Ingenious inside, easy outside

IS... TECHNOLOGY
IS... ESPRESSO
IS... BARISTAS
IS... ITALIAN PASSION

AND TRADITION
AND CAPPUCCINO
AND BEGINNERS
AND WORLD KNOWLEDGE

HYBRID IS

ALL YOU NEED

INGENIOUS INSIDE,
EASY OUTSIDE

 承上启下的 HYbrid
介于传统浓缩咖啡机和超级全自动咖
啡机之间：它不但易于使用，还能提
供质量绝佳的最终产品。
HYbrid 让那些只有专业咖啡师才能
完成的工作变得简单：这款高科技
浓缩咖啡机内置了典型超级全自动
咖啡机的全套磨粉、装粉和压粉程
序，因此即使是缺乏经验的咖啡师
或用户，也能在使用此咖啡机时取
得出色的效果：
- 与传统咖啡机一样，本机在滤网托
架中萃取咖啡
- 可应要求内置研磨器
- 自动化咖啡装粉和压粉。
 即使员工流动率很高，也能确
保一致的表现
 制作浓缩咖啡时使用用户友好
的简单符号。
 现代化的设计令人联想起意式传
统浓缩咖啡机。
 HYbrid（ハイブリッド）
は、従来のエ
スプレッソ・マシンとスーパーオートマ
シンをうまく組み合わせたものです：
素晴らしい最終製品品質と使い勝手
の良いマシンを組み合わせたものです。
HYbrid は、
プロのバリスタのみ行うこ
としかできないことを簡単に行うこと
ができます：先端技術を利用している
エスプレッソ・マシンは、
スーパーオー
トコーヒー・マシン内臓で、
グラインデ
ィング、ドーシング、
タンピングの工程
があり、
経験の浅いバリスタやユーザ
ーがマシンを使っても絶妙なコーヒー
に仕上がります：
- 従来のマシンの様にフィルター・ホ
ルダー内でコーヒーは抽出されます
- 所望に応じてグラインダーを搭載し
ます
- 自動でドーシング、
タンピング
（圧縮）
ができます。
 スタッフの離職率の高い場合でも、
いつでも美味しいコーヒーを作ること
ができます。
 エスプレッソ・コーヒーを作る時に
も、
分かりやすい表記が使われている
ので安心です。
 イタリアン・スタイルで、従来のエス
プレッソ・マシンにそっくりの最新デザ
インです。

 HYbrid คือตัวเชื่อมประสานระหว่าง
เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่แบบดั้งเดิม
และเครือ
่ งชงรุน
่ ใหม่แบบอัตโนมัตท
ิ �ำ ให้
ได้กาแฟคุณภาพเยี่ยมด้วยเครื่องชงที่
ใช้งานง่าย
HYbrid ทำ�ให้สิ่งที่เฉพาะบาริสต้ามือ
อาชี พ เท่ า นั้ น ที่ ทำ � ได้ ก ลายเป็ น เรื่ อ ง
ง่าย โดยเครื่องชงเอสเปรสโซ่ไฮเทค
นี้ มีิ เ ครื่ อ งบดกาแฟในตั ว ที่ ทำ � ได้ ทุ ก
กระบวนการตั้งแต่การบด การจัดการ
ปริมาณ และกระบวนการชงเช่นเดียวกับ
เครื่องชงระบบอัตโนมัติทั่วไป ซึ่งทำ�ให้
เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแม้ผู้ใช้จะเป็น
เพียงบาริสต้ามือใหม่ไม่มีประสบการณ์
หรือผู้ใช้ธรรมดาทั่วไป:
-ก
 าแฟจะถูกสกัดภายในด้ามอัดกาแฟ
เหมือนกับเครื่องชงแบบดั้งเดิม
- เครื่องบดภายในเครื่องสามารถติดตั้ง
เพิ่มได้ตามความต้องการ
- ตัวควบคุมปริมาณและการอัดผงกาแฟ
ทำ�งานโดยอัตโนมัติ
 ให้ผลงานทีส
่ ม่�ำ เสมอแม้จะมีอต
ั ราการ
หมุนเวียนพนักงานที่สูง
 ีมีการใช้เครื่องหมายที่เข้าใจง่ายใน
ระหว่างการชงเอสเปรสโซ่่
 มมีดีไซน์อันทันสมัยที่ชวนให้นึกถึง
เครื่องชงเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาเลียน
แบบดั้งเดิม

  ةنيكام ربت ع ُتHYbrid يه
عنص تانيكام نيب ةلصاولا ةقلحلا
تانيكاملاو ةيديلقتلا وسيربسإلا
عمجت يهف اذل ؛ةقئافلا ةيئاقلتلا
ةزيمتم ةدوج يذ اًجتنم اهنوك نيب
مادختسالا ةلوهسو.
 ةنيكام دِعُتHYbrid ةقيرطب ةوهقلا
ىوس اهب مايقلا عيطتسي ال ةلهس
نيفرتحملا ةوهقلا ةعانص ءاربخ:
ةىلاع وسيربسإلا عنص ةنيكام موقت
ميقلتلاو نحطلا ةيلمعب ةينقتلا
يف متت يتلا لماكلاب طغضلاو
ةيكيتاموتوألا ةوهقلا عنص ةنيكام
ةيجذومنلا ةقئافلا، ىلإ يدؤي امم
نم ناك نإو ىتح ةزاتمم جئاتن قيقحت
يّدعُم ةلآلا مدختسي
ِ نيمدختسم وأ ةوهق
ةربخلا ىلإ نورقتفي:
- رتلفلا لماح يف ةوهقلا صلختسُت
ةيديلقتلا تالآلا لثم
- بلطلا دنع ةجمدم نحاطملا نوكت
- اًيئاقلت ةوهقلا طغضو ميقلت.
 نم اهمادختسا دنع ىتح تباث ءادأ
نيفظوملا نم ريبك ددع لبِق.
 مدختسملا ىدل ةفولأم زومر مدختسُي
وسيربسإلا ريضحت دنع.
 تانيكامب انركذي رصاعم ميمصت
يلاطيإلا زارطلا تاذ وسيربسإلا عنص
يديلقتلا.

