
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。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マイズのオプ
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

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。

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
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フ
ィルターです。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、氷が溶けて薄まらずに提
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、脱着
可能です。

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。

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

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
プのスペシャルティコーヒーの最
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。

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

クリーンインプレイスは、非常に使いやすく効率的で
す。洗浄用浄剤を投入したクリーニングコンテナに熱
湯を注入した後、その洗浄液で熱湯とスチームによっ
てマシンの洗浄とリンスが自動的に行われます。

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。

クリーニングシステム

10インチのカラータッチパネル

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

イージークリーンシステムも同様ですが、上記に加え
てフォーマーヘッドのマニュアル洗浄を毎日行う必要
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、独自の飲料の画像をア
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

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

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。

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

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

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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WMF 5000 S+

1日あたりの推奨杯数

電源 / 消費電力

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）

250杯

単相200V / 3.0KW

約2000g

左右1100g、中央約700g

325 / 716 / 590mm

水道直結

約37kg

70dB（A）未満

テクニカルデータ概要

必要な情報と数値

20

325 mm

716 mm

590 mm

テクニカルデータ概要
WMF 5000 S+
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WMF プロフェッショナル コーヒーマシン

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。

WMFサービス
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 Coffee-
Connect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。
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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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