Technical specifications
WMF 9000S+ テクニカルデータ

WMF 9000S+ スペック
Dynamic Milk（標準）
アイスミルク

○

フォーミング・アイスミルク

○

1 日あたりの推奨杯数

約 350 杯

1 時間あたりの給湯推奨
熱湯口

最大 4 機

パウダーホッパー

1 or 2

豆ホッパー容量（大）

約 1200g

豆ホッパー容量（小）

約 700g

パウダーホッパー容量

約 1200g

オートスチーム

標準

（イージースチーム）

オプション
約 70 杯分 *2

コーヒーカス受け
カス台下落とし

オプション

メニュー数

1 画面 8 メニュー、最大 6 画面

給水方法

水道直結

排水方法

直排水

自動昇降トレー

○

タイマー機能

○

電源

単相 200V

消費電力

4.0kW
W390 × D598 × H744 *3

外形寸法（mm）
乾燥重量

約 76kg

*1

エスプレッソおよびカプチーノにて計測

*3

選択されたスペックにより変化します。

抽出容量やメニューセッティングにより変化します。

BACK

SIDE

744 mm

FRONT

*2

有

グラインダー

*2

*1

約 24L

The new WMF 9000 S+
390 mm

World class performance.

598 mm

WMFメンテナンスシステム
高品質の WMFコーヒーマシンを長期間安定してお使いいただくためにも、メンテナンスは必要です。WMFでは定期点検サービスや万一のトラブル
にも迅速に対応するサービス体制を整えております。正確な診断と正確なメンテナンス。WMF のエンジニアは常に信頼できるサービスを提供します。
常に最高品質のコーヒーを提供するための保守契約ご加入をおすすめします。
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The symphony of perfect taste.

WMF Dynamic Milk
WMFのミルクシステム「ダイナミックミルク」とは？

味わいのあるミルクフォームを
全自動マシンで実現！

全自動コーヒーマシンのフォーミング機能に大きな進化が訪れ
ました。新開発ミルクシステム「ダイナミックミルク」は、
これまで

全自動マシンに実現できなかったトップクオリティのフォーミング

を可能に。
この新テクノロジーは、ホットフォーミングはもちろん、
なんとアイスフォーミングについてもお客様の期待を裏切らない
フォーミングクオリティを提供いたします。

DYNAMIC
MILK

Performed by the WMF 9000 S+
WMF 9000 S + が実現する

完璧な味のシンフォニー。

新しいWMF 9000 S +は、完璧な味のMaestro（マエストロ）。※1
もちろん、Solo（ソロ）※２として、1杯のエスプレッソを。
また、オーケストラの重奏のように、一度にたくさんのドリンクを出す場合にも。
いつでも完璧な味をお約束します。

Hot milk foam
ワンボタンでカフェオレ、
カプチーノ、
ラテマキアート
などの4つのクオリティの選択が可能

フラット

クリーミー

ボリューム

フラット

クリーミー

ボリューム

フラッフィー

Cold milk foam
ワンボタンでミルクシェイクやアイスラテなどの
3つのクオリティの選択が可能

※1：イタリア語由来の音楽用語で「芸術家」
を表し、オーケストラでの「指揮者」や「音楽監督」の意。
※2：イタリア語由来の音楽用語で「独唱」
「独奏」などの意。

Clean in Place
完全自動のシンプルなミルク洗浄システム
ミルクラインが 完 全 独 立した 衛 生 設 計 。フォーミングの 生 成も独 立したフォーミング 生 成 パーツ内で
行われ 、その後独立した抽出経路を通って抽出されるので、クリーニングはタブレットを入れるだけで
洗浄が可能に。
抽出口の取り外し清掃、組立取付というマニュアルでの煩わしい作業が無くなり、HACCP（ハサップ）対応型
の衛生システムが確立されました。
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User friendly