HY PLACES

HY TECH

HYRO 01 - BREWING GROUP

 核心技术：高端专利萃取组可同
时确保出色的机械性能和卓越的最
终产品质量。
- 咖啡芳香的萃取方式与传统咖啡机
完全相同：与较窄较高的萃取室（
超级全自动咖啡机的特征）相比，
萃取质量更胜一筹。.
- 内置咖啡配给系统，可应要求提供
研磨器和装粉器。
- 压力恒定。
- 加热铝制压缩活塞和咖啡配给口。
- 传统咖啡萃取：滤网托架（直径 53
毫米）。

コア技術：高い機械的性能と高品
質を組み合わせたハイエンドで、
特許
を取得済みの抽出グループ
（器具）
一
式です。
- 従来のコーヒーメーカーのようにコ
ーヒーの香りが立ち上ります：狭く、
背の高い抽出器よりも質の高い工程
を踏むことが出来ます
（スーパーオー
トマシンの特性）。
- ご要望に応じてグラインダー及びドー
ザーと共にコーヒーディスペンシング
システム
（分配装置）
を内蔵。
- 安定した圧縮力。
- 加熱したアルミニウム圧縮ピストンと
コーヒー分配装置。
- 従来と変わらないコーヒー抽出：直径
53mmのフィルターホルダー。

 เทคโนโลยีหลัก: ชุดหัวชงสกัดิ์แบบ
ไฮเอนดที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ ที่ผสม
ผสานผลงานรู ป แบบการทำ � งานของ
เครื่องเข้ากับผลผลิตคุณภาพสูง
- กลิ่นของกาแฟได้รับการสกัดออกมา
เหมือนกับที่ทำ�ได้ในเครื่องชงกาแฟ
แบบดั้งเดิม โดยให้คุณภาพที่ดีกว่า
รูปแบบของชุดชงสกัดที่แคบและสูง
กว่า (คุณลักษณะของเครื่องชงแบบ
อัตโนมัติแบบเดิม)
- มีระบบปล่อยน้ำ�กาแฟแบบบิ้วต์อินที่
มีตัวบดและตัวกะปริมาณตามต้องการ
- ลก
ู สูบกดผงกาแฟพร้อมระบบทำ�ความ
ร้อนและตัวจ่ายน้ำ�กาแฟ
- กา้ นอัดกาแฟแบบสกัดกาแฟดัง้ เดิม: ที่
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 53 มม.

 ةيساسألا ةينقتلا: ةعومجم
ةءارب ىلع ةلصاح ةيقار صالختسا
عارتخا، ينقتلا ءادألا نيب عمجت يتلاو
ةدوج يلاع يئاهن جتنمو يلاعلا.
- يه امك ةوهقلا تاهكن صالختسا متي
؛ةيديلقتلا ةوهقلا دادعإ ةنيكام يف
كلت نم ىلعأ ةدوج مدقت يهف اذل
صالختسالا تارجح اهمدقت يتلا
تانيكاملا تافصاوم( ىلعألاو قيضألا
)ةقئافلا ةيئاقلتلا.
- ةنحطم عم جمدم ةوهقلا عيزوت ماظن
بلطلا دنع نيدوزم مّقلمو.
- ةتباث طغض ةوق.
- عزومو نخاس موينمولأ طغض سبكم
ةوهقلل.
- ةوهقلل يديلقت صالختسا: لماح
 هرطق رتلف53 مم.

HY TECH

ECG - EMBEDDED COFFEE GRINDER

 ECG（嵌入式咖啡研磨器）研磨系
统可通 过在每次使用机器时进行研
磨，来确保咖啡新鲜。
- 可以调节咖啡粉量。
- 扁钢研磨器（直径 64 毫米）。
- 可以手动调节研磨细度。
- 可以拆卸和锁定调节杆。
- 更高的咖啡漏斗：与机器的发热部
分分离。.

ECG
（埋め込み型コーヒーグライン
ダー）
は、
マシンを使用する際にコー
ヒー豆をグラインディング
（粉砕）
する
ので、
いつでも新鮮なコーヒーが楽し
めるグラインディングシステムです。
- 粉砕（グラインド）
するコーヒーの量
を調整できます。
- 直 径64 mmのフラットスチール・
グラインダー。
- グラインド
（粉砕）
の粒度は手動で調
節することができます。
- 取り外し可能でロック可能な調整
ロッド。
- 高めのコーヒーホッパー：マシンの高
温部からは離れています。

 ECG (เครือ
่ งบดกาแฟแบบฝัง) คือระบบ
การบดเมล็ดกาแฟที่ให้ความแน่นอน
ว่าการบดนัน
้ จะให้ผลลัพธ์กาแฟทีม
่ ค
ี วาม
สดทุกครั้งที่มีการใช้เครื่อง

 ةجمدملا ةوهقلا ةنحطم ربتعت
(ECG) ىلع لوصحلا نمضي نحط ماظن
لك دنع نحطلا قيرط نع ةجزاط ةوهق
ةنيكاملل مادختسا.

- ปริมาณกาแฟบดที่สามารถปรับได้ื่
- ตั ว บ ด แ บ บ เ ห ล็ ก แ บ น ที่ มี เ ส้ น ผ่ า
ศูนย์กลาง 64 มม.
- สามารถปรับความละเอียดของการบด
ด้วยตัวเองได้
- เชือกปรับระดับสามารถล็อกและถอด
ออกได้
- คอฟฟีฮอปเปอร์ทส
ี่ งู ขึน
้ : แยกออกจาก
ส่วนที่ร้อนของตัวเครื่องื่

- ليدعتلل لباق ةنوحطملا ةوهقلا رادقم.
-  رطقب حطسملا بلصلا نم نحاطم64 مم.
- اًيودي نحطلا ةموعن ةجرد طبض نكمي.
- قلغلاو ةلازإلل ةلباق طبضلا نابضق.
- ىلعأ ىوتسم يف ةوهق عامقأ: ةلصفنم
ةنيكاملاب نخاسلا مسقلا نع.

