デロンギ
プリマドンナ クラス
全自動コーヒーマシン

ECAM55085MS

豆から挽いた極上の一杯を

デロンギ 全自動コーヒーマシン

デロンギ全自動コーヒーマシンの

フラッグシップモデル、プリマドンナ クラス。

「プリマドンナ」は主役、
「クラス」は気品、上質さを意味し、
高いデザイン性、機能性そして豊富なメニューで

あなたのコーヒーライフを彩ります。

プリマドンナ クラスで、豆から挽いた極上の一杯を
ご自宅でお愉しみ下さい。

プリマドンナ クラスの主な特長
プレミアムデザイン

ユーザーインターフェース
Coﬀee Linkアプリ対応
メニューバリエーション

Better Support

独立調査機関調べ
（����年�月～��月）
世界��カ国の金額シェア
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Premium Design
メタリックシルバーが基調のモダンかつ
プレミアムなデザイン。
スタイル家電としてもご満足いただけます。
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User Interface

わかりやすいアイコンをタッチパネルに採用した
�.�インチカラー液晶ディスプレイで
より直感的な操作ができるようになりました。
ダイレクトメニューで
まるでバリスタが淹れたような挽きたての本格コーヒーを
ご自宅で簡単にお楽しみいただけます。
またパーソナライゼーションで
コーヒーの濃さ（豆の量）やコーヒーの量（抽出量）、
抽出温度の設定や登録まで、
お好みのコーヒーにカスタマイズすることも可能です。

ダイレクトメニュー

カラーのメニューアイコンから
お好みのメニューを選び
ワンタッチで抽出。
本格コーヒーがすぐに楽しめます。
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�.�インチカラー液晶コントロールパネル
カラー液晶とアイコンを採用し、
タッチパネルでの直感的な操作を実現。

パーソナライゼーション

プロフィールごとに、コーヒーの豆量、
コーヒーやミルクの抽出量をカスタマイズ。
自分好みの味を楽しむことができます。
プロフィールは最大６人分の設定ができます。
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Coffee Link App

Coffee Link

スマホアプリを使用して、コーヒーの抽出量を�mlきざみで
設定できるなど、カフェメニューのカスタマイズ設定ができます。
さらに、メンテナンスやエラー通知、コールセンターへの
問い合わせをはじめ、コーヒーの基礎知識も
スマホアプリで確認できます。

スマートフォンアプリからの操作が可能に

各種設定やメニューのカスタマイズを実現
コーヒーの抽出量を�mlきざみで設定ができます

メンテナンスや
エラー通知

コールセンターへの
問い合わせ（連絡）

コーヒーの基礎知識

※表示している画面は例であり、端末等により異なることがあります。
また、記載の内容は、改善のため
予告なく変更する場合があります。
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Menu Variations

デロンギ史上最多��種類の
多彩なメニューを備えたプリマドンナ クラス。
抽出方法で香りや味わいの異なるコーヒーメニューや
バリエーション豊富なフワフワ泡の本格ミルクメニューを
お好みに合わせてお選びいただけます。
また、温度設定選択が可能な給湯機能で
お茶メニューを楽しむことも可能です。
あなたがその時に飲みたいお好みの�杯を。

デロンギ史上最多！豊富なメニューバリエーション
コーヒーメニュー �種類

エスプレッソ

スペシャルティ

ドッピオ+

カフェ・ジャポーネ

アメリカーノ

カプチーノ MIX

ラテマキアート

カフェラテ

烏龍茶

紅茶

ラテクレマシステムでミルクメニュー �種類

カプチーノ

カプチーノ+

ミルク

フラットホワイト エスプレッソマキアート

給湯機能でお茶メニュー �種類

白茶
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緑茶
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Coffee Menu

デロンギ全自動コーヒーマシンに搭載のコーヒーは
メニューによって抽出方法に特徴があり、
香りや味わいの異なる�種類からお好みで抽出ができます。
また各メニュー４つのサイズ（抽出量）が選択可能です。

