
デロンギ アクティブ シリーズ

写真はイメージです



あなたの毎日の“朝”を

しあわせに。

そんな願いを込めてデザインした

デロンギ アクティブ シリーズ。

いつものキッチンにあるだけで

一日のスタートが

よりアクティブになる。



焼けたトーストが上がってきた
後、さらにレバーを持ち上げ、取
り出しやすくなるエクストラリフ
ト機能付き。

6段階の焼き目調整で外はこん
がり、中はふわふわのトーストが
焼けます。冷凍したパンを焼ける
「解凍」や「温めなおし」も可能です。

使用していない時に、スロット部
分を覆うほこりよけカバーが付
いています。ほこりを気にせず
に保管できます。

外はこんがり、中はふわふわの
美味しいトーストが焼けるポップアップトースター

CTLA2003J

デロンギ アクティブ シリーズ
ポップアップトースター

CTLA2003J-W
トゥルー ホワイト

CTLA2003J-BK
インテンス ブラック

付属品：ほこりよけカバー

●10～5枚切対応　●引き出し式くず受け

色
電圧／周波数
消費電力
電源コードの長さ
外形寸法（mm）
本体質量（約）
スロット幅
保証期間
J A N コ ード

パッション レッド トゥルー ホワイト インテンス ブラック

49883710240464988371024060 4988371024053

100V／50/60Hz
800W
1.3m

幅185 × 奥行305 × 高さ220（ほこりよけカバー含む）
1.45kg（ほこりよけカバー含む）

約12～25mm（10～5枚切）のパンに対応
1年

CTLA2003J-R
パッション レッド

Toaster 

コンパクトサイズで置き場所を選ばない
最大5杯取りのドリップコーヒーメーカー

ICM14011J

デロンギ アクティブ シリーズ
ドリップコーヒーメーカー

ICM14011J-R
パッション レッド

ICM14011J-W
トゥルー ホワイト

ICM14011J
インテンス ブラック

付属品：計量スプーン、ペーパーレスフィルター

Coffee maker

抽出（給湯）開始と給湯完了時
に音がなる、お知らせ機能付き。

アロマボタンを押せば、蒸らしな
がらじっくり淹れるので、より
コーヒーの風味をひき出します。

エコなのはもちろん、コーヒー
の油分を逃しません。お好みで
紙フィルターも使用可能。

●オートオフシステム※　●しずく防止機能　●保温プレート　●LEDランプ採用
※抽出完了後、約40分で電源オフ

100V／50/60Hz
600W
1.8m

幅180 × 奥行200 × 高さ270
1.2kg（ガラスジャグ含む）

650mL
1年

パッション レッド トゥルー ホワイト インテンス ブラック

49883710236054988371023599 T4988371023025

色
電圧／周波数
消費電力
電源コードの長さ
外形寸法（mm）
本体質量（約）
給水タンク容量（最大）
保証期間
J A N コ ード

♪

とんがり口で注ぎやすい
コンパクトな1リットル容量の電気ケトル

KBLA1200J

デロンギ アクティブ シリーズ
電気ケトル

KBLA1200J-R
パッション レッド

注ぎやすいとんがり形状の注ぎ
口は量の調節がしやすい構造
です。

軽量で使いやすいコンパクトな
1.0Lサイズ。最少200mL～
最大1L容量で、欲しい量だけ沸
かせて経済的。

取っ手部分にある「ふたオープ
ンボタン」を押せば、片手でふた
が開く便利な構造です。

●見やすい水量計　●自動電源オフ、空だき防止機能付き　●取り外し可能なフィルター

Kettle

色
電圧／周波数
消費電力
電源コードの長さ
外形寸法（mm）
本体質量（約）
容量（最大）
保証期間
J A N コ ード

パッション レッド トゥルー ホワイト インテンス ブラック

49883710240154988371024039 4988371024022

100V／50/60Hz
1200W
1.3m

幅215 × 奥行165 × 高さ205（電源ベース含む）
0.9kg（電源ベース含む）

1.0L
1年

KBLA1200J-W
トゥルー ホワイト

KBLA1200J-BK
インテンス ブラック

抽出杯数

5最大 杯

デザインと品質にこだわった、本格カフェメニューも
手軽にできるポンプ式エスプレッソマシン

ECP3220J

デロンギ アクティブ シリーズ
エスプレッソ・カプチーノメーカー

付属品：フィルターホルダー、1杯用フィルター、
2杯用フィルター、カフェポッド用フィルター、
タンパー/計量スプーン、除石灰剤

カップの高さに合わせて取り
外し可能なので、ショートから
ロングのコーヒーメニューを
お楽しみいただけます。

コーヒーパウダーだけでなく
カフェポッド（44mm）の両方で
淹れられます。

二重構造の高性能スチームノズ
ルで、きめ細かいなめらかな泡
のカプチーノやカフェラテが作
れます。

100V／50/60Hz
1100W
2.0m

幅210 × 奥行265 × 高さ310
4kg
1.1L
1年

パッション レッド トゥルー ホワイト インテンス ブラック

49883710242064988371024190 4988371024213

色
電圧／周波数
消費電力
電源コードの長さ
外形寸法（mm）
本体質量（約）
給水タンク容量（最大）
保証期間
J A N コ ード

パッション レッド
ECP3220J-R

インテンス ブラック
ECP3220J-BK

Espresso,Cappuccino maker

120mm
80mm

ECP3220J-W
トゥルー ホワイト

●上面から着脱できる水タンク　●付属品を保管できるフィルター収納付き



こんな症状はありませんか ご使用中止

●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。

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。

まごころ点検 ●長年ご使用のコーヒー・キッチン用品の点検を！

◆ 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5年間です。
◆ 本カタログは環境に負荷の少ない「無塩素漂白」パルプ紙・ノンVOCインキ
　 （石油系溶剤0%）を使用しております。

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。
　CTLA2003J/ICM14011J/ECP3220J

*
*

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。

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。

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15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
● 2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。

本カタログの内容は、2018年8月現在のものです。

お求め、お問い合わせは当店へ

DKC-8006

デロンギ お客様サポートセンター 0120-804-280

製品詳細はこちら
kitchen.delonghi.co.jp

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。