HY TECH

HPF - HIGH PERFORMANCE FROTHER

 HPF（高性能打泡器）是可以将冷
牛奶、热牛奶和起泡牛奶直接配给
到杯中的
- 使用牛奶泵、气泵、电磁阀以及特
殊的文氏管和涡流管。
- 可以配给多层牛奶。
- 牛奶温度、泡沫温度和泡沫稠度：
可针对各种饮料进行调整。
- 自 动蒸汽管可让牛奶在壶内起泡
或加热，而不必检查温度或移动
该管。

 HPF（高機能フローサー）
は、
コール
ドミルク、
ホットミルク、泡立てミルク
を直接カップに注ぐことができるハイ
ブリッドシステムです。

 HPF (ระบบทำ�โฟมนมประสิทธิภาพ
สูง) คือระบบแบบไฮบริดที่จะสามารถ
ปล่อยนมเย็น นมร้อนและโฟมนมลงใน
ถ้วยได้โดยตรง

- 高機能フローサーには、
ミルクポン
プ、
エアポンプ、
ソレノイドバルブ、特
殊ベンチュリおよびボルテックスチ
ューブを使用しています。
- ミルクを複数の層で注ぐことができ
ます。
- ミルクの温度、
フロス
（泡）
の温度お
よび密度：一人ひとりの好みに合わ
せて調整できます。
- オートスチーマー・ワンドは、温度をチ
ェックしたりワンドを動かしたりしな
くても、
ミルクを瓶の中で泡立てたり
加熱したりできます。

- ระบบ HPF ใช้ตัวปั๊มนม , ปั๊มลม ,โซลิ
นอยด์วาล์ว ท่อเวนทูรีแบบพิเศษ และ
ท่อวอร์เท็กซ์
- สามารถชงกาแฟแบบแยกชัน
้ ของนมได้
หรือทำ�เครือ
่ งดืม
่ ทีเ่ ป็นเลเยอร์ได้
- อณ
ุ หภูมข
ิ องนม , อุณหภูมข
ิ องโฟมนม
และความสม่�ำ เสมอของโฟมนมสามารถ
ปรับได้สำ�หรับเครื่องดื่มแต่ละชนิด
-  แท่งสตรีมนมอัตโนมัติช่วยตีนมให้
เกิดฟองหรือช่วยอุ่นนมในโถชงโดย
ไม่จำ�เป็นต้องตรวจสอบอุณหภูมิหรือ
ขยับแท่งไปมา

 ءادألا يلاع ةوغرلا عناص ربتعي
(HPF)  ةنيكام يف اًماظنHYbrid هنكمي
بيلحلاو درابلا بيلحلا عيزوت
ىلإ ًةرشابم بيلحلا ةوغرو نخاسلا
بوكلا.
- ءادألا يلاع ةوغرلا عناص مدختسي
مامصو ءاوهلل ةخضمو بيلحلل ةخضم
ةماود بوبنأو خاخبو يبلول فلم.
- تاقبط نم ديدعلا عيزوت نكمي
بيلحلا.
- ماوقو ةوغرلاو بيلحلا ةرارح ةحرد
ةوغرلا: بورشم لكل اهليدعت نكمي
ةدح ىلع.
- ةيئاقلتلا ريخبتلا اصع حمست
هنيخست وأ بيلحلا نم ةوغر دادعإب
نم ققحتلا ىلإ ةجاحلا نود ءاعو لخاد
اصعلا ةلازإ وأ بيلحلا ةرارح ةجرد.

HY TECH

IMP - INDEPENDENT MULTIBOILER PROCESS

 IMP（独立多锅炉程序）可通过
多锅炉系统巧妙地管理水和蒸汽。
- 每 个咖啡配给组都具有自己的锅
炉，主锅炉则仅用于生成蒸汽。
- 每个配给组均配有一个 1.2 升的
咖啡锅炉，锅炉可以调节到不同
的温度，以完美地萃取不同的混
合饮料。
- 蒸 汽锅炉只包含蒸汽（用于蒸汽
管、牛奶系统和加热水）。
- 如果同时配给蒸汽和多种咖啡，压
力不会降低。
- 性能持续稳定。

 IMP 独立型マルチボイラープロセス）
は、
マルチプルなボイラーシステムで水
と蒸気を巧みに管理します。
- 各コーヒー・ディスペンシング・グル
ープには独自のボイラーが搭載され
ており、
メインボイラーは蒸気用で
のみ使用されます。
- 各ディスペンシング・グループには、
様々なブレンドを完璧に抽出できる
よう、
あらゆる温度に調整できる1.2
リットルのコーヒーボイラーが搭載
されています。
- スチームボイラーには蒸気のみ入っ
ています
（ワンド、
ミルクシステム、湯
沸かし用）。
- 蒸気と複数のコーヒーを同時に注入
しても圧力は低下しません。
- 安定した機能が長時間続きます。

 IMP (ระบบมัลติบอยเลอร์แบบอิสระ)
ช่วยจัดการอุณหภฺมน
ิ �ำ้ และอุณหภูมไิ อน้�ำ
ได้อย่างชาญฉลาดผ่านระบบบอยเลอร์
แยกอิสระ
- ชุดจ่ายน้�ำ กาแฟแต่ละตัวจะมีบอยเลอร์
เป็นของตัวเองและตัวบอยเลอร์หลักจะ
ใช้ส�ำ หรับไอน้�ำ เท่านัน
้
- ชด
ุ หัวชงแต่ละตัวจะมีบอยเลอร์ขนาด
1.2 ลิตร ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับ
อุณหภูมิต่างๆ เพื่อการชงสกัดที่แตก
ต่างแต่ละอย่างได้อย่างลงตัว
- บอยเลอร์สตรีมแบบอิสระ (ซึง่ ใช้ส�ำ หรับ
สตรีมนม และ น้�ำ ร้อนเท่านัน
้ )
- แรงดันจะไม่ตกหากไอน้ำ�และการชง
กาแฟถูกจ่ายออกในเวลาพร้อมกัน
- รก
ั ษาระดับการทำ�งานทีส
่ ม่�ำ เสมอได้้

 ةددعتملا يلغلا ةيلمع مكحتت
( ةلقتسملاIMP) ءاملا يف ةراهمب
تايالغلا ددعتم ماظنلا ربع راخبلاو.
- ةوهقلا عيزوتل ةعومجم لك يوتحت
اهب ةصاخ ةيالغ ىلع، مدختسُتو
طقف راخبلل ةيسيئرلا ةيالغلا.
- ىلع عيزوت ةعومجم لك يوتحت
 ةعسب ةوهق ةيالغ1,2 رتل، نكمي
تاجرد ىلإ اهترارح تاجرد ليدعت
تافيلوت صالختسال ةفلتخم ةرارح
يلاثم لكشب ةفلتخم.
- راخبلا ىلع راخبلا ةيالغ يوتحت
بيلحلا ماظنو يصعلل صاخ( طقف
)نيخستلا ءامو.
- عيزوت ةلاح يف طغضلا ضفخني ال
يف ةددعتم ةوهق باوكأو راخبلا
هتاذ تقولا.
- لصاوتمو تباث ءادأ

