.37 kWh 2.10 kWh

143杯

- - √

√√√

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

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、ベーシックスチー

ム、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 1500 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。

ベーシックモデル1、2、3に
含まれている特長

追加料金で選択可能なオプション

325 mm 590 mm

716 mm

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、自動高さ調整が可能な抽出口（ダイナミックミルク、フレッシュフィルターコーヒー、シロップ

の構成のみ）

ベーシッククリーン（ウォータータンク） √ - -
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WMF 1500 S+

新しいWMF 1500 S+の製造が完了しても、品質に対する

当社のコミットメントは終わりではありません。当社は、1
日目から成果を得られるように個々のマシンを設計およ

び製造しています。また、当社の幅広い個別対応サー

ビスにより、どのマシンも信頼性の高いパフォーマンス

を長期にわたって提供できます。

カスタマーサービス
当社の専門知識を 

自由に活用。

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

を通して最先端の技術的なメンテナン

スを受けることができます。当社は、

ヨーロッパに業務用コーヒーマシンを

対象にした最大級の自社サービス組

織を所有しています。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、この知識が当社のグロー

バルサービスネットワーク全体に継続

的に伝えられます。その結果、お客様

のマシンは長期間完璧に動作し、極

めて高いコーヒーの品質を提供し、投

資に対して十分な見返りをもたらしま

す。

設置

WMF業務用コーヒーマシンの設置は

高度な技能を持つ経験豊富な技術者

が行います。当社の技術者はお客様

の固有の環境やご希望に合わせてマ

シンの微調整を行う方法を熟知して

おり、水と給水口のタイプ、お客様の

好みの豆、オペレーティングスタッフ

などを考慮します。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

優れたコーヒーの品質を持続的に確

保するには、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、サービス技術者はマシン

を定期的および体系的にチェックし

て、クリーニングや必要に応じて水垢

の除去を行います。また、革新的な

WMF CoffeeConnectデジタルプラット

フォームでも、サービスプロバイダとし

てWMF業務用コーヒーマシンの効率

的な一元管理の選択肢が提供されま

す。サービスやメンテナンスの情報を

いつでもどこでも確認して、予測的な

メンテナンスの手段を準備できます。

故障と修理

万が一修理が必要になっても、WMF
はお客様の理想的なパートナーです

のでご安心ください。当社は専用のオ

リジナルパーツのみを使用し、迅速な

調達と最高の品質を併せ持っていま

す。また、適切な知識を持つ技術者

が実地で迅速にお使いのマシンを使

用可能な状態に戻します。このため、

引き続きビジネスの成功に貢献でき

ます。
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WMF 1500 S+

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+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。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 1500 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。

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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アクセサリ機器

ミルククーラー カップラック（スリム）CUP&COOL（スリム） シロップステーション

容量

着脱可能なミルク容器の容量

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）

ﾊﾟﾜｰ ｻﾌﾟﾗｲ

ミルクのカラ表示センサー

ミルク温度センサー

セルフサービス型に最適

サーモスタット

空重量

45 - 190杯

4.5リットル

√

√

√

過熱式棚3段

286 / 530 / 566 mm

0.15 kW / 220～240 V

オプション

オプション

√

√

約32 kg

60 - 260杯

-

√

-

-

過熱式棚4段

286 / 530 / 539 mm

0.15 kW / 220～240 V

-

-

√

√

約28 kg

1 - 4瓶

-

-

√

√

-

261 / 530.5 / 469 mm

-

-

-

√

-

約16 kg

-

6.5リットル

-

√

√

-

230 / 353 / 530 mm

0.08 kW / 220～240 V

オプション

オプション

√

√

約16 kg
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