
デロンギのニュー・クラシック

デロンギ
ディスティンタ コレクション



洗練されたスクエアクルデザイン、

メタリックカラーの控え目な光沢と気品漂う佇まい。

4色展開のディスティンタコレクションは、

スタイル、未来、エレガンス、そして高潔さを併せ持つ

デロンギのニュー・クラシック。
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洗練と温かみが調和した色。

自分のスタイルをもつ人の審美眼にかなうコッパーの

モダンでありながらも、どこか懐かしい佇まいで

毎朝の風景に華やかなハーモニーが加わります。

Style Copperスタイルコッパー
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未来からのインスピレーションが投影された色。

光をまとったブロンズの輝きからは、

一歩先を行く先進性と同時に

大人のゆとりと落ち着きが漂います。

Future Bronze
フューチャーブロンズ
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あらゆる色をつつみ込んで、凛とした輝きを放つ色。

この奥深さを愛するエレガントな人が選ぶ、

真似のできない優雅さを備えたブラックは

テーブルに気品あふれる空気感を創り出します。

Elegance Blackエレガンスブラック 7
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Pure White
色彩を削ぎ落としてたどりつく純粋な色。

時代を超えた美しさを、

軽やかに際立たせるホワイトのニュアンスは

幸せなシーンを柔らかく彩ります。

ピュアホワイト
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デロンギ
ディスティンタ コレクション
電気ケトル 

KBI1200J

お手入れ簡単 見やすい水量計1.0Lでコンパクト

●自動電源オフ機能付き  ●空だき防止機能付き

KBI1200J-CP KBI1200J-BZ KBI1200J-WKBI1200J-BK

コンパクトで使いやすい1.0L
サイズです。大き目のカップ
1杯分（200mL）が約87秒
で沸騰します。（当社調べ。水
温23℃の場合）

取り外し可能なフィルターが
注水時の異物混入を防ぎま
す。また、注水口も広いため中
まで簡単にお手入れできます。

取っ手側には目盛の付いた
水量計があり、注水量が一目
で確認できます。

使いやすい1.0Lサイズ。
キッチンにスタイルを。

Electric Kettle
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KBI1200J-CP KBI1200J-WKBI1200J-BZ KBI1200J-BK

幅215mm×奥行165mm×高さ205mm（本体）
幅215mm×奥行165mm×高さ225mm（本体＋ベース）

型式
色
外形寸法

質量（本体のみ）
質量（本体＋ベース）
電源コードの長さ
電圧／周波数
消費電力
容量
保証期間
JANコード 4988371023285 4988371023292

スタイルコッパー ピュアホワイトフューチャーブロンズ エレガンスブラック

4988371023315 4988371023308

0.9kg
1.1kg
1.3m

AC100V／50/60Hz
1200W
1.0L
1年



ICMI011J-CP ICMI011J-BZ ICMI011J-WICMI011J-BK 13
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Drip Coffee Maker

デロンギ
ディスティンタ コレクション
ドリップコーヒーメーカー

ICMI011J

●お知らせ機能付き  ●しずく防止機能付き  ●保温プレート
付属品：計量スプーン、チタンコートフィルター 各1個

水タンクは最大6杯分の目盛
入り。淹れたい分量を簡単に
給水できます。

デザインも機能も優れた
ドリップコーヒーメーカー

ICMI011J-CP ICMI011J-WICMI011J-BZ ICMI011J-BK

幅170mm×奥行230mm×高さ285mm

型式
色
外形寸法
本体質量（約）
電源コードの長さ
電圧／周波数
消費電力
抽出杯数
給水タンク容量（最大）
保証期間
JANコード 4988371023766 4988371023773

スタイルコッパー ピュアホワイトフューチャーブロンズ エレガンスブラック

4988371023797 4988371023780

2.2kg
1.8m

AC100V／50/60Hz
750W
2～6杯
810mL
1年

給水しやすい、
目盛付の水タンク

コーヒー油分を逃さずその
まま抽出することで、コー
ヒー本来の旨み成分が味わ
えます。

間欠抽出で、ハンドドリップの
ようにコーヒー粉を蒸らしな
がら抽出。通常モードよりも
コーヒーの持つ香りをさらに
引き出します。

チタンコートフィルター
採用

アロマモード搭載



EOI407J-CP EOI407J-BZ EOI407J-WEOI407J-BK 15
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オーブンの本格機能とトースターの手軽さを
兼ね備えた オーブン＆トースター

デロンギ
ディスティンタ コレクション
オーブン&トースター

EOI407J

付属品：トレイ、ワイヤーラック、オイルプレート、くず受け、ピザストーン（角型） 各1枚

EOI407J-CP EOI407J-BZ

幅435mm×奥行345mm×高さ220mm
幅265mm×奥行245mm×高さ115mm

型式
色
外形寸法
庫内有効寸法
本体質量
庫内容量
電源コードの長さ
電圧／周波数
消費電力
温度調節
タイマー
保証期間
JANコード 4988371024084 4988371024091 4988371024114 4988371024107

スタイルコッパー ピュアホワイトフューチャーブロンズ エレガンスブラック

5.2kg
8.5L
2m

AC100V／50/60Hz 
1200W

保温・120℃～220℃
最長45分
1年

EOI407J-WEOI407J-BK

Oven & Toaster

new

料理の幅が広がる、
使いやすい付属品
食材の余分な脂を落と
しながら焼き上げるオ
イルプレートや、本格
ピザや焼きおにぎりに
も便利なピザストーン
付き。

トーストも4枚
しっかり焼ける
下ヒーターに新Ｍ字型
ヒーターを採用し、焼く
エリアが広がりました。
トーストは4枚、裏側も
しっかり焼けます。

便利な
3つの調理機能

ヨーロッパ基準の
安全性

オーブン、グリル、保温
の3つの調理機能と、
45分のタイマーによ
り幅広い調理ができま
す。複雑な設定いらず
の、誰でも使えるダイ
ヤル式です。

二重構造のドアと、断
熱構造で表面温度を
低減し、安全性が向上
しました。

＊ ＊上下ヒーター間



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
ください。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。ご購入の際には必ず保証書をお受取りの上、
　 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。
◆ 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。

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。

デロンギ回収・再資源化システム
デロンギ・ジャパンでは製品の回収・再資源化を行なっています。ご不用になった製品はデロンギ
再資源化係にお送りいただくと素材ごとに分解・分別し、リサイクルされます。

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。
　ICMI011J/EOI407J

充実のサービス体制
デロンギ社は、イタリア・ヴェネト州トレビソ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。

*
*
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Future BronzeStyle Copper

Pure White

スタイルコッパー フューチャーブロンズ

ピュアホワイトElegance Black エレガンスブラック



デロンギ お客様サポートセンター 0120-804-280

本カタログの内容は、2017年9月現在のものです。

お求め、お問い合わせは当店へ

DKC-7001

distinta.delonghi.co.jp


