
世界が認めたコーヒーメーカーブランド

すべての抽出方法に対応した器具を開発するという全く新しいコンセプトのもと、2013年に創業。
以来、「シンプル」「革新的」「経済的」「手頃」「環境にやさしい」「持ち運びに便利」の

6つのモットーを胸に、いつでもどこでも本格派のコーヒーを愉しむための
アイデアが詰まったコーヒーツールを開発しています。
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BREWING KIT
ブリューイングキット

口径が83mm～88mmの
あらゆるマグカップをケトルにできる。
重さは83gで軽く、持ち運びに便利。

マグカップの容量＋150ccまで容量が増える。

生産国：韓国

あらゆるマグカップをドリップケトルにできるGoKettle(ゴーケトル)と、
コンパクトに収納できるKlipDripper(クリップドリッパー)のセット。
細い注ぎ口からゆっくりドリップして、いつでもどこでも本格的なコーヒーを淹れることができます。

KRINDER
ポータブルコーヒーグラインダー クラインダー

切れ味抜群
イタリア製の金属コニカル刃

豆を「切るように挽く」ことで、
微粉が少なく、

均一に挽くことが出来ます。

人間工学に基づくデザイン
・持ち手が

ずり上がりにくい。
・挽く時に持ち手と挽く手が
水平に保たれ、挽き易い。

数字つきナットで簡単
に

14段階の粗さ調節
本体上部の

数字付調節ナットで、
手を汚さず調節可能

摩擦が起きにくい
金属製のパーツを
できるだけ使わず

摩擦の熱で
豆が酸化しにくい構造に。

ブラック レッド 化粧箱入り

簡単お手入れ
刃は取り出して
ブラシなどで
お掃除が可能。

品番 カラー JANコード
希望小売価格

(税込)

本体サイズ

(パッケージサイズ)

本体重量

(箱入り重量)
材質 容量 ロット

G300-BK ブラック 8809444940130

G300-RD レッド 8809444940147

20
15,000円

(16,500円)

ポリアミド、シリコーン、

PETG樹脂(バイオプラスチック)

ステンレス、鋼

本体：約直径5.5×高さ17cm

粉受け：直径約4.7cm

ハンドル長さ：約13cm

持ち手：約3×3×2cm

(約W7.5×D5.8×H21cm)

約300g

(約356g)
約30g

コンパクトかつ軽量で
持ち運びに便利！

クラウドファンディング【Makuake】で1日で目標金額を達成したコーヒーミル。
切れ味抜群の金属製のグラインダーで、豆を均一に挽くことが出来ます。
エスプレッソ用の極細引き～フレンチプレス用の粗挽きまで幅広い粗さに対応。

NEW

ゴーケトルとクリップドリッパーは
小さく収納して持ち運びが可能

品番 JANコード セット内容
希望小売価格

(税込)

本体サイズ

(パッケージサイズ)

重量

(パッケージ重量)
材質 容量 ロット

H100 8809444940215
ゴーケトル、クリップドリッパー、

紙フィルター(50枚)
4,400円

ゴーケトル：約13.2x8.7xH5.8cm

クリップドリッパー：約11.2ｘ10ｘ3cm

紙フィルター：約15.5ｘ10cm

(約14.5ｘ26.5ｘＨ6.8cm)

ゴーケトル：約83g

クリップドリッパー：約53g

紙フィルター：約50g(束)

(約322g)

ケトル：シリコーン

ドリッパー：AS樹脂

フィルター：紙

マグカップの容量＋

150㏄
20



KLASSIC
オールインワンコーヒーメーカー クラシック

これ1つだけで挽きたてのコーヒーが淹れられるオールインワンコーヒーメーカー「クラシック」。
お気に入りの豆を挽くグラインダー、ペーパー不要のステンレス製マイクロフィルター、
ドリップに適した細い注ぎ口付ドリップケトル、そしてタンブラーと必要なものが全てそろっています。

ブラック レッド 化粧箱入り

GO BREW
ポータブルコーヒーメーカー ゴーブリュー

10g、15g、20g、25g
目盛付(最大容量30g)