HY ERGONOMIC

DESIGNED ON YOU - SLIDE IN PORTAFILTER

 滤网托架配有专利前插系统和自
动锁定装置。
- 无需转动或用力即可锁定：用户不
会感到麻烦。
- 机器可以识别出单倍或双倍份量的
特定滤网托架。
- 加热滤网托架和滑动装置托架。.
- 咖啡胶囊可在萃取后手动取出，以
免内部残留已使用的咖啡粉（超级
全自动咖啡机的典型缺点）。
 特許取得済みのフロント挿入シス
テムと自動ロックが装備されているフ
ィルターホルダー。
- ロックするのに回転させたり、
力を加
えたりする必要がない：ユーザにとっ
ては手間がかかりません。
- 当マシンは、1回または2回分のドー
シングで、指定のフィルターホルダ
ーを認識します。
- 加熱フィルターホルダーとスライダ
ーホルダー。
- 抽出後は、使用済みのコーヒー粉末
が内部に残らないようにコーヒー・
ポッドを手動で外します
（スーパー
オートマチック・マシンにとって典型
的な欠点）。
 ด้ามชงกาแฟทีจ
่ ดสิทธิบต
ั รแล้วซึง่ มี
ระบบใส่ก้านชงด้านหน้าและล็อกแบบ
อัตโนมัติ
- ไม่ตอ
้ งหมุนด้ามชงเพือ
่ ล็อก และ ไม่ยงุ่
ยากสำ�หรับผูใ้ ช้
- เครื่องชงสามารถจดจำ�ที่ยึดด้ามชงที่
กำ�หนดสำ�หรับกาแฟแบบ ซิงเกิล
้ ช็อต
หรือ ดับเบิล
้ ช๊อต
- ทย
่ี ด
ึ ด้ามชและช่องสไลด์มรี ะบบทำ�ความ
ร้อน
- ต้องถอดกาแฟพ็อดส์ออกด้วยตัวเอง
หลั ง การสกั ด เพื่อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ไม่ มีผ ง
กาแฟเหลือตกค้างอยูภ
่ ายใน (ข้อเสีย
ทัว่ ไปของเครือ
่ งชงแบบอัตโนมัต)ิ

 لاخدإ ماظن عم رتالفلا تالماح
قالغإو عارتخا ةءارب ىلع لصاح يمامأ
يئاقلت.
- ؛ةوقلا وأ ريودتلا ىلإ ةجاحلا نود قلغلا
مدختسملل جاعزإ ببسي ال ىتح.
- تالماح ىلع ةنيكاملا فرعت ت
ةيدرفلا تاعرجلل ةصصخملا رتالفلا
ةجودزملا وأ.
- تالماحو ةنخاسلا رتالفلا تالماح
قلزنملا.
- دعب اًيودي ةوهقلا سايكأ ةلازإ متت
صالختسالا، ىقبتي ال كلذبو
دعُي ام وهو( لخادلاب ةوهقلا قوحسم
تانيكاملا يف ةداتعملا بويعلا دحأ
)ةقئافلا ةيئاقلتلا.

HY EASY

HY EASY

MAKE IT SIMPLE - EASY TO USE

 HYbrid 允许任何人使用机器，甚至
那些没有任何操作经验的人：
只需轻轻一点，便可倒出饮料。

 HYbrid を用いると、経験のない人で
も誰でもマシンを使用できます：ワンタ
ッチで飲料が出てきます。

- 无需转动滤网托架，也不必用力，
即可将其锁定就位。
- 无需压实咖啡（没有压粉器）。
- 只需进行一项手动操作：清空滤
网托架。
- 可通过显示屏上的图标操作自动蒸
汽装置。
- 可通过显示屏取消选择研磨器，以
使用预先研磨的咖啡粉。 自动化清
洗循环。

- フィルターホルダーを回転させる必要
はなく、
また、
フィルターホルダーを所
定の位置で固定するのに力を入れる
必要はありません。
- コーヒーをタンピング
（圧縮）
する必要
はありません
（タンパーはありません）
。
- 手動操作は1つだけです：フィルター
ホルダーを空にすること。
- オートスチーマーは、画面上のアイコ
ンで操作できます。
-予
 め粉砕したコーヒー粉を使用する
には、
グラインダーを画面の選択枠
から外してください。自動ウォッシン
グ・サイクル。

MAKE IT SIMPLE - EASY TO SET

 HYbrid ช่ช่วยให้ทุกคนสามารถใช้
เครื่องชงได้แม้คนที่ไม่มีประสบการณ์:
เครื่องดื่มจะถูกจ่ายออกได้เพียงสัมผัส
ปุ่มครั้งเดียว
- ไม่จำ�เป็นต้องหมุนด้ามชงและไม่ต้อง
ใช้แรงเพื่อล็อกให้อยู่กับที่
- ไม่จ�ำ เป็นต้องอัดกาแฟ (ไม่ตอ
้ งจัดการ
ใด ๆ)
- มี เ พี ย งสิ่ ง เดี ย วที่ ต้ อ งดำ � เนิ น การคื อ
การนำ�ด้ามชงไปเคาะก้อนกาแฟที่ชง
แล้วทิ้ง
- ระบบออโต้สตรีมทำ�งานผ่านไอคอนบน
หน้าจอแสดงผล
- สามารถยกเลิกการเลือกเครื่องบดใน
เครือ
่ ง เพือ
่ ใช้ผงกาแฟบดจากข้างนอก
เครือ
่ งได้ผา่ นหน้าจอแสดงผลิ มีระบบ
การล้างทำ�ความสะอาดเองแบบอัตโนมัติ

 عيمجلل نكمي، نوكلتمي ال نيذلا ءالؤه ىتح
ةربخ يأ،  ةنيكام مادختساHYbrid: عيزوت متي
ةدحاو ةسملب بورشملا.

 借助针对各种饮料的直观且快速
的编程界面，可轻松对 HYbrid 进行
编程：

- ةوقلا وأ ةرادإلل رتلفلا لماح جاتحي ال
هناكم يف هتيبثتل.
- )سباك دجوي ال( ةوهقلا طغض مزلي ال.
- ةدحاو ةيودي ةيلمع كانه، رتلفلا لماح غيرفت يه.
- طغضلا لالخ نم يئاقلتلا رّخبملا ليغشت متي
ةشاشلا ىلع دحاو زمر ىلع
- ؛ةشاشلا لالخ نم ةنحطملا ديدحت ءاغلإ نكم ي
اًقبسم نوحطملا ةوهقلا قوحسم مادختسال. رئاو
ةيئاقلت لسغ.