深煎

デロンギなら様々なコーヒーが愉しめる
全�種類のコーヒーメニュー

苦み

エスプレッソ

コク

カフェ・ジャポーネ

ドッピオ+

アメリカーノ

キレ

スペシャルティ
浅煎

酸味

イタリアの伝統的コーヒーの代表格「エスプレッソ」

エスプレッソ

�気圧で急速抽出された濃厚で深い味わいの香り豊か
なコーヒー。さまざまなメニュー•バリエーションのベー
スになります。

カフェ・ジャポーネ

エスプレッソの旨味とドリップのすっきりした後味を融合し
た日本限定機能。豆をハンドドリップのように蒸らしながら
抽出することで芳醇な香りとうまみを凝縮した一杯をつく
りあげました。

深蒸しレギュラーコーヒー「カフェ・ジャポーネ」

フルーティー ※�なライトコーヒー「スペシャルティ」

スペシャルティ

豆のテロワール※� を最大限に表現し、
すっきりした繊細な
味わいを演出。
中～やや浅煎りまでサードウェーブで広まっ
たトレンドコーヒー豆にも対応します。

ドッピオ+

コーヒー豆を贅沢に使用し、香り高く濃密なコーヒーを抽
出するデロンギ独自のメニュー。
短時間で蒸らし重ねる
「間
欠蒸らし」
で濃密な旨味を引き出すため、
リッチな味わいが
楽しめます。

※� ご使用される豆によっても感じ方は異なります。 ※� 産地特徴

香り高く濃密なコーヒー
「ドッピオ＋」

ベーシックなコーヒー「アメリカーノ」

アメリカーノ

Tea Menu

エスプレッソにお湯を注いで抽出します。エスプレッソの
クレマやコクを生 かしつつ、雑 味 を抑えた 飲 みやすい
テイストのレギュラーコーヒーです。

最適な温度設定で淹れられる全�種類のお茶メニュー
白茶：��℃

緑茶：��℃

烏龍茶：��℃

紅茶：��℃

給湯ノズルを取り付けることで様々なお茶を楽しむことができます。
紅茶��℃、烏龍茶��℃など、各お茶に温度設定がされており、
美味しいと感じる最適な温度でお楽しみいただけます。
紅茶や緑茶など、それぞれのお茶に適した温度の
お湯を注ぐことができます。
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Milk Menu

“ワンタッチでカプチーノを。”をコンセプトに
ミルクメニューを簡単に楽しんでいただくために開発された
デロンギ独自のこだわり抜いた技術「ラテクレマTMシステム」。
ミルクが最も甘く感じられる��～��℃で抽出されます。
きめ細かく舌触りなめらかな泡が作る完璧な味わい。
全�種類から自分にあったミルクメニューを
ワンタッチでお楽しみください。
全�種類のミルクメニュー

フラットホワイト

多 めのエスプレッソ
に、泡立てたミルクを
注いで作るメニュー
です。
コーヒーの風味
が強いのが特徴です。

カプチーノ MIX

カプチーノ+

濃密さとフレーバーの
余韻を残す、
ドッピオ＋
をベースに作られる香
り高いカプチーノ。

マキアートはイタリア語
で“染み”を意味します。
エスプレッソにカプチーノ
よりたっぷりのミルクを
注ぎます。

エスプレッソにたっぷり
のキメの細かく泡立てた
ミルクを加えて作ります。

抽出するミルクの種類も選べます。
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ラテマキアート

カプチーノ

エスプレッソの後にフォ
ームミルクが馴染んで、
まろやかさを演出。

豆乳

エスプレッソにたっぷりの
スチームミルクを加え、仕
上げに少量の泡立てたミ
ルクを表面に注ぎます。

フロス調整つまみに
よりお好みでスチー
ムミルクやフロスミ
ルクを作ります。

エスプレッソの後にフロ
スミルクを注ぐことで、
ミ
ルクとコーヒーのフレー
バーが調和します。

エスプレッソマキアート

牛乳

カフェラテ

ミルク

フロッサーでフロスミルクも作れます。

アーモンドミルク

ラテクレマ™システムでは牛乳に加えて人気が高い豆乳、
栄養価の高いアーモンドミルクなども同様に使用できます。

本格ラテアートも
楽しめる！
さらにフロッサーを使ってスチームでミルクを泡立てて
本格ラテアートをお楽しみいただけます。
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Other features
コーヒー豆とコーヒー粉の両方で抽出可能

