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焙煎機、エスプレッソグラインダー、マシン、そしてカップに至るまで、機器関係を主に生業としていたDCS が2015 年
よりGreen Bean （生豆）をご提案。現在、世界的に活躍する CAFE IMPORTS 社とパートナーシップを結び、同社の取
扱い商品の日本国内での販売を行っています。

単に良いものを市場に提供するだけではなく、深く品質を理解してもらうため
に環境設備を整えること、商品販売会社という枠を超えたワークショップやさ
まざまな教育プログラムを実施する彼らの方針、姿勢には強く共感させられる
ものがありました。
CAFE IMPORTS は同じ農園から購買を続けているのですが、それは、彼らの
掲げる「From Tree To Cup」に象徴される、サスティナビリティへの強い情
熱があるからこそと言えます。もちろん様々な逆境に直面することもあるでしょ
うが、彼らの考える「高い満足度の消費は生産者あってこそ実現する」とい
う信念が、それを継続させているのです。
そんな彼らに共感をし、スタートしたGreen Bean の販売ですが、単にコーヒー
豆の販売だけでなく、コーヒー、そして人生も楽しむ彼らの姿勢、精神を継
承できるビジネスとして成長させていきたいと考えております。

DCS では、SCAJ などの展示会をはじめ、年に数回のビジネスカッピングを実施し、CAFE IMPORTS の取扱
う Green Beanの仕入れを行っています。現在、エチオピア、ケニア、ブラジル、コロンビア、グアテマラ、
エルサルバドル、コスタリカを中心に産地から直接、1年分の在庫を仕入れ、国内倉庫からのデリバリーを行っ
ています。日本の皆様の為に、特別なロットを買い付けております。
お探し中の生産国、価格帯、ボリューム等々ございましたら、お気軽にお問合せください。

感動的な CAFE IMPORTS との出会い

http://greencoffee-dcs.shop-pro.jp/GREEN COFFEE  STORE

〈お問合せ先〉greenbean@dcservice.co.jp

1kg、3kg、5kg、30kg での販売を行っており、小ロットでのご購入が可能となっております。

CAFE IMPORTS 日本販売向けオンラインショップ
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LORING
すべての
ローストマスターの
 ために
LORING のメリット

4 5

焙
煎
機

LO
RIN
G

■ クリーンカップに定評

■ 情報量が多く、焙煎プロセスを数値管理

■ 焙煎に影響する可変要素を軽減
　・煙突掃除が不要　　　　
　・外気の影響を受けない
　・蓄熱がなく、同じ環境で焙煎が可能

■ 幅広い焙煎レンジ (Min20% - ロースターサイズまで )

■ メンテナンスフリー　　

■ 省エネ
　  同型アフターバーナー搭載と比較し
　  最大 80%以上ダウン

■ ECO
　同型機と比較しCO2排出も抑制した環境配慮型

■ 焙煎環境が焙煎士にも優しい

■ フットプリントが小さく省スペース



省スペース、メンテナンスフリーによる
効率的な運用を実現
LOWER OPERATING COST

LORING SMART ROASTERは、完全熱風式の焙煎機で、内部循
環式の燃焼方式を採用。焙煎中の酸素の影響を抑え豆のポテ
ンシャルをキープ。外気の影響をうけにくい構造と焙煎終了時
の高速冷却システムは、焙煎終了後の化学変化を抑制。
LORING の FLAVOR-LOCK ROAST PROCESSなら、コーヒーを焙
煎する時に望むフレーバーをカップに表現出来ます。
また、コンベクションにより、やさしく熱を加えて焼くことで、
豆の内部と外部の加熱ムラを最小限に抑えることが可能です。

オールステンレス製ボディー
蓄熱が少なく、焙煎を重ねた際の釡の温度環境の大きな変化
を抑制。

密閉式ドラム
外気との接触面がほとんどないため、乾燥、湿気の影響を受
けにくい構造。

煙突掃除が不要
一般的な焙煎機では、煙突
掃除が必要なタイミングと
清掃直後では排気環境が異
なりますが、LORINGは煙突
掃除が不要なため、排気環
境は基本的に一定。

操作用のタッチパネルには、4箇所のプローブから集められた
豊富な情報量を表示。1分毎の温度上昇率を示すチェンジレー
トにより、タイムリーな熱のコントロールが可能になりました。
ロースターは、容易に熱のコントロールの認識、見直しを行え
るため、商品開発、管理にも寄与します。また、Cropsterと
接続することで、全てのローストデータの記録が可能になりま
す。
LORINGの豊富な情報は、LANケーブルで接続するだけで保存
できます。