- 咖啡参数：咖啡量、注水量、滤网
托架内的水压、预注时间
- 牛奶参数：牛奶量、牛奶温度、奶
泡稠度
- 咖啡锅炉和滑动装置温度
- 机 器的技术参数都处于单个菜单
中。
- 可以通过 U 盘对参数进行编程和
传输。

 HYbrid は、それぞれの飲料の直
観的かつ迅速なプログラミングイン
ターフェースで、簡単にプログラム制
御できます：
- コーヒー・パラメータ：コーヒー量、
水
量、
フィルターホルダー内の水圧、
注
入前の時間
- ミルクパラメータ：ミルク量、
ミルク温
度、
フロス
（泡）
の密度
- コーヒーボイラー及びスライダーの
温度
- マシンの技術的パラメータはシング
ル・メニュー内にあります。
- パラメータは、
USBスティックを介し
てプログラミング化したり、
転送する
ことができます。

 HYbrid สามารถตัง้ ค่าได้งา่ ยด้วยระบบ
อินเตอร์เฟซโปรแกรมทีใ่ ช้งา่ ยและรวดเร็ว
ไว้ส�ำ หรับเครือ
่ งดืม
่ แต่ละชนิด:

  ةنيكام ةجمرب نكميHYbrid ةلوهسب،
ةطيسبلاو ةعيرسلا ةجمربلا ةهجاو لضفب،
بورشم لك ريضحت دنع:

- พ ารามิ เ ตอร์ ก าแฟ: ปริ ม าณกาแฟ
ปริมาณน้ำ� แรงดันน้ำ�ในการชง เวลา
การพรมน้�ำ
- พารามิเตอร์นม: ปริมาณนม อุณหภูมน
ิ ม
ความสม่�ำ เสมอของโฟมนม
- บอยเลอรของ์กาแฟและอุณหภูมต
ิ วั ไสด์
ก้านชงกาแฟ
-พ
 ารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครือ
่ งชงอยู่
ในเมนูแบบซิงเกิล
้
- สามารถตัง้ ค่าพารามิเตอร์และโอนถ่าย
ข้อมูลได้ผา่ นแท่ง USB

- ةوهقلا ريياعم: ءاملا طغضو ءاملا ةعرجو ةوهقلا ةيمك
قبسملا طلخلا تقوو رتلفلا لماح يف
- بيلحلا ريياعم: هترارح ةجردو بيلحلا ةيمك
ةوغرلا ماوقو
- قلزنملا ةرارح تاجردو ةوهقلا ةيالغ
- ةمئاق يف ةنيكاملل ةينقتلا ريياعملا دجوت
ةدحاو.
-  اصع ربع اهلقنو ريياعملا ةجمرب نكميUSB.

HY EASY

MAKE IT SIMPLE - CONNECTIVITY

 遥测系统
远程连接系统，使计算机能够通过互联网监视、控制并操作每台机器。
- 查看每台机器的活动：饮料配方、计数器、操作数据、位置、已经出现
的警报。
-编
 辑机器和饮料参数。 使用外部路由器（2017 年末：还可通过 GSM/
GPRS 模块）进行 Wi-Fi 通信。 可进行设置，从而使每位用户查看不同
的数据/机器。
 已配给饮料计数器
- 每种已编程的饮料均单独计数。 所有配给（取消选中研磨器的情况下）
均分别计数。 已消耗咖啡的时间统计数据（天/周/月）。 无需 U 盘即可
查看计数器，还可以下载计数器。
 收银台连接系统
- 借方/贷方（用户在收银台为饮料付款，机器被启动以配给饮料）。
- 借方/贷方（用户获得饮料，收银台收到饮料已配给的通知）。

 遠隔測定システム
インターネットを活用したリモート接続システム。 これによってコンピュータ
は各マシンの監視、
制御、
操作が可能です。
- 個々のマシンの活動の表示：飲み物レシピ、
カウンター、
操作データ、
位置、
表
示されたアラーム。
- マシンおよび飲料のパラメータの編集。外部ルータでWi-Fi通信
（2017年
末：GSM / GPRSモジュール経由）。各ユーザーは、別のデータ/マシンを閲覧
できるよう設定できます。

 ระบบส่งข้อมูลระยะไกล
ระบบการเชือ
่ มต่อระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตทีช
่ ว่ ยให้เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ท�ำ การตรวจ
สอบ ควบคุมและสัง่ งานเครือ
่ งชงแต่ละตัวได้้
- ดูกิจกรรมของเครื่องชงแต่ละตัว: สูตรเครื่องดื่ม ตัวนับ ข้อมูลการทำ�งาน ตำ�แหน่ง
การเตือนที่แสดงผล
- แก้ไขเครื่องชงและพารามิเตอร์ของเครื่องดื่ม การสื่อสารผ่าน Wi-Fi กับเราเตอร์
ภายนอก (สิ้นสุดปี 2017: และผ่านโมดูล GSM/GPRS สามารถตั้งค่าผู้ใช้แต่ละ
คนในการดูแต่ละข้อมูล/เครื่องชง

 ディスペンス飲料カウンター
- プログラミング化された飲料はすべて個別にカウントされます。すべてのディ
スペンス
（グラインダーが選択枠から外れている時）
は個別にカウントされま
す。使用したコーヒーの時間統計（日/週/月）。カウンターはUSBスティック
なしで閲覧でき、
またダウンロードも可能です。

 ตัวนับเครื่องดื่มที่ถูกจ่ายออก
- เครื่องดื่มที่ถูกตั้งค่าไว้แต่ละชนิดจะถูกนับแยกเดี่ยว้ ทุกสิ่งที่ถูกจ่ายออก (เมื่อ
เครื่องบดถูกยกเลิกการเลือก) จะถูกนับแยกแต่ละชนิด สถิติเวลาของกาแฟที่ถูก
บริโภค (วัน/สัปดาห์/เดือน) สามารถดูข้อมูลตัวนับได้โดยไม่ต้องใช้แท่ง USB
และสามารถดาวน์โหลดได้

 キャッシュレジスタシステムへの接続
- デビット/現金
（ユーザがレジで飲み物の代金をを支払うと、
マシンはその飲
料を提供できます）。
- デビット/現金
（ユーザが飲料を受け取ると、
レジに飲料が提供されたことを
伝えます）。

 ระบบการเชื่อมต่อเคาน์เตอร์์
- เ ดบิต/เครดิต (ผู้ใช้ชำ�ระค่าเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์และเครื่องจะเปิดการทำ�งานให้
จ่ายเครื่องดื่มนั้น ๆ )
- เดบิต/เครดิต (ผู้ใช้ได้รับเครื่องดื่มและเคาน์เตอร์จะได้รับทราบข้อมูลว่าเครื่องดื่ม
ได้ถูกจ่ายออกแล้ว).