中心から円を描くように
細く注げる注ぎ口

ステンレス製マイクロフィルター
コーヒーオイルもしっかり抽出

(紙フィルターも合わせて使用可)

断熱性と保温性が高い
ダブルウォールカップ
底はシリコンパッド付

ブラック アイボリー

最大約260mlと約370mlの
2段階で抽出量を調節できる

ドリッパーは蓋をすれば
カップとしても使える

ペーパーフィルター25枚付き
無くなったら1～2人用の
紙フィルターが使えます。

化粧箱入り

生産国：韓国

淹れたてコーヒーをそのまま持ち運べるポータブルコーヒーメーカー「GO BREW（ゴーブリュー）」。
ドリッパー、サーバー、ドリンクボトル、カップの機能が、これ1つにすべて備わっています。
コーヒーを抽出したら紙フィルターを取りはずして、洗い物無しでそのままおでかけできます。

品番 カラー JANコード
希望小売価格

(税込)

本体サイズ

(箱入りサイズ)

重量

(箱入り重量)
材質 容量

CK-BK ブラック 8809444940000

CK-RD レッド 8809444940017

12,000円

(13,200円)

タンブラー：約450ml

(抽出時は約250ml)

ドリップケトル：約270ml

約直径9×19.5cm

(約9×9×19.5cm)

約470g

(約515g)

ポリプロピレン、セラミック

ステンレス、シリコーン

品番 カラー JANコード
希望小売価格

(税込)

本体サイズ

(箱入りサイズ)

重量

(箱入り重量)
材質 容量

B100-BK ブラック 8809444940055

B100-IV アイボリー 8809444940079

4,000円

(4,400円)
約380ml

約直径8×20.5cm

(約8×8×26.5cm)

約285g

(約370g)

ポリプロピレン

PETG樹脂(バイオプラスチック)

シリコーン

在庫限り終売

※レッドは販売終了しました。



KOMPACT
フレンチプレスコーヒーメーカー コンパクト

KOMPRESSO
コンパクトエスプレッソメーカー コンプレッソ

コンパクトに収納できるフレンチプレスコーヒーメーカー。
お湯と挽いた豆をいれて3分蒸らし、コーヒーカップにセットして押すだけで簡単に本格派のフレンチプレスコーヒーを作ることができます。
冷たい水と挽いた豆を入れ、冷蔵庫で一晩浸すことでコールドブリュー(水出しコーヒー)も作れます。

フィルターの目が細かいため
微粉の少ない美味しい

フレンチプレスが淹れられる

コールドブリューを
ミルクで割って

美味しいアイスラテ

化粧箱入り 専用ケース付き

手動なのにマシンと同じ9気圧で簡単に本格的なエスプレッソが作れるコンパクトなエスプレッソメーカー。
たったの180gでコンパクト、持ち運びやアウトドアにも便利、また家での収納に困ることもありません。
ミルクと割れば、おうちでお店のような本格ラテやカプチーノを作ることができます。

ブラック レッド

化粧箱入り

タンピングスクープで
タンピングすると

Cafflanoのロゴが浮かぶ

1杯(約30ml)のエスプレッソが
簡単に抽出できる

生産国：韓国

品番 カラー JANコード
希望小売価格

(税抜)

本体サイズ

(箱入りサイズ)

重量

(箱入り重
材質 容量

P100-BK ブラック 8809444940024

P100-RD レッド 8809444940031

9,000円

(9,900円)
約250ml

約直径11×12cm

(約13.5×9×13.5cm)

約220g

(約420g)

ポリプロピレン、アクリル

ステンレス、シリコーン

品番 JANコード
希望小売価格

(税込)

本体サイズ

(箱入りサイズ)

重量

(箱入り重量)
材質

P200 8809444940048
10,000円

(11,000円)

約W10×D7×H17.5cm

(約W10×D7.5×H18.5cm)

約180g

(約230g)

ポリプロピレン、ステンレス、PES

PETG樹脂(バイオプラスチック)、シリコーン
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