オールステンレスを採用したボディーは、焙煎機本体からの
熱伝導によるコーヒー豆表面の焦げを抑えることに有効性が
高く、焙煎を重ねても比較的安定した焙煎を行え、操作性と
あわせて、再現性が高い焙煎を可能にします。

例えば S35なら、1kg～35kg と幅広いローストレンジを実現。
基本的なローストタイムは 8～16分。スマートロースターの
外気と遮断されたドラム内で循環される熱風の仕組みでは、
豆から蒸発される水分を巧みに利用し、特筆すべきクリーン
で明るさを感じられるコーヒーを産み出します。
気候、人的要素に因る可変要素を抑えた、再現性の高さ、操
作性の良さは、すべてのローストマスターに満足いただける
でしょう。
※メーカー推奨の最小バッチサイズは、焙煎機の 20%

スペシャルティコーヒーが求める
クリーンな味わいを最大限に表現
LORING’S PATENTED
FLAVOR-LOCK ROAST PROCESS

豊富な情報量とフレンドリーな
操作性で焙煎をコントロール
UNPARALLELED CONTROL

自由度の高い操作性と
再現性の高さが特徴
UNMATCHED QUALITY

FEATURE
LORING ROASTERS エネルギーコストとCO₂を

抑制するGreen Roaster
BETTER FOR THE ENVIORONMENT

アフターバーナー機能を備えているた
め、基本的に煙突の清掃が不要になり
ます。このことは、焙煎時の味の安
定性はもちろん、見えない人件費の
カットにも繋がります。
また、フットプリントが小さいため、
焙煎機に必要なスペースを抑制。
LORINGユーザーのひとつの例とし
て、LORINGの焙煎機を導入したこ
とにより、80%のエネルギーコスト、
70%のメンテナンスコスト、50%
の床面積のカットが出来たとの例
もあります。

LORING特許のシングルバーナー技術は、
焙煎中の CO₂の削減、消煙、そして循環
熱風システムはエネルギーコストの削
減を実現。アフターバーナーの機能も
備えるため、通常ならメインバーナー
の 400%以上の火力が必要なアフター
バーナーが不要です。これにより最大
80%のエネルギーコストの削減が可
能で、同時にCO₂の抑制にも寄与し、
地球環境にとても優しい焙煎機

と言えます。

2019 年夏、LORING SMART ROASTERの最小モデル S7が日本国内にて、ついに販売開
始となりました。バッチサイズは、1.4～ 7kg と少量焙煎から、同クラスの中でも
比較的高い生産性を誇ります。LORINGならではのクオリティが、手に届きやすいク
ラスで登場。
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NIGHTHAWK S7　商品コード100004ドラムパドル式 7kg ロースター

FALCON  S15
商品コード 100003
ドラムパドル式 15kg ロースター

KESTREL  S35
商品コード 100000
ドラムパドル式 35kg ロースター

PEREGRINE  S70
商品コード 100002
ドラムパドル式 70kg ロースター

DESTONER
D35/D70
商品コード 100010 / 100011
バキューム式 不純物除去装置
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1.4～7kgと、汎用性と生産性の高い完全熱風式の焙煎機

※

各スペックは P50 をご覧ください





エスプレッソグラインダーのトップメーカー
細かい部品をはじめ、全てを自社工場の管理下で製造している

こだわりと歴史があり、かつ進化と革新を求める
MAZZER 社のグラインダーは世界中で支持されています。

MAZZER社は、２つの世界大戦の間にLuigi Mazzer氏によって設立されました。
当初は” La Veneta” という鉄鋼業の会社でしたが、その後1940 年代にコーヒー
グラインダーの生産を開始。
他にはないより確かな技術と、巧の技をエスプレッソグラインダーという精密
機械に注ぎ込み、エスプレッソグラインダーのトップメーカーとしての地位を世
界中で確固たるものとしていきます。
また、今も機械作りに対する情熱は創業時と変わることなく、常に完全を求め、
技術革新を追い求めています。
MAZZER 社は未来を見つめ続けると同時に、古きよき時代の精神をもの造り
に活かしています。そして、常に高くありたい技術者達は、高品質がスタンダー
ドである精密機器を作り上げることを使命としているのです。