 دعُب نع مكحتلا ماظن
اهيف مكحتلاو ةدح ىلع ةنيكام لك ةبقارم رتويبمكلل تنرتنإلا ربع دعُب نع لاصتالا ماظن حيتي
اهليغشتو.
- ةدح ىلع ةنيكام لك طاشن ضر ع: تاهيبنتلاو عقوملاو ليغشتلا تانايبو تادادعلاو تابورشملا تافصو
ترهظ يتلا.
- *تابورشملاو ةنيكاملا ريياعم ليدعت.  ربع لاصتالاWi-Fi  ماع ةياهنب( يجراخ هجوم عم2017: نوكيس
 ةدحو ربع اًضيأGSM/GPRS). تانايبلا ضرعل مدختسم لك نييعت نكمي/ةفلتخملا تانيكاملا.
 ةعّزوملا تابورشملا تادادع
- لصفنم لكشب جمربم بورشم لك دع متي. )ةنحطملا ديدحت ءاغلإ دنع( تاعيزوتلا لك دع متي
لصفنم لكشب.  مايألا( بسح ةكلهتسملا ةوهقلل ةينمز تايئاصحإ/  عيباسألا/ )روهشلا. نكمي
 اصع نودب اهليزنتو تادادعلا ضرعUSB
 دوقنلا جردب لاصتالا ماظن
-  نئادلا/دوقنلا جرد يف تابورشملا لباقم مدختسملا عفدي( نيدملا، نم ةنيكاملا نيكمت متيو
)تابورشملا كلت عيزوت.
-  نئادلا/بورشملا ىلع مدختسملا لصحي( نيدملا، )بورشملا عيزوتب دوقنلا جرد مالعإ متيو.

HY PLACES

HY DRINKS

HY DRINKS

COFFEE

MILK

牛奶的蛋白质含量将决定奶泡的
质量：较高的蛋白质含量可产生更
稠密、更稳定的泡沫。
 脂肪含量对于确保咖啡的芳香很
重要：
- 低含量：泡沫更紧实
- 高含量：泡 沫更滑腻。
 新鲜的牛奶可以产生更美味可口的
泡沫，但奶泡消散的速度更快。保久
奶可以产生持久的泡沫，但往往会出
现可察觉的“煮熟”味。
 HPF 卡布奇诺制作技术和自动蒸
汽装置可根据所用的牛奶优化各项
参数，以便总能获得最佳的效果。
1. 蒸
 汽喷嘴的温度：对于脂肪含量
高的牛奶而言为高温。
2. 如
 果压力过高，牛奶往往会迅速
升温；
如果压力过低，牛奶往往会保持液
态。
3. 空
 气流速：空气流速越高，泡沫就
越丰富，但不会持续很长时间。

 由于采用 IMP 多锅炉技术和精密
的电子设备，可对 HYbrid 的参数进
行高水平的调整，从而影响所萃取
的咖啡：
- 根 据不同的咖啡调制方法，两个
锅炉中的每一个均可设置成不同
的温度。
- 可将两个漏斗中的每一个设置成不
同的研磨细度，以萃取各种调制比
例和不同的饮料。
 对于每种饮料，均可对以下各项
进行编程：
-  咖啡量
-  滤网托架内的压力
-  预注时间
-  水量。

 IMPマルチボイラー技術と洗練
されたエレクトロニクスのおかげ
で、
HYbridのパラメーターは高度な
レベルにまで調整でき、
抽出されるコ
ーヒーにインパクトを与えます：
-2
 種類のボイラーのそれぞれ、種々
多様なコーヒーのブレンドに合わせ
た温度に設定することができます。
- 2つのホッパーは、
それぞれあらゆる
ブレンドや飲料を抽出するために、
さまざまな粉砕粒度に設定すること
ができます。
 各飲料については, 以下のものが
プログラミング化できます：
- コーヒーの量
-ホ
 ルダー内の圧力
- 注入前の時間
- 水の量。

 ด้วยเทคโนโลยีมัลติบอยเลอร์ IMP
และระบบอิ เ ลคโทรนิ ค อั น ซั บ ซ้ อ น
พารามิเตอร์ของ HYbrid จึงสามารถปรับ
ได้ถึงในระดับสูงซึ่งจะส่งผลต่อกาแฟที่
ถูกสกัด:
- บ อยเลอร์ ท้ั ง สองสามารถตั้ ง ค่ า ใน
อุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ตามสูตรการ
ผสมของกาแฟแต่ละชนิด
- โถใส่เมล็ดกาแฟทัง้ สองสามารถตัง้ ค่า
ความละเอียดของการบดทีแ
่ ตกต่างกัน
ได้เพือ
่ สกัดสูตรการผสมแต่ละชนิดและ
เครื่องดื่มแต่ละแบบ
 สำ�หรับเครื่องดื่มแต่ละชนิด สามารถ
ตั้งค่าเหล่านี้ได้:
-  ปริมาณกาแฟ
-  แรงดันในหัวชง
-  เวลาการพรมน้ำ�
-  ปริมาณน้ำ�

 ةيلمع يف ةددعتملا تايالغلا ةينقت لضفب
( ةلقتسملا ةددعتملا يلغلاIMP) تاينورتكلإلاو
ةدقعملا،  ريياعم ليدعت نكميHYbrid ةجرد ىلإ
ةيلاع، اهصالختسا متي يتلا ةوهقلا ىلع رثؤي امم:
- ىلع نيتيالغلا نم ةيالغ لك طبض نكمي
ةوهقلا تافيلوتل اًقبط ةفلتخم ةرارح ةجرد
ةددعتملا.
- ةموعن ةجرد ىلع نينثالا نم عمق لك طبض نكمي
ةددعتم تافيلوت صالختسال ةفلتخم نحط
ةفلتخم تابورشمو.
 يلي ام ةجمرب نكم ي، لك ىلع لوصحلل
ةدح ىلع بورشم:
 ةوهقلا ةيمك رتلفلا لماح يف طغضلا قبسملا طلخلا تقو هايملا ةيمك-

