


40℃~100℃まで 1℃毎に温度設定可能グースネックスパウト

抽湯量やスピードを自由自在にコントロール。

人間工学に基づいた快適な持ち心地

1 時間の保温可能

保温温度メモリー機能

カウントアップタイマー内蔵

アルティザングースネックバリアブルケトル

ARTISAN GOOSENECK VARIABLE KETTLE

グーステイルハンドル



アルティザングースネックバリアブルケトル

電源：消費電力 100V : 950W
本体材質：ステンレス

BV382606VJP-SS
BV382606VJP-PW
BV382606VJP-MB
BV382610VJP-SS

ステンレススチール 0.6L
パールホワイト 0.6L
マットブラック 0.6L
ステンレススチール 1.0L 22,000¥ 税抜( )

22,000¥ 税抜( )

22,000¥ 税抜( )

21,000¥ 税抜( )

写真

1℃毎に温度設定可能だから
好きな時に、好きな分だけ、
全部「これ一台」で。



マニュアル / 5 つのオートモード
耐水性ナノコーティング
USB 充電式

オートオフ機能搭載
エスプレッソ、ハンドドリップ、エアロプレス…
どんな抽出方法にも最適なスケール。
エスプレッソマシン上でも使いやすいサイズで、
持ち運びも楽々。

シリコンパッド、トレイ付き

SMART SCALE II TMスマートスケールⅡ

計測範囲 : 0.1g~2,000g

スマートスケールⅡ

BSSRB2 13,800¥ 税抜( )



RATIO SCALE
レシオスケール

マニュアル / オート / スケールモード
耐水性ナノコーティング
USB 充電式 ( 充電ケーブル付き )

オートオフ機能搭載
コーヒー豆の量と好みの比率に基づき、
必要なお湯の量を自動で計算。
抽出タイム、注湯量が一目で分かる
ディスプレイ。

シリコンパッド、保護カバー付き
計測範囲 : 0.1g~2,000g

レシオスケール

BWRRS1 14,800¥ 税抜( )



BG-GS0015,500¥ 税抜( )

GEM Porcelain Dripper by Stefanos Domatiotis
GEMポーセレンドリッパー by ステファノス・ドマティオティス

BG-PD001 3,800¥ 税抜( )

GEM Glass Server by Stefanos Domatiotis
GEMガラスサーバー by ステファノス・ドマティオティス

容量：500ml
材質：耐熱ガラス
食洗機可能

本体材質：ドリッパー本体 磁器
              スプーン コポリエステル樹脂
食洗機 ( ドリッパーのみ ) 可能
計量スプーン付き

2～4 杯用

GEM Series
GEM シリーズ



Tornado Double Wall 
Glass Dripper

BDW60FCF2
2~4 杯用
材質 : ガラス、シリコン | 食洗機可能

トルネードダブルウォールガラスドリッパー

ホワイト 1~2 杯用

販売元：株式会社スピン

Artisan NEXT WAVE Porcelain Dripper

BV4010NW

材質 : 磁器｜食洗機可能 

アルティザンネクストウェーブポーセレンドリッパー

3,400¥ 税抜( )

ホワイト 2~4 杯用BV4020NW 3,500¥ 税抜( )

グリーン 1~2 杯用BV4011NW 3,400¥ 税抜( )

グリーン 2~4 杯用BV40201NW 3,500¥ 税抜( )

4,500¥ 税抜( )

360ml Glass Server

BVG360ML
容量 : 360ml
材質 : 耐熱ガラス、ポリプロピレン
食洗機可能 | 電子レンジ ( 蓋なし ) 可能

360ml ガラスサーバー

2,800¥ 税抜( )

Artisan 700ml Glass Server

BV-SHF001
容量 : 700ml
材質 : 耐熱ガラス、シリコン
食洗機可能 | 電子レンジ ( 蓋なし ) 可能

アルティザン 700ml ガラスサーバー

3,800¥ 税抜( )

Artisan Cupping Bowl

BV-CB007
容量 : 200ml | 材質 : 磁器
食洗機可能 | 電子レンジ可能
シリコンリッド付き

アルティザンカッピングボウル

1,400¥ 税抜( )

Artisan Professional Cupping Spoon

材質 : チタン合金｜食洗機可能
専用袋付き

アルティザンプロフェッショナルカッピングスプーン

Artisan Petalage Cup

BV-6036JG-6
容量 : 80ml | 6 個入り
材質 : 磁器
食洗機可能 | 電子レンジ可能

アルティザンペタレージカップ

8,900¥ 税抜( )

Artisan Water Droplet Cup

BV-6034JG
容量 : 80ml | 6 個入り
材質 : 磁器
食洗機可能 | 電子レンジ可能

アルティザンウォータードロップレットカップ

8,900¥ 税抜( )

Artisan Half-moon Cup

BV-6037JG-6
容量 : 150ml | 6 個入り
材質 : 磁器
食洗機可能 | 電子レンジ可能

アルティザンハーフムーンカップ

8,900¥ 税抜( )

ゴールドBV-CS002 1,900¥ 税抜( )

ブラックBV-CS003 1,900¥ 税抜( )

シルバーBV-CS004 1,900¥ 税抜( )

ホワイト 1~2 杯用

Artisan Tornado Porcelain Dripper

BV4045TC

材質 : 磁器｜食洗機可能 

アルティザントルネードポーセレンドリッパー

3,500¥ 税抜( )

ホワイト 2~4 杯用BV4035TC 3,600¥ 税抜( )

グリーン 1~2 杯用BV4040TC 3,500¥ 税抜( )

グリーン 2~4 杯用BV4030TC 3,600¥ 税抜( )

お問い合わせ：info@brewista.jp
Web : http://brewista.jp/
Instagram @brewistajapan
2019 年 8 月現在