歴史と革新

「いいものを長く使って欲しい」という想いから、
“信頼性”、” 耐久性”、” 安定性” の３つをMAZZER 社では大切にしています。
単なる大量生産の消耗品ではなく、使い手のことを考えるからこそいいものが
創れるのです。
一度MAZZER社製品を使い始めると、その優れた品質に感動することでしょう。

MAZZER社の想い

コーヒー豆をグラインドするとき、そのポテンシャルを最大限に活かしたい―。
これこそが、MAZZER社が最上級の資材を活用し製品として世に出す源です。
MAZZER社が誇る唯一無二の最上級の技術と、徹底的に管理された生産体制
により、製造されるブレードがベストエスプレッソを保証します。

コーヒーのポテンシャルを最大限に

MAZZER 社のグラインダーが精巧に作られている理由、それは、全ての製品が
MAZZER 社の工場でしっかりとした管理下の元に製造されていること。
例えば、ボディは 0.0001mmのズレも許さない精密なカリブレーションを実施。
パーツ、製品の製造工程、完成製品を緻密にチェックする工程を経て初めて
製品として認められ、全世界９０ヶ国以上の国々へ出荷されていきます。
この “品質” と “信頼” こそが、世界中の多くの COFFEE LOVERSから支持を受
け、選ばれ続けている理由といえます。

世界中で選ばれ続ける理由

無段階調整による自由
度の高いメッシュ調整
は、細かなメッシュ設
定が可能ですので、バリ
スタが望む理想のエスプ
レッソを実現します。

無段階調整機能

コニカルバー上部に独
自のプロペラを装備。
ホッパー内の豆の残量
の影響を受けにくい安
定したグラインドを誘
導する機能。

コニカル・インナー・
フィンシステム 本体背面に、モーター

の動作熱を冷却する
クーリングファンを搭
載。モーターのオー
バーヒート、コーヒー
への熱の影響を抑制す
るため、繁盛店におけ
るオペレーションにも
安心です。

クーリングファン

独自の技術と性能

進化を追求し続ける信頼のブランド
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WCE (World Coffee Event）認定モデル

DESIGNED FOR 
SPECIALTY COFFEE LOVERS

「あらゆるスペシャルティコーヒー愛好家に製品を使ってもらいたい」、そんな想いからZMシリーズは誕生しました。
しかし、エスプレッソの本場イタリアに本社を構えるMAZZER社では、当初エスプレッソ以外の抽出器具に対する知識は殆どあ
りませんでした。
そこで、フィルターコーヒーとエスプレッソ抽出について、様々なコーヒーブリューワーのデータを世界中から集め、試行錯誤
の結果ZMシリーズは誕生したのです。さらに今回の新しいZMでは、より幅広い層に使用しやすいよう、よりわかりやすく操作し
やすい設計に。常に進化を追求するMAZZER社だからこそ実現した、次世代型グラインダーです。
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ZM

グラインドチャンバー内のパウダー残が少な
い為、オリジン・ブレンド使用コーヒー豆の種
類を気にせずに切り替えることが出来ます。

FEATURES

最低微粉残量は0.45g以下。
特許取得のロック式キャニスターで、コー
ヒー粉の落下を防ぎカウンターを清潔に
保ちます。バッグホルダーも標準装備。

ロック式キャニスター
熱でコーヒーの味を損なわないために、
ダブルファンと電子コントロールでグライン
ダーの冷却を管理。

背面にダブルファン

商品コード 　　160201
ブレード 　　FLAT 83mm
ブレード品番 　　MA0646(151F)
グラインドスピード 　　650g/min(50Hz),800g/min(60Hz)
モーター回転数 　　900rpm(50Hz)-1050rpm(60Hz)
ブレード交換目安 　　約600kg
サイズ(mm) 　　W245 X D430 X H645
重量 　　35kg
電源 　　単相100V 50/60Hz
消費電力 　　900W

シルバー

ブラック ホワイト

フリッピングディスプレイ
ディスプレイ部分は横に回
転が可能。チャンバーのク
リーニングやブレードの交
換が更に簡単にできるよう
になりました。

マイナスビス三点を取り外
し、チャンバーを引き抜く事
で、容易にディスクを取り出
す事が可能に。定期的な
ディスク清掃や、ディスク交
換が容易に行なえます。

グラインドチャンバーディスクの簡単お手入れ

13

151F for filter (標準装備)

コンプレックス、かつフルボディ
なコーヒー

グラインドチャンバーディスクの簡単お手入れZMのフィルター用の２種類のブレード
ZMでは、ブレードを交換することで、抽出の狙いに適したグラインドを行うことができます。