 ミルクのタンパク質含有量によって
フロス
（泡）
の質が決まります：高含量
の場合は、密度が高く、安定したフロス
（泡）
が生成されます。
 脂肪の量は、香り
（アロマ）
を確保す
るのに重要です：
- 低含量：より堅いフロス
（泡）
- 高 含量：よりクリーミーなフロス
（
泡）。
 フレッシュ・ミルク
（生乳）
からはよ
り味の良いフロス
（泡）
ができますが、
劣化しやすいです。
賞味期限の長いの
ミルクは、
フロス
（泡）
が長持ちします
が、
「加熱調理」
の味が出てしまうこと
がよくあります。
 HPFカプチーノ・メーカーの技術とオ
ートスチーマーは、常に最良の味にな
るように、使用されているミルクに合っ
たパラメータを最適化します。
1. ）
スチームジェットの温度：高脂肪
含のミルク用の高温度。
2. ）圧 力 が 高 す ぎ ると 、ミ ル ク
が 急 に 熱 く な り が ち で す：
圧力が低すぎるとさらさらの液体の
ままになりがちです。
3. 空気流量：これが高いほど、
フロス
（泡）
が多くなりますが、長くは維
จะทำ�ให้ฟองนมคงตัวอยู่ได้นานแต่อาจ
持されません。
พบกับรสชาติแบบนม “สุก” ได้้
 เทคโนโลยีการชงคาปูชิโน HPF และ
 ปริมาณโปรตีนในนมจะเป็นตัวตัดสิน ไอน้ำ�แบบอัตโนมัติปรับพารามิเตอร์ให้
คุณภาพของโฟมนม โดยปริมาณทีส
่ งู จะ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามนมแต่ละ
ชนิดที่ถูกใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ทำ�ให้ฟองนมเข้มข้นและอยู่ตัวมากกว่า
 ปริมาณไขมันเป็นสิ่งสำ�คัญในการ อยู่เสมอ
1. อุ ณ หภู มิ ข องไอน้ำ � : อุ ณ หภู มิ สู ง
ทำ�ให้เกิดกลิ่น
สำ�หรับนมที่มีไขมันสูง
- ปริมาณต่ำ�: โฟมนมจะหนาแน่นกว่า
- ปริมาณสูง: โฟมนมจะมีความเนียน 2. หากแรงดันสูงเกินไป นมมักจะร้อนเร็ว
ขึ้นเมื่อแรงดันต่ำ�เกินไป นมมักจะคง
มากกว่า
สภาพเป็นของเหลว
นมสดจะให้โฟมนมที่มีรสชาติอร่อย
มากกว่าแต่กเ็ สียเร็วกว่า นมทีอ
่ ยูม
่ านาน 3. อัตราการไหลเวียนของอากาศ: ยิ่ง

สูงเท่าไร ฟองนมยิ่งหนาขึ้นเท่านั้น
แต่จะคงอยู่ไม่นาน

ةدوج ىدم نبلل ينيتوربلا ىوتحملا ددحي
رثكأ ةوغر جتني عفترملا ىوتحملا نأ ذإ ؛ةوغرلا
اًتابثو ةفاثك.
تاهكنلا ىلع ظافحلل ةيرورض نوهدلا ةيمك:
ضفخنملا ىوتحملا:  ةبالص رثكأ ةوغرعفترملا ىوتحملا: ةموعن رثكأ ةوغر. - 
 دسفت نكلو بيطأ ةوغر جزاطلا بيلحلا جتني
عرسأ. لوطأ تقول مودت ةوغر رّمعملا نبللا جتني
اًبلاغ ”خوبطملا“ معط قوذت نكمي نكلو.

 رّخبملاو ءادألا يلاع ةوغرلا عناص ةينقت لمعت
ىلع ونيشتباكلا عنص ةلآ يف يئاقلتلا
مدختسملا بيلحلا عون بسح ريياعملا نيسحت
اًمئاد جئاتنلا لضفأ ىلع لصحن كلذبو.
1. راخبلا قفدت ةرارح ةجرد: ةيلاع ةرارح ةجرد رفوت
ةيلاع ةبسنب مسد ىلع يوتحي يذلا بيلحلل.
2. مزاللا نم رثكأ اًعفترم طغضلا ناك اذإ، متيس
طغضلا نوكي امدنعو ؛ةعرسب نبللا نيخست
مزاللا نم رثكأ اًضفخنم، نأ ىلإ ليمي هنإف
ًالئاس لظي.
3. ءاوهلا قفدت لدعم: لدعملا عفترا املك، تناك
ًةفاثك رثكأ ةوغرلا، ةدمل رمتست نل نكلو
ةليوط.
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HY MAINTENANCE
• 液晶平面板可以单独开启。
• 前面板可完全开启，以便能够访问
各个配给组。
• 将两个配给组从机器中拆下大约需
要 15 分钟的时间。
• 无需拆卸各组，即可检查和拆卸
研磨器。
• 底部托盘可以拆卸：从而能够访问
所有水龙头。
• 机器的侧面板可以拆卸。
• 配给组（带随附的无孔滤杯托架）
和牛奶系统的自动清洗循环。

• 単独で開くことのできるLCDスクリ
ーンパネル。
• ディスペンシング・グループにアクセ
スできるようになっている全開フロ
ントパネル。
• 両方のディスペンシング・グループを
マシンから取り外すのには約15分か
かります。
• グループを取り外さないままでの
グラインダー点検、
取り外しは可能
です。
• ベーストレイは取り外し可能です：す
べてのウォータータップにアクセスで
きるようになっています。
• マシンのサイドパネルは取り外し可
能です。
• ディスペンシング・グループ
（ブライン
ド・フィルター・ホルダー付き）
とミル
クシステムの自動洗浄サイクル。

• แถบหน้าจอ LCD สามารถเปิดได้อย่าง
อิสระ
• แถบด้านหน้าทีเ่ ปิดเต็มตัวทำ�ให้เข้าถึง
ชุดหัวจ่ายได้
• ใ ช้ เ วลาประมาณ 15 นาที ใ นการ
ถอดชุ ด หั ว จ่ า ยทั้ ง สองออกจากตั ว
เครื่องชง
• ตัวบดสามารถตรวจเช็คและถอดออก
ได้โดยไม่ต้องถอดออกจากชุด
• ถ าดฐานล่ า งสามารถถอดออกได้ :
ทำ�ให้เข้าถึงก๊อกน้ำ�ได้ทั้งหมด
• แถบด้านข้างของเครื่องชงสามารถ
ถอดออกได้้
• ว งจรล้ า งทำ � ความสะอาดอั ต โนมั ติ
สำ�หรับชุดหัวจ่าย (มีที่ยึดตัวกรอง
แบบไบลด์ให้) และระบบนม

HY PLUS

CHOOSE YOUR STYLE

•  ةشاش تاحولLCD لكشب اهحتف نكمي يتلا
لقتسم.
• لوصولا رفوتو لماكلاب حتفت ةيمامأ ةحول
عيزوتلا تاعومجم ىلإ.
•  يلاوح رمألا قرغتسي15 يتعومجم ةلازإل ةقيقد
ةنيكاملا نم عيزوتلا.
• رارطضالا نودب اهتلازإو ةنحطملا صحف نكمي
تاعومجملا ةلازإ ىلإ.
• ةدعاقلا ةينيص ةلازإ نكمي، لوصولا حيتي امم
هايملا ريبانص لك ىلإ.
• ةلازإلل ةلباق ةنيكاملل ةيبناجلا حاولألا
• عم( عيزوتلا ةعومجمل ةيئاقلت ليسغ رئاو د
بيلحلا ماظنو )رفوتملا لفقملا رتلفلا لماح.