ユーザーフレンドリー機能

最 新ソフトウェア搭載

ダブルカップ設定で素早い供給
ハイスペックマシンが可能にする 2 杯取りは

10インチの大きくなった操作しやすく美しい画面
ソフトウエアを搭載し、背景のカラーも選べます。メニューは 8 つ固定表示し、お好みに応じて最大

48の登録が可能です。

セルフサービスエリアなどでは、注目を高

抽出後は自動でエコモードのON/OFFの切り

ポット対応のゆとりある抽出口

全自動洗浄

簡単おそうじ設計

の経過も分かります。

へのコーヒー取り、200mm までのポットへの

高い抽出口位置は、高さ195mmまでのポット

毎日のマシン洗浄は、
タブレットを投入しタッチ

排水トレーとカス受けを取り外したらマシン

お湯取りを可能にしました。

開始します。手動で洗浄する必要はありません。

衛生的な状態をキープできます。

対応可能な言語は、提供可能なドリンクの選

択肢と同じくらい多様です。お客様やスタッ

フは、操作中でも簡単に言語の切り替えが可

替えができ、消費電力の削減が可能です。

魅力的なアニメーションを使いより分かり
フレンドリーを実現します。現在の抽出状況

自動昇降カップトレイ

ライトリングで材料切れをお知らせ

抽出時に予め設定した高さに自動昇降するトレーにより、高低差から発生

マシン上部にあり死角になりやすいホッパーにライトリング（標準搭載）で、

する飛び散りを防止し機械周りを衛生的に保ちます。
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やすくメニューを表示。
最高レベルのユーザー

ます。

分かりやすい表示

エコモード搭載

や動画も簡単に登録できます。

ご案内します。紙のマニュアルが必要ありません。

能で、
インバウンド需要にも対応しています。

広告表示も
めるために広告の表示も可能です。イメージ

材料の補充やおそうじ方法などについては、動画やアニメーションでオペレーションを分かりやすく

お店のピークタイムの作業効率をアップさせ

マルチ言語対応

ディスプレイは10インチのタッチスクリーンを採用。左右にスワイプでき直感的に操作可能。最新の

動画/アニメーションで操作をサポート

万が一の原材料切れを点滅でお知らせします。

スクリーンに沿って操作するだけで 全自動で

食器洗浄機で洗えるホッパー
手軽に食器洗浄機で洗えるホッパーによりスタッフの手間を大きく軽減し、
衛生的に原材料をキープできるようにしました。

下 の 台 が 現 れ 、簡 単 に拭き掃 除 がで き 常 に

大容量カス受け
標準のカス受けは約70杯分のカスを収めることができ、スタッフのオペ

レーション頻度を抑えます。またオプションでコーヒーカス直落としキット
の設定も可能です。
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Every needs

美味しいコーヒーをあらゆるニーズへ

細かいお好みの設定が可能

スチームによるカップウォーミング機能

新開発オートスチーム

コーヒー、
ミルクやミルクフォームのボリューム設定だけでなく、
カップサイズ

美味しいコーヒーのために、スチームジェットで、カップを最適な温度に

ドリンクの温めはもちろんのこと、だれでもワンタッチであらかじめ設定

ダイナミックミルクシステム搭載

3種のお湯の温度設定

新ミルクシステム「ダイナミックミルク」は、
ミルク抽出だけでなく、
ワンタッチ

お茶や紅茶、白湯などに最適な温度を提供するためにあらかじめ 3 段階の

驚異的なフォーミングミルククオリティをご実感ください。

可能です。

までフレキシブルにかつ個別に指定できます。

温めます。

された高品質のミルクフォームを作ることができます。

詳細なレシピ設定
最大 48メニューの設定登録が可能。各メニューごとに原材料の量、挽き目、
お湯の量・温度等の詳細設定が簡単にでき、かつ3つの原材料のミックス
等のアレンジも可能です。

SML機能
各ドリンクごとに予め決められた異なるカップボリュームを簡単に指定

することができます。
これによりメニュー数を最大 144 種類可能にしました。

驚きの4ホッパー対応

メニューの幅を広げるパウダー

4 ホッパーが搭載できる全自動マシンは、より多くのメニュー提供を1 台で

ホッパーはコーヒー豆 だ けで なく、パウダー原 料も使 用 可 能。ココアや

可能にします。豆ホッパーについてはお好みの割合での異なるコーヒー豆
のプレンドも可能です。
（最大 4 種）

5

で高品質のフォーミングミルクをホット＆コールドどちらも提供が可能です。

抹茶、
ミルクパウダーの使用により更なる提供メニューの幅が広がります。

温度設定ができ、
ドリンクに応じてワンタッチで設定されたお湯の抽出が

頑丈な新開発抽出ユニット

新開発高速静音グラインダー

WMF のノウハウを詰め込んだ金属フレームの新開発抽出ユニットは、最高

電気制御の堅牢で長持ちする高性能グラインダーは電気制御され、非常に

ご提供します。

可能です。

スペックのマシンの心臓部として、美味しいコーヒーを長期間安定して

静かで、当社コンパクトマシンの約 2 倍のスピードで素早く豆を挽くことが
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