コーヒー豆とコーヒー粉の両方で抽出ができます。
いつものコーヒー豆とは違う味を楽しみたい時に
使用できます。

デロンギ プリマドンナ クラス
全自動コーヒーマシン

ECAM55085MS
サイズ
（mm）
質量（約）
色

コーン式（円錐形）グラインダーは低速回転で豆を挽くため
摩擦熱が発生しにくい構造です。
このためコーヒーの命と
もいえる揮発性のアロマを逃さずに豆を挽くことができま
す。均一な粒度に挽くことができるため、安定した味を得る
ことができます。
�段階で挽き目の細かさを調整可能です。

まさにバリスタの技術「抽出ユニット」

電子制御によるタンピング圧コントロールシステム搭載
により、最適な抽出時�気圧を実現 。いつでも本格派レ
ギュラーコーヒーの味を再現します。抽出ユニットは取
り外しができお手入れも簡単です。

簡単お手入れ

トレイ、水タンク、抽出ユニットなどは簡単に取り外しが
可能で、お手入れしやすい設計になっています。
各パーツを取り外し洗浄できるため、
いつでも清潔にお使いいただけます。

保冷性に優れたミルクコンテナ

フロス調整つまみで
ミルクの泡の大きさが調整ができます。
容器はサーマルタイプで保冷性に優れています。

電圧・周波数
ポンプ圧

ウォーターフィルター搭載で
コーヒー本来の味と香りが引き立ち、より一層美味しい
コーヒーをお愉しみいただけます。
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����W
AC���V／��-��Hz
��気圧（抽出時�気圧）

豆ホッパー容量

���g

給水タンク容量（最大）

�.�L

カス受け容量（最大）
抽出口高さ
（最大）
Coﬀee Link App 対応
日本語液晶
自動内部洗浄機能
グラインダー
コーヒーパウダー使用

ラテクレマ™システム
（自動カプチーノ機能）
フロス調整

コーヒーメニュー
ミルクメニュー
お茶メニュー
マイメニュー
サイズ選択
スチームノズル
ウォーターフィルター対応
豆量設定

「ウォーターフィルター」搭載

��.�kg
メタリックシルバー

消費電力

アロマを逃さない「コーン式グラインダー」

W���×D���×H���

抽出量設定
湯温設定
オートオンオフ
節電機能

��杯／��杯 ※�杯抽出時の場合
���mm
○
�.�インチカラー液晶
○
�段階、
コーン式
○
○（サーマルタイプコンテナ）
可能
エスプレッソ、
カフェ・ジャポーネ、
スペシャルティ、
ドッピオ+、
アメリカーノ
カプチーノ、
カプチーノ+、
カプチーノMIX、
ラテマキアート、
カフェラテ、
エスプレッソマキアート、
フラットホワイト、
ミルク
（フロス/スチーム）
白茶、緑茶、烏龍茶、紅茶

�プロフィールの各メニュー
各メニューに�サイズ
○ 着脱式
○
�段階
○
�段階
OFFのみ
○
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Better Support

「Better Support」はプリマドンナ クラスに標準付帯される
デロンギ全自動コーヒーマシンをより快適に安心して
ご利用いただくためのデロンギ独自のサービスです。
ご購入後に専用サイトで必要事項をご登録頂くことで
特別な�つのサービスをもれなく提供いたします。
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� 年保証サービス