Colori disponibili
Colori disponibili
Colori disponibili
Colori disponibili
RAL 9016
RAL 3028
RAL 9005 opaco

1 GROUP
2 coffee grinders
STANDARD
Length
Height
Depth
Net weight
Voltage - Mains frequency
Maximum absorbed power
Steam boiler
Coffee boiler(s)
Hopper capacity
No. of steam wands
No. of 5” TFT touchscreen panels
No. of hot water nozzles
No. of pumps
No. of milk nozzles
(with the automatic Cappuccino maker)
PROGRAMMABLE BEVERAGES

622 mm		
822 mm
673 mm		
673 mm
583 mm		
594 mm
84 kg
118 kg		
121 kg
230 or 400 V - 50/60 Hz
230 or 400 V - 50/60 Hz
4,8 kW
6,7 kW		
7,0 kW
4 lt
8 lt
1 x 1,2 lt
2 x 1,2 lt		
2 x 1,2 lt
1 kg (0,5+0,5)
2 kg (1+1)		
2 kg (1+0,5+0,5)
2
2		
2
1
2
1
1
1 for the dispensing group
2 (1 for each dispensing group)
+ 1 for the Cappuccino maker (if present)
+ 1 for the Cappuccino maker (if present)
1
2 starting from Septem ber 2017

2 starting from September 2017

24 :
12 for the left group
+ 12 for the right group

48 :
Left : 24 (12 with the single filterholder
+ 12 with the double filterholder)

		
		
USB

2 GROUPS
2 coffee grinders
3 coffee grinders

Right : 24 (12 with the single filterholder
+ 12 with the double filterholder)
1 USB port + 1 USB stick (for machine programming)

Distance : Tray to coffee spout
Max Hourly Output - Espresso*
Max Hourly Output
Coffee / Cafè Crema*

with grills: 81 mm (3.2”) • without grills: 138 mm (5.4”)
120 drinks
240 drinks (120 per brewing group)
104 drinks

208 drinks (104 drinks per brewing group)

Max Daily Output
Espresso / Coffee / Cafè Crema

350 drinks

700 drinks (350 drinks per brewing group)

Max Hourly Output
Cappuccino (180 ml - 6 oz)*
Max Daily Output - hot water
Filter baskets’ capacity

up to 77 drinks per hour (single milk spout)
up to 110 drinks per hour (double milk spout)
20 liter/hour

25 liter/hour
With grinding grade for Espresso :
Single : standard 11 grams ; (option: small 8.5 grams)
Double : standard 15.5 grams; maxi 16,5 grams; (option: small 12,5 grams)
Deeper Double Filterholder (option) 17-21 grams

* strongly depending on drink recipe; test carried out under DIN 18873-2 conditions

HY PLUS

CHOOSE YOUR STYLE

可选机器设备

オプション

อุปกรณ์เสริมของเครื่อง

ةيرايتخالا ةنيكاملا تادعم

- 卡布奇诺制作装置（自动奶

- カプチーノ・メーカー (自動ミル
クフローサー)

- เ ครื่องชงกาแฟคาปูชิโน (ระบบตี

- ةوغر عناص( ونيشتباكلا عنص ةلآ

泡器）
- 自动蒸汽喷嘴
- 遥测系统
- 收银台连接系统
- 节能系统

-ห
 ัวฉีดไอน้ำ�อัตโนมัติ

- 遠隔測定システム

- ร ะบบส่งข้อมูลระยะไกล

- ティル接続システム

- ร ะบบการเชื่อมต่อเคาน์เตอร์

- 省エネシステム

- ร ะบบประหยัดพลังงาน

FRIDGE
Voltage-Frequency
Mains power

นมอัตโนมัติ)

- オートスチーマーノズル

)يئاقلت

- ف
 يئاقلتلا رّخبملا ةهو
- دعُب نع مكحتلا ماظ ن

- دوقنلا جردب لاصتالا ماظ ن
- ةقاطلا ريفوت ماظ ن

CUP-WARMER
220-230 V | 50 Hz
W 750

Voltage-Frequency
Mains power

220-230 V | 50 Hz
W 80

Width

mm /in 320 | 12.6

Width

mm/in 320 | 12.6

Depth

mm/in 470 |18.5

Depth

mm/in 470 |18.5

Height

mm/in 560 | 22

Height

mm/in 560 | 22

Net weight

kg/lb 29/64

Net weight

kg/lb 29/64

Gross weigh

kg/lb 33/73

Gross weigh

kg/lb 30/66

Net capacity

4 Litres (1.1 US gal)

Temperature

-5/+10 °C

Plug

Schuko

Capacity
Temperature
Plug

常规条款
制造商保留在不提前告知的情形
下，修改本文档中所涉设备的各项
参数的权力。 重量、尺寸等参数的
数值仅具有参考性，制造商不对上
述数据提供任何保证。

เงื่อนไขทั่วไป
ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์ที่นำ�เสนอในเอกสารฉบับนี้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า น้ำ�หนัก
ขนาดและสิ่งอื่นๆ เป็นตัวบ่งชี้เท่านั้น
และไม่มีผลผูกพันต่อผู้ผลิต

一般条件
製造元は、本書に記載されている機
器の特性を予告なしに変更する権利
を留保します。
重量、測定値などは単なる指標であ
り、製造者に関与するものではあり
ません。

يئاق
قحب ةعِّنصُملا ةكرشلا ظفتحت
ةضورعملا تادعملا صئاصخ ليدعت
قبسم راعشإ نود روشنملا اذه يف.
نازوألا، تاسايقلاو، ةيداشرإ خلإ
طقف، ةعِّنصُملا ةكرشلا مِزلُت الو.

up to 95 cups of espresso
up to 70°C
Schuko

MADE IN ITALY
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