デジタルグラインド設定グラインドの数値管理が容易に。
モーター制御のデジタルブレード調整システムにより、バリスタは一
貫性のあるメッシュ調整を得る事ができます。ブレード間の距離をミ
クロン単位（１ミクロン＝0.001mm）で調整するため、細かなグライ
ンド設定が明快、正確で再現性の高いものに。

最大20個のグラインド設定保存
20種類の挽き目をミクロン単位で記録可能。
使用頻度の高いグラインド設定をコントロールパネル上4つのボタン
に登録する事で瞬時に呼び出しグラインドする事が出来ます。

グラインド時間の設定
グラインド時間を設定し、グラインド量調整をする事も可能です。

イージークリーニング
ディスプレイ部分は横に回転が可能。チャンバーのクリーニングや
ブレードの交換が更に簡単にできるようになりました。

オートマチックゼロ点調整
ゼロ点調整が自動で行えます。メニューモードから実行出来るため、
容易に行えます。ゼロ点調整によりZMのグラインド設定はグライン
ダー・カフェ毎に同一に。ブレード清掃・交換後のグラインド設定が
簡単かつ迅速に

グラインド時の温度変化を最小限にコントロール
高速グラインドスピードで900rpm(50Hz)ー1050rpm(60Hz)を実現

挽き目に名前を設定可能
各セッティングの名前をお好みで登録可能。
設定を呼び出すときも誰でもわかりやすい！

151G for filter (オプション)

クリーンかつ、フレーバーの強調
されたコーヒー
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どこにいても、グラインドレポートをクラウドから確認する
ことができます。メンテナンスや品質向上について検討する
ことができるので、管理がラクになります。

IoT機能搭載 （開発中）

ハイパフォーマンスグラインダー
HIGH PERFORMANCE GRINDER

電子コントロールパネル
フリッピングディスプレイを採用。
トータル、もしくは部分的なドーサー
カウントが可能。
シングル、ダブル、トリプルのドーサー設定
が可能。

ポルタフィルターを固定可。

新モデルのグラインダーは新しいテクノロジーを取り入れ、高い有用性とパフォーマンスを実現。従来品より挽き残し削減を
実現しました。また、チャンバー清掃時にそれまでに使用していたグラインド設定を失うことがなく、0点調整が不要になりました。

100V仕様で、20gのコーヒーを約3～4秒でグ
ラインド。ベルトドライブトランスミッション
（ベルト駆動式 伝導装置）を採用。モーター
とブレードをベルトでつなぐことで、熱による
豆へのストレスをより軽減します。

KOLD S
グラインドの安定性を追求した
コニカルモデル最強モデル

商品コード 160122
ブレード CONICAL 71mm
ブレード品番 MA0561 (186C)
グラインドスピード 4.0-6.0g/sec. 
モーター回転数 420rpm(50Hz)-500rpm(60Hz)
ブレード交換目安 約1,000kg
サイズ(mm) W215×D310×H700
重量 30kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 800W

ブレードの清掃が簡素化
上部ネジ4点を外すだけで上刃ユニットの取外しができ、再装
着後も0点調整(メッシュ合わせ)が不要となります。

FEATURES

革新的な仕様変更が施され、使いやすさが格段とアップしました。

ロッキングフォークにポルタフィルターを
固定可。本体側のビスでフィルター高さ調
整、左右フックのビスでポルタフィルター
の傾きを調整。ポルタフィルター形状に
沿って適切なディストリビューション位置
にポルタフィルターを固定できます。

均一均等なグラインド。安定したドーシング
新しいハウジングとグリッドの開発で、従来の製品よりもきれい
にドーシングが可能に。コーヒー粉のダマも改善されました。

ダブルファン搭載
マシン内に熱がこもらないよう、ダブルファンですばやく冷却
します。

FOR HIGHVOLUMES
electronic

商品コード 160150
ブレード FLAT 83mm
ブレード品番 MA0565 (151A)
グラインドスピード 3.0-4.0g/sec. 
モーター回転数 1,600r.p.m
ブレード交換目安 約600kg
サイズ(mm) W212×D292×H681
重量 20kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 650W

FOR HIGHVOLUMESKONY S electronic
商品コード 160140
ブレード CONICAL 63mm
ブレード品番 MA0563 (191C)
グラインドスピード 2.5-3.0g/sec. 
モーター回転数 500r.p.m
ブレード交換目安 約800kg
サイズ(mm) W208×D264×H651
重量 20kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 450W

平均グラインドスピードは、50Hzで5g/1s、
60Hzだと6g/1s。20gのバスケットに約3-4
秒でグラインド可能な生産性の高いグライ
ンダー。従来品より52％の挽き残し削減を
実現しました。

ROBUR S
コニカルモデル
最強のプロダクト

コーヒーのアロマ（香り）を際立たせるため
にデザインされたコニカルモデルのコンパ
クトなグラインダー。100V仕様で、平均グラ
インドスピードは3g/1sと使用頻度の高い
繁忙店にもおすすめです。

コニカルモデルの
エントリーモデル

100V仕様で、20gのコーヒーを約3～4秒で
グラインド。平均グラインドスピードは
7g/1.4sと使用頻度の高い繁忙店にもおすす
めです。コーヒーのフレーバーをシンプルに
表現しやすいフラットブレードを採用。比較
的リーズナブルな導入コストも魅力です。

フラットブレード最高峰

商品コード 160130
ブレード CONICAL 71mm
ブレード品番 MA0561 (186C)
グラインドスピード 4.0-6.0g/sec. 
モーター回転数 420rpm(50Hz)-500rpm(60Hz)
ブレード交換目安 約1,000kg
サイズ(mm) W234×D287×H720
重量 28kg
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 800W

FOR HIGHVOLUMES
electronic

FOR HIGHVOLUMESMAJOR V electronic

メッシュ調整時の粉無駄を削減
挽き残し微粉が従来のものより52％減少
（ROBUR S）。よりクリーンにお使い頂けます。
中型、小型グラインダー並みに改善しま
した。ミクロン単位での挽き具合調整が
可能。

メッシュ位置の可視化・共有
グラインドメッシュのダイヤルをナンバリングでき、メッシュ
位置の可視化・共有が可能に。
※オプションでファームウェアのアップグレードが可能。

ドーシングアップモード搭載
グラインド途中で一度ポーズする、ドーシングアップモード搭
載。ポーズするタイミングもお好みで調整できます。
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社名
英名
代表者
設立
資本金
本社

事業内容

URL
E-mail

https://dcservice.co.jp
info@dcservice.co.jp

グループ会社
 
メンテナンス・
サービスネットワーク

C.Bird JAPAN株式会社(C.Bird JAPAN CO.,LTD)
DCS Asia
全国32社 43拠点 

株式会社ディーシーエス
DCS CO.,LTD
左野徳夫
1999年12月
2,000万円
〒662-0914 兵庫県西宮市本町5-10 

業務用エスプレッソマシン、カフェ機器の輸入販売およびメンテナンス
スペシャルティコーヒー機器の輸入販売およびメンテナンス
スペシャルティコーヒー器具の製造販売
その他、機器メンテナンスサービス
カフェ経営
スペシャルティコーヒー販売
コーヒー生豆の輸入販売
カフェコンサルティング
コーヒーセミナー
出張バリスタ
イベントコーヒーサービス

企業概要

1996年

1999年12月

2001年10月

2002年12月

2005年

2006年 6月
2006年 8月 

2007年

2008年

2009年
 
 

2010年12月

2012年

2013年

2014年12月

2015年4月

2015年10月

2016年5月

2016年10月

2017年8月

2018年6月

創業

法人化　有限会社ディーシーサービス設立

事業拡張のため東京営業所を東京都板橋区坂下に開設

事業拡張のため本社を西宮市甲子園口に移転

MAZZER 日本代理店として販売開始
Blendtec 日本代理店として販売開始

改組・株式会社ディーシーエスに社名変更
SCAJ2006展示会に出展（以降毎年出展）

TURBOCHEF 日本代理店として販売開始

ascaso 日本総代理店として販売開始

LORING 日本総代理店として販売開始
SYNESSO 日本代理店として販売開始
VBM（旧 VIBIEMME） 日本代理店として販売開始

浜倉庫・出荷技術センター開設

thermoplan 日本代理店として販売開始

LORING アジア総代理店に契約変更

事業拡張のため本社を西宮市本町に統合移転

直営カフェ COFFEE HOUSE FIELD開店

Cafe Imports コーヒー生豆の輸入販売開始

鳴尾浜DC開設

DCS Asia 台湾現地法人 台北に開業

福岡オフィスを福岡市中央区清川に開設

事業拡張のため倉庫・出荷技術センターを西宮浜に移転

沿革
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