即日修理サービス

通常ご購入から�年経過後は
有償となる修理サポートを
�年間『何度でも』無償修理

通常�日前後掛かる修理サービスを、
テクニカルセンター到着日に修理／返却し
お客様のご不便を最小限に

専用直通ダイヤル

デロンギ公認バリスタ
コーヒー講座

専用問い合わせ窓口(電話回線)にて
お客様の困りごとを解消
必要に応じてビデオ通話サポートを実施

対象商品の使い方、知って得するコーヒー知識や、
最新のコーヒートレンドをデロンギ公認
バリスタがご紹介するオンライン講座

※本サポートは、
ECAM�����の正規販売店
（ビックカメラ、
ヨドバシカメラ、
デロンギ直営店）
からのご購入に限ります。
※本サポートのご利用にあたっては、
ご購入後に専用サイトで必要事項をご登録頂く必要がございます。
※本サポートは、家庭用としてご利用頂く場合にのみ対象となるサービスです。
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信頼のマークが示す安全性
Sマーク認証（第三者認証制度により電気製品の安全性を示すマーク）を取得しています。

欧州RoHS指令適合
欧州RoHS指令とは、
「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限」を規定した欧州連合（EU）による
指令です。本カタログに掲載の全製品は、鉛およびその化合物、水銀およびその化合物、六価クロム
化合物、カドミウムおよびその化合物、ポリブロモビフェニル（PBB）、ポリブロモジフェニルエーテル
（PBDE）の含有率が、いずれも含有率基準値以下となっています。
充実のサービス体制
デロンギ社は、イタリア・ヴェネト州トレヴィーゾに本社を置くイタリア有数の家電メーカー。
日本国内にテクニカルセンターを設置し、十分なアフターサービス体制を整えています。
再資源化システム
デロンギは、長年ご愛用いただいたデロンギ製品を責任をもって再資源化を行っています。
詳細はデロンギ お客様サポートセンターへお問い合わせください。

安全上のご注意
● ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● 屋外や、本来の目的以外の用途に使用しないでください。
● 本カタログ掲載の製品は、定格��A以上の電源コンセントに
直接接続してお使いください。
● �口コンセントでは、安全のために片方は必ず空けてください。

まごころ点検 ● 長年ご使用のコーヒーマシンの点検を！

こんな症状はありませんか

●使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセント
が異常に熱くなる。●コードを動かすと通電したり、
しなかったりする。●電源コード、電源プラグが変形／
破損している。●スイッチを入れても、時々作動しない
ことがある。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため必ず販売店または
デロンギ お客様サポートセンターにご連
絡下さい。点検•修理についての費用など
詳しいことは販売店またはデロンギ お客
様サポートセンターにご相談ください。

◆ 本カタログに掲載の製品は、家庭での使用を目的とするものです。
◆ 本カタログに掲載の製品は日本国内用のため、
日本国外では使用できず、
またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only.After sales service is not available
outside of japan.
◆ 製品には保証書が添付されております。
ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、
保存ください。
店名、
ご購入日の記載のないものは保証対象外となる場合があります。
一部の機種はウェブ登録が必要なものがあります。
◆ 製品のデザインおよび仕様は、予告なしに一部変更する場合があります。
◆ 製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。
◆ 本カタログに掲載の製品の補修用性能部品の保有期間は最終輸入日を起点に�年間です。

商標について
● Apple、
Appleロゴ、
iPhone、
iPadは米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
● App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
● Android、
Google Play、
Google Playロゴは、
Google LLCの商標です。
● Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
● その他記載されている会社名・商品名は、各社の商標、登録商標です。

デロンギ・ジャパン株式会社
www.delonghi.co.jp

デロンギ お客 様サポートセンター � � � � - � � � - � � �
受 付 時 間 ： 土 曜 、日 曜 、祝 日 を除く�：� � ～ � �：� �

お求め、
お問い合わせは当店へ

本カタログの内容は、����年��月現在のものです。

DCC-����

