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お料理の愉しさを再発見



3

もくじ
ミーレの世界へようこそ  04
ブランドプロミス  06
製品デザイン 08
異なる2つの色とマテリアル 10
インターフェイスの種類 12

電気オーブン  14
電子レンジ機能付オーブン  28 
スチームオーブン  42
グルメビルトインドロワー 56
IHクッカー・電気クッカー 65
コンビセット 78
全自動コーヒーマシン 90

持続可能性への責任 102
ミーレの品質 104
延長保証 106
アフターサービス 108



4



5

ミーレの世界へようこそ

常により良いものを － Immer besser

ミーレ草創期、私たちの二人の曽祖父は、成功を収めるために、競合他社から抜きん出るために
どうすべきかを考え抜きました。 そのために選べる道はたった二つ。 他社より安いか、もしくは
他社より優れているか、の二つです。 これらの両方を同時に実現することは不可能でした。

曽祖父たちは、他社より「優れた」製品を提供することに決めました。

数々の名誉ある賞や認証が証明しているように、これまでの118年間、ミーレは「常により良いもの
を」という理念のための取り組みを刷新し続けてきました。 ですが、このことを証明してくれる最
も重要な証拠は、世界中にいるたくさんのお客様がミーレ製品に満足してくださっている、という
ことです。

成功の秘訣は価値観と目標を保ち続けることです。 この秘訣は、概して短期的な株式市場の利
害関係によって左右される企業よりも、数世代に渡ってファミリーカンパニーで運営されている企
業だからこそ見出すことのできるものです。

ミーレは1899年以来、最高品質の製品とドイツの工業を体現しています。 また、ミーレは、セール
スパートナーやお客様、サプライヤー、従業員および隣人への敬意、公正さの精神、相互信頼を同
様に重視しています。 ミーレ製品を購入することは、環境への負荷を減らす決断でもあります。 
私たちはできるだけ省資源となる方法で、電気や水、洗剤の使用量を新しい水準で削減する機器
を製造することで、お客様の大切なお金や時間を無駄にしない製品をお届けします。*

ミーレ四代目の社長兼共同オーナーとして、これからも変わることなく優れた製品をご提供し続
けることをお約束いたします。

Dr. マルクス・ミーレ     Dr. ラインハルト・ツィンカン

*  私たちの取り組みと理念の詳細を、 www.miele-sustainability.com でご紹介しています （英語・ドイツ語のみ）。
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常により良いものを
ブランドプロミス

ミーレ製品が選ばれる理由は数々ありますが、
ここでは、その理由を6つだけ挙げます。
1899年の創業以来、ミーレは「常により良いも
のを (Immer Besser)」という理念を守り続け
ています。 競合他社や過去の自社製品よりも
「常により良いものを (Immer besser)」提供
するために、全力を尽くし取り組んでいます。 
お客様にとって、ミーレ製品を選んだことは素
晴らしい選択 － おそらく人生の中でも優れた
決断のひとつであったと確信できることで、ご
安心いただけることにつながると考えていま
す。

ミーレの品質
100年以上に渡って、ミーレなら信用できると
いう言葉は格言のように使用されてきました。 
私たちは洗濯機、乾燥機、食器洗い機やオー
ブンといった自社製品を、20年間の使用を想
定したテストを行う業界唯一の家電メーカー
です。 それにより、お客様に信頼と安心をお
届けできるのです。 これこそが、世界中のお
客様がミーレのブランドを信頼し、他の皆さま
にお勧めしてくださっている理由です。 今後
も私たちは、製品の信頼性と耐久性に関して
一切妥協しません。
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ミーレ ブランド
多くの国で、ミーレは憧れの家電ブランドです。 本国ドイツの市場では、全カテゴリーにおいて、
最高の製品ブランド (「史上最高のブランド」) に選出されました。 このようなブランド製品を所
有しているユーザー像について多くのことが明らかになっています。 例えば、ミーレユーザーは家
電製品について、性能と環境への配慮について高い期待を持っている、ということです。 ミーレ
製品を購入する人は、品質にこだわり、自分自身の生き方を知っている方々です。

ミーレのサービス
ミーレのお客様は、ドイツ家電業界で何年にも渡って最高評価を受けている、私たちの迅速で効
果的なアフターサービスをご享受いただけます。 機器の詳しい使い方でも専門的な機器のクリ
ーニングでも、喜んでお宅にお伺いいたします。 いつでもお客様のお力になることをお約束しま
す。

ミーレのデザイン
ミーレはすっきりしたラインと時代を超えたエレガントさに重きをおいています。 これほどまで
に、デザインや色のオプションに一貫性があり、多彩なインテリアデザインや、キッチンキャビネッ
トの前面にぴったりと合うビルトイン機器群を取り揃えているところは、ミーレの他にはありませ
ん。 製品レンジを越えたデザインの調和には、細心の注意を払っています。 どのようなスタイル
のキッチンでも、ミーレならぴったりとマッチします。

ミーレの利便性
従来型のダイヤル式スイッチでも、控えめなセンサーコントロールでも、スマートフォンのようなハ
イレゾのタッチディスプレイでも、ミーレの操作は楽しく簡単。 さらにランドリー機器やキッチン
機器には、便利で頼れる自動プログラムや細部へのこだわりが備わっているので、理想的に仕上
がることは間違いなしです。 ミーレで、暮らしをもっと快適に。

ミーレのテクノロジー
ミーレ製品は、最小限の消費エネルギーで、素晴らしい仕上がりを実現します。 洗濯物や部屋、
食器の衛生的で優しいケアだけでなく、極上の美味しいお料理が魔法のように出来上がる時も
同様です。 これは、ミーレ製品にのみ搭載された数多くの革新的な機能の賜物です。 世界中で
最も有名な製品テストで、数えきれないほど首位を獲得していることが、その証拠です。
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製品デザイン
無駄を削ぎ落としたフォルム

Generation6000のデザインラインは、主張を抑えた控えめなデザイン
です。 そのため、できるだけ統一した素材を使うことを重視するモダン
なキッチンにも、すっと溶け込みます。 ガラスを多用したデザインは、落
ち着きのある美しさを醸し出します。 水平なステンレスのエレメントと、
漆黒のガラスに浮かんでいるかのような目を引くハンドルが、デザインの
特長です。

カラーの違うブリリアントホワイトは前面すべてガラス張りで、このデザ
インのピュリスム（純粋主義)的アプローチを余すことなく体現してい 
ます。
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異なる2つの色とマテリアル
2つの選択肢

ステンレス（クリーンスチール）
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� ブリリアントホワイト

※画像は日本仕様とは異なります。
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Mタッチ: 革新的なディスプレイで素早く仕上
がりに到達 － 革新的なMタッチディスプレイ
は、スマートフォンのようにわかりやすく、簡単
にお使いいただけます。 このディスプレイで
は、タッチスクリーンやテキストディスプレイの
上を指で押したりスワイプしたり、複数の機能
を選択したりと、直感的に機器を操作できま
す。 中央の白文字のディスプレイには、情報
が見やすく表示されます。 マルチカラーディ
スプレイを搭載し、必要に応じて色付きで表
示します。（H6890/H6860BP, H6800BM, 
DGC6800, CVA6800に搭載）

インターフェースの種類
ミーレビルトイン調理機器のユーザーインターフェイス

Generation 6000シリーズのすべての製品に、同様に体系化されたロジックを持つユーザーインタ
ーフェース（操作パネル）が備わっています。 例えば、ディスプレイは、どのユーザーインターフェ
イスでも常に中央に配置されています。 すべてのユーザーインターフェイスにおいて、ディスプレイ
の配置は重要な要素の一つとなります。 ディスプレイには、常に利用可能な機能が表示されます。

ダイレクトセンサー:  ディスプレイの左側に配置されたマークをタッチするだけで、操作モードを
選択できます。 ディスプレイの右側にある記号は、異なるレベルへのナビゲートに使用します。
（H6461BPに搭載）

ダイレクトコントロール／イージーコントロール: 操作モードは左側のダイヤル、温度や調理時間は
右側で選択し、センサータッチコントロールで確定します。ダイレクトコントロール（H6400BMに
搭載）は、ディスプレイに温度や時間の設定などの情報が文字で表示され、イージーコントロール
（H6260Bに搭載）は、7桁デジタル表示になります。
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電気オーブン
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ミーレは、お手入れをとても簡単にする2つの
特長「パーフェクトクリーン仕上げ」と「熱洗浄
（パイロリティック）機能」を備えています。 
また、熱洗浄対応（パイロフィット）の庫内アク
セサリー（フレキシクリップ、ラック、棚受け）
も付属しています。（H6260Bを除く）

オーブンサイズの違いとお手入れ
電気オーブンのサイズ、庫内、お手入れ

大容量 (Lサイズ)
幅約60 cm、高さ約60 cm

XLサイズ
幅約90 cm、高さ48 cm

XLサイズ
庫内容量90リットル、棚数3段

大容量 (Lサイズ)
庫内容量76リットル、棚数5段

2つの幅と高さ お手入れ2つの庫内サイズ

パーフェクトクリーン仕上げ

熱洗浄 (パイロリティック) 機能  ※H6260を除く

熱洗浄対応の庫内アクセサリー　※H6260を除く
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特許取得 モイスチャープラス1)

どの食材にも独自の性質があり
ます。 それを知って最大限に活かすことが、
真の調理といえるでしょう。 かつては、上手
なパンを焼くのはプロのパン職人の特権でし
た。 しかし今は、モイスチャープラスを持つミ
ーレのオーブンがあれば、誰もが焼けるように
なりました。 スチーム噴射により庫内の湿度
が上がり、様々なお料理の焼き上がりが最適
化されます。 例えば、ソフトで香ばしく、美味
しそうなつやのある耳の食パン、人気のベー
カリーで買ってきたかのようなロールパンやク
ロワッサン、外はほどよくきつね色、中はジュ
ーシーな柔らかい肉、見事なオーブン料理、ほ
っぺたの落ちそうなスフレなど、まだまだたく
さんあります。 

どんな便利機能をお望みですか？
ミーレオーブンの主な特長*

特許取得 フレキシクリップ3)

トレイの出し入れが驚くほどスム
ーズ：高温になっている庫内から調理中の食
材をトレイやラックごと引き出して、味付けをし
たり裏返したりがスムーズで楽にできる引き出
し式レールです。デリケートなお料理を取り出
す際にも大変便利です。（H6890、H6860に標
準装備、他の機種は、別売にて取付可能）

自動プログラム
豊富なメニューを簡単に：パン、ケーキまたは
肉料理も、自動調節された調理工程で簡単に
出来上がります。（H6890、H6860、H6461に
搭載）

特別な自動プログラム
理想的な仕上がりを約束：汎用

性の高いメニューをそろえた自動プログラムに
は、人気の高い国際色豊かな料理のレパート
リーも含まれています。

特別プログラム
こんな使い方もできます：フルーツを乾燥させ
てドライフルーツを作ったり、ピッツァやイース
ト生地を発酵させたり、あると簡単で便利な
様々なプログラムを搭載しています。 
（H6890、H6860、H6461に搭載）

* 機種により搭載機能は異なります。
1)  特許取得の給水機能 

特許：EP 2 190 295 B1
3) 特許: DE 10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)
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熱風グリル
表面はカリッと、中はジューシー
に：チキンや鴨のロースト、肉の

ロール焼きなどクリスピーな肉料理に最適で
す。

グリル
ステーキ、ソーセージ、ケバブな
ど、同時にたくさんグリルする場

合に最適です。

オートロースト
肉汁たっぷりの柔らかい肉料理
に：肉の表面を高温で焼いた後、

個別に設定されたロースト温度で調理します。
（H6890、H6860、H6461に搭載）

エコノミーグリル
少量のグリル調理用：ステーキや
ソーセージを少量グリルする場

合に最適です。いつでも理想的なグリルに仕
上げます。（H6890、H6860に搭載）

熱風加熱プラス
柔らかく軽い理想的な仕上がり：
ベーキングやロースティングを最

大3段で同時に、穏やかにかつ素早く焼き上げ
るのに最適です。

上下加熱
多目的な伝統的機能：昔から愛
されている伝統料理のベーキン

グやローストのレシピが、申し分なく出来上が
ります。

熱風ベーキング
生地はサクサク、トッピングはジ
ューシー：ピザやキッシュ、また

はフレッシュなフルーツタルトを、生地はサク
ッと、上部はジューシーに仕上げます。

モイスチャープラス
ベーカリーの焼き立てパンのよう
に：モイスチャーが、表面はこん

がりと、中は軽くふわっとしたパンに仕上げ 
ます。

上部加熱
文句なしの仕上がり：グラタンな
ど、上面を焼いたり、焦げ目をつ

けて仕上げたい料理に最適です。（H6890、 
H6860に搭載）

様々なレシピに、最適なプログラム
ミーレビルトイン電気オーブンの調理モード/プログラム*

調理プログラム*
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特別プログラム
こんな使い方も：ドライフルーツ
を作る「乾燥」など、あると便利

な様々なプログラムを搭載しています。（機種
により搭載プログラムは異なります）

自動プログラム
簡単にできる豊富なメニュー：パ
ンやケーキ、肉料理を自動調整し

たプログラムで簡単に調理できます。 
（H6890、H6860、H6461に搭載）

解凍
冷凍食品をやさしく解凍：熱を加
えないファンの風で、冷凍食品を

最適なコンディションでゆっく解凍します。

ジェントルベーキング
非常に優れたエネルギー効率：
ゆっくり加熱して、肉汁溢れるロ

ースト肉料理や、美味しいベーキング料理に
仕上げます。

急速加熱
加熱を加速したいときに使用で
きます。オーブンの予熱を早めた

い時に便利です。

ユーザープログラム
最大20個までお気に入り料理を
登録：よく使うお気に入りレシピ

の調理モード、温度、調理時間を選択して、設
定を保存できます。繰り返し使用するのに便
利です。（H6260を除く）

下部加熱
個別のニーズにお応え：トレイに
水を張って湯煎しながら作るプリ

ンや、下側に焼き目をつけたい料理に最適で
す。

* 機種により、搭載されているプログラムは異なります。
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ビルトイン電気オーブン
ミーレ製品一覧

H 6860 BP （クリーンスチール）
•	Mタッチ高解像度ディスプレイ/テキスト表示
•	熱洗浄対応パーフェクトクリーン加工
•	パイロフィットのコンビラックと棚受け、フレ
キシクリップ/ハロゲンランプ3灯
•	モイスチャープラス/クリスプ機能
•	温度帯30-300℃
•	調理プログラム19種/ユーザープログラム
•	約100種の自動プログラム
•	4層クリーンガラスドア
•	エアクリーンキャタライザー
•	電圧、周波数：単相200V、50または60Hz
•	定格消費電力3.7kW
•	価格（税抜）：750,000円

H 6890 BP （クリーンスチール）
•	Mタッチ高解像度ディスプレイ/テキスト表
示/3D操作パネル/ロッティセリ
•	熱洗浄対応パーフェクトクリーン加工
•	パイロフィットのコンビラックと棚受け、フレ
キシクリップ/ハロゲンランプ4灯
•	モイスチャープラス/クリスプ機能
•	温度帯30-300℃、調理プログラム19種/ユ
ーザープログラム、約100の自動プログラム
•	ツインパワーファン/	4層クリーンガラスドア
•	エアクリーンキャタライザー
•	単相200V、50または60Hz、5.6kW
•	価格（税抜）：1,600,000円	

H 6461 BP　（クリーンスチール）
•	ダイレクトセンサー/テキスト+アイコン表示
•	熱洗浄対応パーフェクトクリーン加工
•	パイロフィットのコンビラックと棚受け/ハロ
ゲンランプ1灯
•	モイスチャープラス
•	温度帯30-300℃
•	調理プログラム16種/ユーザープログラム
•	約60種の自動プログラム
•	4層クリーンガラスドア
•	エアクリーンキャタライザー
•	電圧、周波数：単相200V、50または60Hz
•	定格消費電力3.5kW
•	価格（税抜）：498,000円

H 6461 BP　（ブリリアントホワイト）
•	ダイレクトセンサー/テキスト+アイコン表示
•	熱洗浄対応パーフェクトクリーン加工
•	パイロフィットのコンビラックと棚受け/ハロ
ゲンランプ1灯
•	モイスチャープラス
•	温度帯30-300℃
•	調理プログラム16種/ユーザープログラム
•	約60種の自動プログラム
•	4層クリーンガラスドア
•	エアクリーンキャタライザー
•	電圧、周波数：単相200V、50または60Hz
•	定格消費電力3.5kW
•	価格（税抜）：498,000円

[幅60cm]外形寸法W595×D570×H596mm、庫内容量76L/5段

[幅90cm]外形寸法W895×D568×H478mm、庫内容量90L/3段



製品詳細はHPでご確認いただけます。	
http://contents.miele.co.jp/a-h
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H 6260 B （クリーンスチール）
•	イージーコントロール/格納式ノブ/アイコン
表示
•	パーフェクトクリーン加工
•	ハロゲンランプ1灯
•	モイスチャープラス
•	温度帯30-300℃
•	調理プログラム9種
•	3層クリーンガラスドア
•	触媒付背面パネル
•	電圧、周波数：単相200V、50または60Hz
•	定格消費電力3.5kW
•	価格（税抜）：378,000円

[幅60cm]外形寸法W595×D570×H596mm、庫内容量76L/5段

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。
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電気オーブン用アクセサリー

ベーキングトレイ 
HBB 71

ピザトレイ 
HBF 27-1

コンビラック 
HBBR 71／HBBR 72／HBBR 92

60cm幅オーブン用ベーキングトレイ。 
パーフェクトクリーン加工。

・対応機種：H6860BP、H6461BP、H6260B
・価格（税抜）：11,000円

パーフェクトクリーン加工。ピザを焼くときに便利なトレ
イ。ラックにのせてお使いください。

• 価格（税抜）：9,000円

ラック（網）。

HBBR 71（60cm幅機種、パーフェクトクリーン加工）
• 対応機種：H6260B
• 価格（税抜）：11,000円

HBBR 72（60cm幅機種、パイロフィット）
• 対応機種：H6860BP、H6461BP
• 価格（税抜）：16,000円

HBBR 92（90cm幅機種、パイロフィット）
• 対応機種：H6890BP
• 価格(税抜）：24,000円

ユニバーサルトレイ 
HUBB 71／HUBB 91

穴あきユニバーサルトレイ 
HBBL 71

ホルダー 
HEG

ベーキングストーン（木製スパチュラ付） 
HBS 60

飛散防止天板 
HGBB 71／HGBB 91

フレキシクリップ 
HFC 71／HFC 72／HFC 92

パーフェクトクリーン加工。トレイの上に置いて使うこと
で、肉汁などの飛び散りを防ぎます。

HGBB 71（60cm幅機種用）
• 対応機種：H6860BP、H6461BP、H6260B
• 価格（税抜）：13,000円

HGBB 91（90cm幅機種用）
• 対応機種：H6890BP
• 価格（税抜）：25,000円

棚受け取付式の引き出しレール。トレイやラックを1段
ずつスムーズに出し入れできます。 
HFC 71（60cm幅機種、パーフェクトクリーン加工）
• 対応機種：H6260B
• 価格（税抜）：24,000円 

HFC 72（60cm幅機種、パイロフィット）
• 対応機種：H6860BP、H6461BP
• 価格（税抜）：28,000円 

HFC 92（90cm幅機種、パイロフィット）
• 対応機種：H6890BP
• 価格（税抜）：29,000円

オーブン用ユニバーサルトレイ。 
パーフェクトクリーン加工。

HUBB 71（60cm幅機種用）
• 対応機種：H6860BP、H6461BP、H6260B
• 価格（税抜）：13,000円

HUBB 91（90cm幅機種用）
• 対応機種：H6890BP
• 価格（税抜）：26,000円

60cm幅オーブン用。
パーフェクトクリーン加工。穴があいているので熱のま
わりが良く、パンやピザなど底をきつね色に仕上げたい
場合に向いています。

• 対応機種：H6860BP、H6461BP、H6260B
• 価格（税抜）：12,000円

トレイやラックの出し入れに使用します。

• 価格（税抜）：3,000円

ピザやデニッシュなど底をしっかり焼きたい料理に最
適。ラックにのせてお使いください。

対応機種：H6860BP、H6461BP、H6260B
価格（税抜）：36,000円



純正アクセサリー品、お手入れ品は、ミーレストア（オンラ
インショップ）でもご購入いただけます。 
http://store.miele.co.jp 
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ベーキングディッシュ（小） 
HUB 5000 M/HUB 5001-M

ベーキングディッシュ（大）用フタ 
HBD 60-35

60cm幅機種用。こびりつき防止加工。 
棚受けに直接挿し込んでお使いいただけます。 
• 外形寸法：W448×D268×H86 mm
• 内寸：W380×D227×H80 mm
• 対応機種：H6860BP、H6461BP、H6260B

◎HUB 5000 M：26,000円（税抜）

◎HUB 5001-M：35,000円（税抜）
IHクッカーKM6328LPT、KM6379LPTでも使用可能

ステンレス製

• サイズ：W390×D355×H134 mm
• 価格（税抜）：18,000円

ベーキングディッシュ（大） 
HUB 5000 XL

マイクロファイバークロス

ベーキングディッシュ（小）用フタ 
HBD 60-22

カルキ除去剤

ステンレス製

• サイズ：W390×D235×H74 mm
• 価格（税抜）：16,000円

モイスチャープラス機能付のオーブンのカルキ除去用。
エスプレッソマシンやスチームオーブンにもお使いいた
だけます。（使用量は機種により異なります）

• 内容量：50g×6個
• 価格（税抜）：1,900円

60cm幅機種用。こびりつき防止加工。 
棚受けに直接挿し込んでお使いいただけます。

外形寸法：W448×D386×H86 mm
内寸：W380×D345×H80 mm
対応機種：H6860BP、H6461BP、H6260B
価格（税抜）：32,000円

100％高品質のマイクロファイバーで作られた、様々な
用途で使えるクロス。60℃で500回までのお洗濯に耐
える、破れにくくしっかりとした生地。水拭きでも乾拭
きでもきれいにお手入れできます。

• サイズ：32×32 cm
• 価格（税抜）：1,200円

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。
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自動余熱利用調理
調理時間プログラム用に調理時間を設定した場合、エネルギー効率が
さらに向上し、省エネにつながります。この場合、オーブンのスイッチが
早めに切れ、余熱を使って残りの調理プロセスが実行されます。出来上
がりが損なわれることはありません。（H6260を除く）

触媒付き背面パネル
熱洗浄対応ではないパーフェクトクリーン加工のオーブンには、手が届
きにくくお手入れが大変な庫内背面に触媒付きのパネルを備えていま
す。 調理中、庫内に付着した油は常時分解されます。 これにより、背
面パネルのお手入れ回数を最小限に抑えることができます。（H6260に
搭載）

3D操作パネル
幅90cmオーブンの操作パネルは、斜めに傾斜があり、人間工学的に操
作しやすい角度になっています。デザイン性が際立つとともに、Mタッチ
の直感操作をサポートします。（H6890に搭載）

設定変更
出荷時設定を変更できます。 例えば、言語、アラーム音、ディスプレイ
の明るさなどをお好みに合わせて変更できます。

タイマー機能
調理の開始時刻や終了時刻を設定したり、または調理時間だけの設定
も簡単にできるので、ご希望の時刻においしい料理ができ上がります。 
停電しても、設定時刻は最長で約200時間保持されます。

ツインパワー熱風ファン
幅90 cmのオーブンには2つのヒーターファンが背面に搭載されている
ので、熱風が最適な状態で循環し、素早く加熱されます。（H6890に搭
載）
  
電子温度制御
調理温度を検知して、正確に温度を調節します。 温度の変動が少ない
ため、ヨーグルトからカリっとしたローストまで幅広く対応し、理想的な
仕上がりで調理できます。

特別プログラム
あると便利なプログラムで、例えば、パン生地の発酵やフルーツを乾燥
させてドライフルーツを作る場合などに最適な温度や状態に設定され
ています。（H6260を除く）

特別な自動プログラム
豊富な自動プログラムのメニューの中には、簡単で汎用性の高いメニュ
ーに加えて人気の高い国際色豊かなメニューもご用意しています。 例
えば、ザッハートルテやキッシュロレーヌといったメニューも、自動で美
味しく焼き上げることができます。（H6260を除く）

安全機能
機器は簡単にシステムロックできるため、小さなお子さまなどによる意
図しない操作などを防ぐことができます。
また、運転時間の上限値を超過すると自動的にスイッチが切れる「切り
忘れ防止機能」を搭載しているので、機器のスイッチを切り忘れた場合
でも、安全性が確保されます。

エアクリーンキャタライザー
家具や壁、カーテンなどに油分が付着することを防ぎます。 また、調理
中のニオイが大幅に軽減されます。 H6890とH6860は必要に応じて、
キャタライザーのオン/オフを切り替えることができます。（H6260には
搭載なし）

XLオーブン庫内
90リットルの庫内容量を有するXLサイズの幅90 cmオーブン庫内は、3
段での調理に十分な広さを備えています。（H6890に搭載）

エネルギー効率（ヨーロッパ規格）
ヨーロッパで一般的な「エネルギーレーベル」は、ランニングコストと家
電の性能についての情報が一目でわかる表示で、ヨーロッパの消費者は
これを見て、環境やお財布への負荷の低い商品を選ぶことができます。
ミーレの調理機器はエネルギー効率に優れ、多くの機器が、ヨーロッパ
規格のエネルギー効率等級でトップレベルのA+を達成しています。 

クールフロントドアと冷却システム
オーブンの外側はどの面も熱くならないように設計されています。 操
作パネルや、ハンドル、隣接するキャビネットなどに触れてもやけどをし
ないように安全策を講じています。 また、多層パネルによってオーブン
のドアが効果的に断熱して、ドアの外側の温度が高くなりすぎないよう
に保ちます。

クリーンスチール
オーブン前面のステンレス部には高水準のクリーンスチール加工が施さ
れているので、表面をとても簡単にお手入れすることができます。 ま
た、汚れや指紋がつきにくくなっています。（ステンレス色機種に搭載）

クリスプ機能
外側をパリッと仕上げたいときに：オーブン庫内の湿度を制御しながら
減らすことで、乾いた環境を作ります。 これにより、例えば、フライドポ
テトやコロッケをサクッと仕上げることができます。 お好みに合わせ
て、調理モードにクリスプ機能を追加できます。（H6890、H6860に搭
載）

自動プログラム
豊富なメニューを搭載した電子制御プログラムが備わっているため、
肉、ケーキ、パンなどを簡単に調理することができます。 調理モードを
設定したり、温度や調理時間を選択する必要はありません。 例えば、
肉の調理方法や焼き加減もお好みに合わせて設定することができま
す。 （H6260を除く）

用語集
ミーレ電気オーブンの特徴と機能*
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熱洗浄（パイロリティック）機能
庫内を約400℃に加熱し、こびりついた汚れを熱分解して灰にする熱洗
浄機能を搭載。オーブンが自動でクリーニング（熱洗浄）を行うので、
汚れをごしごしこすり落としたり、洗剤を使ったりするお手入れが過去
のものとなりました。熱洗浄プログラム終了後は庫内をさっと拭くだけ
で十分です。（H6890、H6860、H6461に搭載）

パーフェクトクリーン仕上げ
庫内やトレイ、コンビラックや棚受けなどには、ミーレ独自のパーフェクト
クリーン仕上げが施されています。なめらかな表面加工が焦げ付きを防
ぐので、食材の直置きができ、クッキングシートも不要です。飛び散った
油や汁も拭くだけできれいに。

パイロフィット
オーブン庫内だけでなく、フレキシクリップやラックも熱洗浄できれい
になります。熱洗浄プログラム中に、フレキシクリップやコンビラック、棚
受けを同時に庫内にいれておくことができます。 
（H6890、H6860、H6461に搭載）

フレキシクリップ1) 特許取得
引き出し式レール「フレキシクリップ」を使うと、ベーキングトレイやコン
ビラック、ベーキングディッシュをスムーズにオーブンからすべて引き出
すことができ、手前に出した状態でも安定して支えます。 熱いオーブン
庫内から引き出せるので、調理中に味付けをしたり、食材をひっくり返し
たりする際のやけどの危険も減らします。 フレキシクリップは全ての段
に取り付け可能です。 （H6890、H6860には標準搭載、他の機種は別
売にて取付可能）

モイスチャープラス3)　特許取得
調理モード（熱風加熱プラス、熱風ベーキング、上下加熱、オートロース
ト）と組み合わせて、ベーキングやローストをすることで、素晴らしい仕
上がりになります。 表面がカリッと焼き目のついた柔らかい肉料理や、
人気のベーカリーの出来立てのパンのような美味しいパンを作ることが
できます。 モイスチャープラス (スチーム噴射) モードは、料理に合わ
せて設定変更も可能で、便利です。モイスチャープラスは自動プログラム
でも使用されています。

ユーザープログラム
最大20個まで、自分だけのレシピを作成して登録が可能です。 調理モ
ード、温度、調理時間をそれぞれ設定できるので、頻繁につくるレシピ
を、ボタンひとつで呼び出すことができます。 また上手にできた料理の
設定を登録すれば、繰り返して同じプログラムを実行できます。（H6260
を除く）

ロッティセリ
幅90cmのオーブンに付属のロッティセリは、肉の全面を香ばしくジュー
シーに焼き上げます。 チキンやターキーだけでなく、スペアリブや厚切
り肉も、ロッティセリで回転しながらグリルすると美味しく焼きあがりま
す。（H6890に搭載）

*機種により搭載機能は異なります。
1) 特許: DE 10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)
3) 特許取得の給水機能搭載 – 特許: EP 2 190 295 B1
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電子レンジ機能付オーブン



29

ミ
ー
レ
電
子
レ
ン
ジ
機
能
付
オ
ー
ブ
ン

もくじ
電子レンジ機能付オーブンの概要� 30
主な特長� 32
調理モード/プログラム� 34
製品一覧� 38
アクセサリー� 39
用語集� 40



30



31

ミ
ー
レ
電
子
レ
ン
ジ
機
能
付
オ
ー
ブ
ン

電子レンジ機能付オーブンは、２つの高性能
の機器の長所を、高さ45cmの1台の機器にス
マートにまとめています。 本格オーブン機能
を搭載し、熱風加熱プラスのような様々な調
理モードを備えていると同時に、80～1000W
まで7段階に出力を設定できる便利な電子レ
ンジでもあります。さらに2つの機能を組み合
わせて使うこともできます。

必要に応じてモードを使い分けることが可能
で、例えば、オーブンモードでおいしいパンや
ケーキを焼き、電子レンジモードでホットチョ
コレートを作ることができます。 料理の種類
にもよりますが、両方の機能を一緒に組み合
わせて利用した場合、電子レンジ機能を利用
しない場合に比べて調理時間を30 %短縮で
きます。

個性を発揮
電子レンジ機能付オーブンの概要
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特許取得リネン加工1)とパーフェ
クトクリーン仕上げが施されたス

テンレスの庫内
電子レンジ機能付オーブンの庫内はステンレ
ス製で、特別なリネン織り模様の加工とパーフ
ェクトクリーン仕上げが施されています。 こ
れにより、従来のステンレス製庫内と比べて、
傷がつきにくく、お手入れが大幅に簡単になっ
ています。 パーフェクトクリーン仕上げは優れ
たこびりつき防止作用を持ち、調理中に庫内
に汚れをつきにくくします。

電子レンジ組み合わせモード
多用途かつ時短：電子レンジのエネルギーを
オーブンの加熱方法と組み合わせることで、
電子レンジなしで調理するときに比べて、最大
で30 %の時間を節約することができます。

クイック電子レンジ
ワンタッチでフルパワー：独立したセンサーか
ら素早く、クイック電子レンジ機能を選択でき
ます。頻繁に使用するパワーと時間を設定で
きます。

自動プログラム
豊富な自動メニューで料理を簡

単に：パン、ケーキ、お肉など、自動で調理で
きます

ポップコーンボタン
ボタンをワンタッチ:：ポップコー

ン1袋を、素早く手軽に調理できます。

フードプローブ
ストレスフリーな調理工程：フードプローブ
は、大きな塊肉の中心部の温度を正確に測定
して、残りの調理時間を表示する機能です。 
プログラムの残り時間を簡単に見ることがで
きるため、途中の過程に目を配る必要がなく
なります。肉系料理には重宝間違い無しです。
（H6800BMに搭載）

* 機種により搭載されている機能は異なります。
1) 特許: EP 1 345 474 B1

どんな便利機能をお望みですか？
ミーレ電子レンジ機能付オーブンの主な特長*
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熱風加熱プラス
理想的な柔らかさとふんわりした
軽さ：最大2段の棚を使って、穏

やかにベーキングやローストをする際に最適
です。ファンにより熱風が食材に行き渡りま
す。

上下加熱
多目的、クラシックな機能：昔か
ら愛されている伝統的なベーキン

グやロースト料理のレシピが、申し分なく出来
上がります。（H6800BMに搭載）

熱風ベーキング
サクサク生地にジューシーなトッ
ピング：ピザやキッシュ、フルー

ツタルトを、生地はサクッと上部はジューシー
に焼き上げます。（H6800BMに搭載）
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様々なレシピに、最適なプログラム設定
ミーレ電子レンジ機能付オーブンの調理モード/プログラム*

ジェントルベーキング
非常に優れたエネルギー効率：
肉汁あふれるロースト肉やベーキ

ング料理を、理想的に仕上げます。

下部加熱
様々なニーズ：トレイに水を張っ
て湯煎しながら作るプリンや、下

から焼き目をつける料理に適しています。
（H6800BMに搭載）

解凍
冷凍食品をやさしく解凍：冷凍食
品を、熱を使わない風で、理想的
にゆっくりと解凍します。

熱風グリル
表面はカリッと、中はジューシー
に：チキンや鴨肉、肉のロール焼

きなど、様々な肉料理に最適です。

グリル
素早くむらなく：短時間で料理に
きれいな焼き色を付けることがで

きます。

オートロースト
肉料理を柔らかくジューシーに：
お肉の表面を高温で焼いてから、

ローストに適した温度に自動的に下げて調理
を続けます。

急速加熱
加熱を加速したいときに使用で
きます。オーブンの予熱を早めた

い時に便利です。

自動プログラム
豊富なメニューで料理を簡単に：
パン、ケーキ、鶏肉など様々な料

理が自動で調理できます。

* 機種により搭載されている機能は異なります。
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電子レンジ＋グリル
素早い出来上がり: 肉や魚を短
時間でグリルします。

電子レンジ + 熱風グリル
ステーキやソーセージ、ケバブや
肉のロール焼きなどをスピード調

理するのに最適です。グラタンにも。

電子レンジ+オートロースト
表面は香ばしく、中はジューシー
に：肉の表面を高温で焼き目をつ

けてから、ローストに適した温度に下げて、電
子レンジ機能も使いながら調理します。

電子レンジ＋熱風加熱プラス
ベーキングやローストを時短で： 
最大2段で、穏やかに焼きあげる

ベーキングやローストを、短時間で調理するの
に最適です。

低温調理
理想的な仕上がり：この調理法
により、いろいろな種類のお肉

も、自動で美味しく仕上げることができま
す。(H6800BMに搭載）

ユーザープログラム
お気に入りレシピを保存：調理モード、温度、
プログラム時間を作成して、設定を20個まで
保存できるので、お気に入りのレシピを繰り返
し使用することができます。

電子レンジ機能
多彩な用途：調理、加熱、瓶詰、
解凍、ポップコーンなど、幅広い

用途で使用できます。

特別プログラム
作る頻度は少なくても便利な調
理方法：ドライフルーツなど、様

々なあると便利なプログラムを搭載していま
す。

* 機種により搭載されている機能は異なります。

すべてのレシピに、正しい設定
ミーレ電子レンジ機能付オーブンの調理モード/プログラム*
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製品詳細はHPでご確認いただけます。	
http://contents.miele.co.jp/a-bm
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ビルトイン電子レンジ機能付オーブン
ミーレ製品一覧

H 6400 BM （クリーンスチール）
•	ダイレクトコントロール/格納式ノブ/テキスト
+アイコン表示
•	パーフェクトクリーン/リネン加工
•	温度帯30-250℃
•	電子レンジ出力：80-1000W（7段階）
•	調理プログラム17種/ユーザープログラム
•	約60種の自動プログラム
•	ポップコーンボタン/クイック電子レンジ
•	電圧、周波数：単相200V、50または60Hz
•	定格消費電力：電子レンジ1.8kW、オーブン
2.2kW
•	付属品：ガラストレイ、コンビラック、レシピ
ブック
•	価格（税抜）：398,000円

H 6800 BM （クリーンスチール）
•	Mタッチ高解像度ディスプレイ/テキスト表示
•	パーフェクトクリーン/リネン加工
•	フードプローブ
•	温度帯30-250℃
•	電子レンジ出力：80-1000W（7段階）
•	調理プログラム22種/ユーザープログラム
•	約100種の自動プログラム
•	ポップコーンボタン/	クイック電子レンジ
•	電圧、周波数：単相200V、50または60Hz
•	定格消費電力：電子レンジ1.8kW、オーブン
3.3kW
•	付属品：ガラストレイ、コンビラック、レシピ
ブック
•	価格（税抜）：598,000円

外形寸法：W595×D565×H455.5mm、庫内容量43L

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。



純正アクセサリー品、お手入れ品は、ミーレストア（オンラ
インショップ）でもご購入いただけます。 
http://store.miele.co.jp
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電子レンジ機能付オーブン用アクセサリー

ベーキングディッシュ（小） 
HUB 61-22/HUB 62-22

ガラストレイ 
HGS 100

こびりつき防止加工。棚受けにラックを挿し込み、その
上にのせてお使いいただけます。 
※「電子レンジ」および電子レンジと組み合わせる調理
モードではご使用いただけません。
• 外形寸法：W422×D257×H86 mm
• 内寸：W380×D220×H80 mm

◎HUB 61-22：26,000円（税抜）

◎HUB 62-22：35,000円（税抜）
IHクッカーKM6329LPT、KM6379LPTでも使用可能

付属のガラストレイ

• 価格（税抜）：11,000円 

ベーキングディッシュ（大） 
HUB 61-35

ピザトレイ 
HBF 27-1

マイクロファイバークロス

ベーキングディッシュ（小）用フタ 
HBD 60-22

ホルダー 
HEG

ステンレス製
※「電子レンジ」および電子レンジと組み合わせる調理
モードではご使用いただけません。

• サイズ：W390×D235×H74 mm
• ベーキングディッシュを含む高さ：約160mm
• 価格（税抜）：16,000円

トレイやラックの出し入れに使用しま

す。価格（税抜）：3,000円

こびりつき防止加工。棚受けにラックを挿し込み、その
上にのせてお使いいただけます。
※「電子レンジ」および電子レンジと組み合わせる調理
モードではご使用いただけません。

• 外形寸法：W422×D375×H86 mm
• 内寸：W380×D345×H80 mm
• 価格（税抜）：32,000円

パーフェクトクリーン加工。ピザを焼くときに便利なトレ
イ。ラックにのせてお使いください。
 ※「電子レンジ」および電子レンジと組み合わせる調理
モードではご使用いただけません。

価格（税抜）：9,000円

100％高品質のマイクロファイバーで作られた、様々な
用途で使えるクロス。60℃で500回までのお洗濯に耐
える、破れにくくしっかりとした生地。水拭きでも乾拭
きでもきれいてにお手入れできます。

• サイズ：32×32 cm
• 価格（税抜）：1,200円

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。
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安全機能
「システムロック」機能で、小さなお子様などによる意図しない操作など
を防ぐことができます。また、運転時間の上限値を超過すると自動的に
スイッチが切れる「切り忘れ防止機能」を搭載して、安全性を高めてい
ます。

クイック電子レンジ
クイックスタート機能により、電子レンジの最大出力レベルにすぐアクセ
スでき、食事や飲み物を簡単に加熱することができます。出荷時設定の
出力レベルや時間を変更することもできます。この機能は、たとえば、夜
にカップ1杯のココアを作る場合や、哺乳瓶をすばやく温める場合など
に便利です。

クリーンスチール加工
機器前面のステンレス部には高水準のクリーンスチール加工を施されて
います。そのため、表面のお手入れが非常に簡単です。クリーンスチール
加工が施された表面は、指紋がつきにくくなっています。

自動プログラム
豊富なメニューを搭載した電子制御プログラムにより、パンやケーキ、
鶏肉なども常に理想的に調理できます。調理モードを設定したり、温度
や調理時間を選択する必要はありません。例えばお肉などをどの程度
調理するかということも指定できます。ヒーターと電子レンジの素早い加
熱のコンビネーションで、短時間で理想的な料理をお楽しみいただけま
す。

設定変更
言語、シグナルの音量やセンサーのトーンなどの出荷時設定をお好みに
合わせて変更できます。

タイマー機能
ミーレの電子レンジ機能付きオーブンには、調理の開始時刻や終了時
刻、または調理時間を設定できるタイマー機能と、キッチンタイマーとし
て使える機能が備わっています。調理の終了時刻を設定すれば、ご希望
の時刻においしい料理ができ上がるように調理プロセスが自動終了しま
す。また、停電しても、設定時刻は最長で約200時間保持されます。

電子温度制御
常に調理温度を管理しているため、温度が正確に調節されます。温度の
上下が非常に少ないので、ヨーグルトからカリッと香ばしいローストまで
幅広い料理ができ、理想的なベーキングやローストができます。

電子レンジ組み合わせモード
通常の調理モードと電子レンジ機能を併用することで、多くの料理は時
短が可能です。料理の種類にもよりますが、調理時間を最大30％短縮
できます。

特別な自動プログラム
汎用性の高いミーレの豊富な自動プログラム調理に、人気の高い国際
色豊かな定番料理も含まれています。例えばザッハートルテやキッシュ
ロレーヌといったメニューも自動で美味しく焼き上げることができま
す。

フードプローブ
大きな塊肉の中心温度を正確に測定して、残りの調理時間を表示しま
す。調理の途中で焼き具合のチェックなど、目を配る必要がなくなりま
す。フードプローブは簡単で使い勝手が良く、メニューを考えるのが楽し
くなります。（H6800BMに搭載）

ポップコーンボタン
ボタンひとつで簡単に、美味しいポップコーンを作ることができます。
時間とワット数は100 gのポップコーン用に最適化されています。お客様
のお好みに合わせてプログラムの時間を変更することができます。

ユーザープログラム
最大20種類の自分だけのプログラムを作成して保存可能です。調理モー
ド、温度、時間をそれぞれ設定して登録できるので、頻繁に作る料理用
のユーザー設定プログラムを、ボタン1つで呼び出すことができます。ま
た、調理がうまくいったときの設定をプログラム登録しておけば、後から
そのプログラムをボタン1つで実行できます。

余熱利用
フードプローブを使用する場合や調理時間をプログラムする場合、エネ
ルギー効率がさらに向上します。ミーレの電子レンジ機能付オーブン
は、早めに電源をオフにして、余熱を利用して調理工程を完了します。

リネン加工（特許）1)とパーフェクトクリーン仕上げのステンレス製庫内
ステンレス製の庫内はミーレならではの特別な加工が施されているた
め、通常のステンレス庫内のオーブンに比べて傷がつきにくく、またお手
入れが大幅に楽になっています。これにより、調理中に庫内に汚れがこ
びりつきにくくなっています。

冷却システムとクールフロントドア
ミーレ電子レンジ機能付きオーブンは、どの面も熱くならないように設
計されています。操作パネルやハンドル、隣接するキャビネットに触れて
もやけどをしないように安全策を講じています。また、多層のガラスパネ
ルによりオーブンのドアが効果的に断熱して、ドアの表面が熱くなりす
ぎないように保ちます。

用語集
ミーレ電子レンジ機能付オーブンの特徴と機能

1) 特許: EP 1 345 474 B1
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スチームオーブン
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キッチンをさらに魅力的に
ミーレ スチームオーブンの概要

他のシステムとは異なり、ミーレスチームオー
ブンのスチームジェネレーターは、庫内ではな
く外側に装備しています。これにより調理プロ
セスにおいて、スチーム量が理想的、温度が
最適、調理時間が量に左右されない、加熱ス
ピードが速い、など多くのメリットをもたらしま
す。また、カルキがスチームオーブン内に付着
しないので、お手入れが簡単です。

スチームの生成は庫外で

スチームオーブン
ミーレのスチームオーブンでは、美味しくヘルシーなお料理をお楽しみいただけます。 
W60 ×H45 cmサイズで、ミーレの電気オーブンに加えてお使いいただく機器として最適です。ま
た、高さ14 cmのミーレグルメビルトインドロワーと組み合わせると、60 x 60 cmの開口部にフィッ
トします。 調理のバリエーションも広がります。

グルメビルトインドロワーの詳細については、次の章をご覧ください。

マルチスチーム 
庫外に配置されたスチームジェネ

レーターによる豊かで理想的なスチーム

本格的な電気オーブンの機能を備えた 
大容量庫内サイズのスチームオーブン
ミーレスチームオーブンは、電気オーブンとス
チームクッカーが持つ多彩な機能を搭載して
います。さらに、ハイエンドな電気オーブンの
さまざまな調理モードや、有線のフードプロー
ブを備えています。大容量の庫内に湿度のコ
ンビネーションが加わり、スチームオーブン
は、優れたオールラウンダーになっています。
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どんな便利機能をお望みですか？
ミーレスチームオーブンの主な特長

本格的な電気オーブンの機能と
組み合わせモードを備えたスチ

ームオーブン
様々な機能を１つの機器に: 無限に広がる組
み合わせのオプションで、理想的な調理、ロー
スト、ベーキングを実現します。

マルチスチーム
お好みの味を極めることができ

ます - ミーレスチームオーブンは、幅広い調
理の機能を搭載し、オーブンやクッカーとの併
用に最適です。 食材を蒸すためにかかる時
間と、茹でるためにかかる時間は同じなので、
今までの調理の習慣を変える必要はありませ
ん。 前菜、スープ、魚、肉、野菜、付け合わせ
料理、デザートを別々に調理することも、1回
の食事メニューを一度に調理することもできま
す。 ミーレのスチームオーブンなら、かため
や柔らかめなど、様々なお好みに合わせて料
理を仕上げることができます。 ミーレのマル
チスチームテクノロジーや庫外でのスチーム生
成により、理想的な仕上がりになります。 ６
つのスチーム噴出孔により、短時間でスチーム
を生成し、すばやく加熱されます。 また、スチ
ームが行き渡るので、食材を均一な仕上がり
にします。

大容量の庫内
ゆったりとした空間: 丸鶏や魚丸ごと一尾など
をそのまま調理できるサイズです。複数段を使
って、同時に調理することもできます。

電動式リフトアップ操作パネル
画期的で便利: 操作パネルはワ

ンタッチで開閉し、開けると水タンクと水受け
コンテナが現れます。従来は庫内の横にある
水タンクが庫外の上部にある構造で、運転中
に水がなくなってもドアを開けずに給水でき
るので、庫内の温度が下がりません。庫内も
ゆったりと使用できます。

コンビネーション調理
表面は香ばしく、中はジューシー: 例えば、水
分と熱風を組み合わせることで、素晴らしい
仕上がりのベーキングとローストを実現するこ
とができます。

フードプローブ
ずっと目を配っている必要はありません: フー
ドプローブは、大きな塊肉やターキーなどの
中心部の温度を正確に測定して、カウントダウ
ン表示をする昨日です。肉系調理には重宝間
違いなしです。
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熱風加熱プラス
申し分のない柔らかと軽さ：複数
の段ですばやく優しくベーキング

やローストを行うのに最適です。

野菜
自然の恵みを最大限に：スチームで穏やかに
加熱することで風味を封じ込め、ヘルシーな
食事をご用意できます。

コンビモード/熱風加熱プラス
理想的な仕上がり：湿度を追加
することで、パンや肉料理が美味

しく仕上がります。

コンビモード/グリル
外はこんがり、中はジューシー：脂肪分が多い
魚や肉にはこの調理モードが最適です。

コンビモード/上下加熱
上から下まで十分に加熱：パンを焼くのに最
適です。

すべてのレシピに最適な設定
ミーレのスチームオーブンで楽しむ料理と調理モード/プログラム

付け合わせ料理 
欠かせない食材：じゃがいも、米、パスタは非
常に栄養価が高く、スチーム調理との相性も
抜群です。

肉 
柔らかくてジューシー：スチーム調理は、肉に
含まれる栄養素をしっかりと保持します。

魚/シーフード 
心身ともに健康に：スチーム調理は魚を理想
的に加熱し、風味を保つことができます。

真空調理（Sous-vide）
究極の味覚： 肉、野菜、果物、魚などを真空
調理できます。
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上下加熱
多目的な伝統的機能：昔ながら
のベーキングやローストのレシピ

が申し分のない出来上がりになります。

グリル
大量にグリルする時に：ステーキ
やソーセージ、ケバブ、さっと焼き

たい肉などを同時にたくさんグリルする時に
使用します。

エコノミーグリル
少量のグリル向けの設計：ステー
キやソーセージなどを少量グリル

する際に最適です。

特別プログラム
あると便利な調理プログラム: ド
ライフルーツ用の「乾燥」など、

あると簡単便利な特別プログラムを搭載して
います。

ケーキプラス
常により良く：シュー生地、ソーダ
ブレッド、ケーキミックスのために

開発された、特別なベーキングプログラム。

上部加熱
素晴らしい仕上がり： グラタン
や、上部を美味しく焼いたり焼き

目をつける調理に適しています。

熱風グリル
表面はカリッと、中はジューシー: 
鶏肉、鴨肉、肉のロール焼きな

ど、様々な肉料理をクリスピーに仕上げます。

下部加熱
個別のニーズ：湯煎や下側から焼
き色を付けることができます。

熱風ベーキング
生地はサクサク、ジューシーなト
ッピングをのせて：ピザやキッシ

ュ、フレッシュなフルーツタルトなどにぴった
りです。



製品詳細は、HPでご確認いただけます。	
http://contents.miele.co.jp/a-dgc

50

ビルトインスチームオーブン
ミーレ製品一覧

DGC 6800 （クリーンスチール）
•	Mタッチ高解像度ディスプレイ/テキスト表
示/	電動式リフトアップ操作パネル
•	マルチスチーム/庫外スチームジェネレータ
ー/パーフェクトクリーン
•	フードプローブ/ハロゲンランプ2灯
•	温度帯30-225℃/スチーム温度帯40-100℃
•	調理プログラム24種/約200の自動プログラ
ム/ユーザープログラム
•	単相200V、50/60Hz、定格消費電力2.7kW
•	付属品：ユニバーサルトレイ/コンビラック/
DGGL12/DGGL20/DGG20、フレキシクリッ
プ、レシピブック
•	価格（税抜）：840,000円

外形寸法W595×D573×H455.5mm、庫内容量48L/3段

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。	
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純正アクセサリー品、お手入れ品は、ミーレストア（オンラ
インショップ）でもご購入いただけます。 
http://store.miele.co.jp
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スチームオーブン用アクセサリー

穴なし容器 
DGG 2

フタ 
DGD 1/3

穴なし容器 
DGG 20

総容量2.5L／利用可能容量2.0L
サイズ：W325×D175×H65 mm

ラックにのせてお使いください。
• 価格（税抜）：5,500円

サイズ：W325×D175 mm

DGG 2およびDGG 7に対応
• 価格（税抜）：4,000円

総容量2.4L／利用可能容量1.8L
サイズ：W450×D190×H40 mm

• 価格（税抜）：9,000円

穴なし容器 
DGG 3

フタ 
DGD 1/2

穴あき容器 
DGGL 12

穴あき容器 
DGGL 20

穴なし容器 
DGG 7

総容量4.0L／利用可能容量2.8L
サイズ：W325×D175×H100 mm

ラックにのせてお使いください。
• 価格（税抜）：8,500円

総容量4.0L／利用可能容量3.1L
サイズW325×D265×H65 mm

ラックにのせてお使いください。
• 価格（税抜）：8,000円

サイズ：W325×D265 mm

DGG 3に対応
• 価格（税抜）：4,000円

総容量5.4L／利用可能容量3.3L
サイズ：W455×D390×H40 mm

• 価格（税抜）：10,000円

総容量2.4L／利用可能容量1.8L
サイズ：W450×D190×H40 mm

• 価格（税抜）：9,000円

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。
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スチームオーブン用アクセサリー

穴あきユニバーサルトレイ 
HBBL 71

フレキシクリップ 
HFC 71

棚受け取付式の引き出しレール。トレイやラックを1段
ずつスムーズに出し入れできます。 
DGC6800、パーフェクトクリーン加工の60cm幅電気オ
ーブン対応。

• 対応機種：DGC6800、H6260B
• 価格（税抜）：24,000円

DGC6800、60cm幅オーブン用。
パーフェクトクリーン加工。穴があいているので熱のま
わりが良く、パンやピザなど底をきつね色に仕上げたい
場合に向いています。

• 対応機種：DGC6800、H6860BP、H6461BP、H6260B
• 価格（税抜）：12,000円

ベーキングディッシュ（小） 
HUB 5000 M/HUB 5001-M

DGC6800、60cm幅オーブン用。こびりつき防止加工。 
棚受けに直接挿し込んでお使いいただけます。 
• 外形寸法：W448×D268×H86 mm
• 内寸：W380×D227×H80 mm
• 対応機種：DGC6800、H6860BP、H6461BP、H6260B

◎HUB 5000 M：26,000円（税抜）

◎HUB 5001-M：35,000円（税抜）
IHクッカーKM6328LPT、KM6379LPTでも使用可能

ベーキングディッシュ（大） 
HUB 5000 XL

ベーキングディッシュ（小）用フタ 
HBD 60-22

ステンレス製

• サイズ：W390×D235×H74 mm
• 価格（税抜）：16,000円

DGC6800、60cm幅オーブン用。こびりつき防止加工。 
棚受けに直接挿し込んでお使いいただけます。

外形寸法：W448×D386×H86 mm
内寸：W380×D345×H80 mm
対応機種：DGC6800、H6860BP、H6461BP、H6260B
価格（税抜）：32,000円

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。

カルキ除去剤

スチームオーブンのカルキ除去用。

内容量：50g×6個
• 価格（税抜）：1,900円

コンビラック 
HBBR 71

ユニバーサルトレイ 
HUBB 71

パーフェクトクリーン加工のラック。

• 価格（税抜）：11,000円

オーブン用ユニバーサルトレイ。 
パーフェクトクリーン加工。

• 価格（税抜）：13,000円
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タイマー機能
開始時刻と終了時刻を設定、または調理時間を設定することができま
す。停電時には最大200時間、時計機能は維持されます。電力が回復す
ると、ディスプレイに現在時刻が表示されるので、再度設定する必要は
ありません。  

電動式リフトアップ操作パネル
アイコンをワンタッチするだけで操作パネルを自動で開閉できます。操
作パネルの裏には、貯水タンクと水受けタンクがあり、操作パネルを開
くと、タンク部が前方に動き、簡単に取り出すことができます。運転中に
水がなくなったり、貯水タンクがいっぱいになっても、庫内のドアを開け
ることなく、水を補充したり、排水を空にすることができるので、庫内の
温度が下がりません。さらに庫内を広 と々使用することができます。

パーフェクトクリーン仕上げ
スチームオーブンの庫内は特別なリネン構造とミーレ独自のパーフェクト
クリーン加工が施されたステンレスでできています。これにより、従来の
ステンレスの庫内に比べて傷がつきにくく、お手入れが大幅に楽になって
います。パーフェクトクリーン仕上げは汚れがこびりつきにくい性質に優
れているので、調理中に汚れがつくのを防ぐことができます。

パーフェクトクリーン加工の豊富なオプションアクセサリー
ステンレス製のスチーム調理容器に加えて、スチームオーブンでは、パー
フェクトクリーン仕上げのユニバーサルトレイやフレキシクリップ、コンビ
ラックをお使いいただけます。こびりつきにくい仕上げが施されている
ので、お手入れも簡単。ベーキングディッシュ、追加のフレキシクリップ、
穴あきベーキングトレイは、ミーレ・センター（直営ショールーム）、販売
代理店、ミーレストア（直営オンラインショップ）からご購入いただけま
す。

ハロゲンライト
ハロゲンライトが庫内を明るく照らすため、中が良く見え、調理中の状況
も確認しやすくなっています。ハロゲンライトは庫内のサイドパネルに平
らに組み込んであるので、お手入れも簡単です。

フードプローブ
焼き具合は機械が監視： フードプローブは大きな塊肉やターキーなど
のローストの芯温を正確に計測し、調理の残り時間をお知らせします。
調理プロセスにずっと目を配っている必要がなく、肉系料理には重宝間
違いなしです。

分量に左右されない調理
一人前の料理を作る場合も家族全員のために作る場合も、食材が冷凍
されていても生でも、同じ食材であれば調理時間はいつも同じです。食
材の重さをはかったり、調理時間を計算したりする必要はありませ
ん。※もち米など一部は時間が異なる場合があります。

保温機能
調理時間が終了すると、料理は最大15分間、おいしさを損なうことなく
自動的に保温されます。そのため、誰かが食事に遅れてもお料理が冷め
ずに適温に保たれます。

安全機能
ボタン１つで機器をロックできるシステムロック機能で、小さなお子様が
うっかりスイッチをいれてしまうような不測の事態を防止できます。また
プログラムの動作中に誤って設定を変えられないように、センサーロッ
ク機能を搭載しています。さらに運転時間の上限値を超過すると自動的
にスイッチが切れる切り忘れ防止機能が作動して、安全性を高めていま
す。

クリーンスチール加工
スチームオーブン前面のステンレス部には、高水準のクリーンスチール
加工が施されています。汚れや指紋がつきにくく、お手入れが簡単で
す。

コンビネーション調理
スチームとその他の調理モードの組み合わせを自在に選択可能: 温度
（40℃～225℃）と湿度（0%～100%）は個別に調整ができ、連続して6
回まで変更可能です。自由度が非常に高いので、理想的なベーキングと
ローストができます。

3段調理
スチームオーブンでは、異なる料理でも、最大3つの段で同時にスチー
ム調理ができます。においや味が他の食品に移ることがなく、多くの料
理を1度のプロセスで調理することができ、時短や省エネにつながりま
す。スチームにより、味や香りも保たれます。

湿度センサー
ミーレの湿度センサーは庫内の湿度レベルを測定し、適正に調整しま
す。料理に元々含まれている水分も配慮されます。オーブン庫内の環境
は、それぞれの料理に合わせて常に最適な状態に調節されます。

自動プログラム
さまざまな料理を調理できる自動プログラムで、毎日の食事の準備がよ
り簡単になります。温度と調理時間を選択する必要はありません。パン
や肉のお好みの焼き目具合や調理時間をそれぞれ選択して、いつでも
理想的な仕上がりを実現できます。味にこだわる食通も納得する簡単な
方法です。

自動メニュー調理
自動メニューを使った調理では、最大3つの自動プログラムを組み合わ
せることができます。温度、調理時間、料理を追加する順番は自動でコ
ントロールされます。各食材を庫内にいれるタイミングを機器がお知ら
せするので、すべて同時に仕上げることができます。それによりストレス
無く、理想的なタイミングで調理できます。

真空調理（Sous-vide)
真空調理では、食材を真空包装にいれてゆっくりと低温で調理します。
調理中に水分が蒸発せず、食材の外観、形、ミネラル、ビタミンが保たれ
ます。

ステンレス製オーブン庫内
独創性を発揮できるゆったりとした空間: ミーレスチームオーブンの大
容量48Lの庫内には、十分なスペースがあるので、丸鶏や魚丸ごと一尾
など、大きな食材も調理できます。プロ仕様に匹敵する高品質のステン
レス製で、庫内はさびがつかず、お手入れも簡単です。

用語集
スチームオーブンの特徴と機能
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本格的なオーブン機能を備えたスチームオーブン
従来の本格オーブン機能とスチームクッカーの利点を備えたスチームオ
ーブンは、様々なお料理のニーズに応えます。熱風加熱プラスや上下加
熱、グリルといった通常の電気オーブンの調理モードも多く搭載してい
ます。湿度と乾いた熱の組み合わせで、素晴らしい仕上がりのベーキン
グとローストを実現するコンビモードで、その多様性を実感していただけ
ます。

マルチスチーム
マルチスチームは強力なスチームジェネレーターと、６つのスチーム噴出
孔からの最適な分布を実現しています。スチームジェネレーターにより、
素早く均一にスチームが行き渡り、庫内を短時間で加熱することができ
ます。スチームが庫内を隅 ま々で満たし、空気を追い出します。これによ
り、食材はスチーム調理をした後も、スチーム調理前と同じ良好な外観
を保ちます。

水受けコンテナ
水受けタンクは、凝縮した余分な蒸気を集め、庫内環境を最適に保ちま
す。庫内のお手入れがとても簡単になります。

冷却システムとクールタッチフロント
スチームオーブンの前面と周囲温度を低く抑えます。操作パネルやハン
ドル、隣接するキャビネットを触っても熱くありません。このシステム
は、操作パネルに蒸気が凝縮することを防ぎ、機器表面やハンドルの接
触温度を低く保ち、やけどを防ぎます。
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グルメビルトインドロワー
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多様な組み合わせにマッチ
ミーレグルメビルトインドロワーのデザイン、サイズ

ミーレ ビルトイン調理機器とぴったりと調和する2種類のデザインをご用意しています。

グルメな引き出し式ウォーミングドロワー
食器を温める機能に加えて、グルメビルトイン
ドロワーはお料理をサーブに最適な温度に保
ったり、肉や他の食材を理想的に仕上げる低
温調理機能を備えています。

ご使用のミーレ機器にぴったり合うサイズです。

幅60cm、高さ14cmのドロワー
グルメビルトインドロワーは、高さ45cmのビル
トイン電子レンジ機能付オーブンやスチーム
オーブン、コーヒーマシンの下に組み合わせる
ことで高さ60cmの開口への設置が可能で
す。 高さ60cmのオーブンと高さ45cmの機種
を横に並べるときは、広いラインでミーレのロ
ゴがあるESW6114、高さ45cmの機種同士を
横に並べる時は、細いラインのESW6214をお
選びください。

デザインスタイル

サイズ
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4つの調理モード
多目的に使用: カップやお皿を温めたり、料理
をサーブに最適な温度で保温したり、低温調
理したりと個別のニーズに合わせることができ
ます。

低温調理でどんなお肉も素晴ら
しい仕上がりになります。

低温調理は一流のシェフたちが日常使用して
いるプロの調理法です。お肉は、柔らかく香り
豊かでジューシーに仕上がり、栄養素が高い
レベルで保たれます。優れたシェフたちは、こ
の調理法を活用した料理を長年にわたって生
み出してきましたが、今日ではご家庭にも浸透
しつつあります。低温調理は、調理のプロセス
に目を配る必要がなく、ゆっくりと他の準備に
とりかかることができる、ストレスフリーな調
理法です。また、加熱後にお肉を寝かせる必
要はありません。低温で肉汁が均一に分散さ
れるため、お肉は調理直後にスライスできま
す。

タッチコントロール
シンプルで便利: プログラムの選

択は、お手入れ簡単なフラッシュタッチパネル
に触れるだけ。

タイマー
加熱時間を設定: グルメビルトインドロワーに
は、4時間まで設定できるタイマーが備わって
おり、設定した時間が経過すると、自動的にオ
フになります。

フルオープン式
シンプルで実用的: ドロワーを奥まで引き出
し、簡単に物を出し入れできます。

Push2open（プッシュ2オープン）機能
簡単オープン: 軽く押すだけで、ドアが開きま
す。

どんな便利機能をお望みですか？
グルメビルトインドロワーの主な特長
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様々なメニューにぴったりの調理法
ミーレグルメビルトインドロワーの幅広い用途

朝食のシリアル
一日のスタートを、美味しいシリアルの朝食で
しっかりと。

魚
魚は心身の健康に良い食べ物です。低温調理
で風味良く仕上げます。

サイドディッシュ
低温調理でじっくり加熱したサイドディッシュ
は、メニュー全体のバランスをとるのに最適で
す。

ラム肉・鶏肉
低温調理は、これらの肉を穏やかに加熱する
ので、ジューシーで柔らかい仕上がりになりま
す。

牛肉
低温調理は、牛肉の風味を引き出し、理想的
に調理をすることができます。

デザート
デザートの甘い誘惑。たとえば、メレンゲに
も。

頼もしいキッチンのパートナー
ミーレのグルメビルトインウォーマーは、幅広
い用途に使用できます。ドロワー内で食器を
予熱したり、料理をサーブの適温に保つことが
できるだけでなく、調理にもお使いいただけ
ます。ミーレグルメビルトインドロワーには4つ
目の機能として、お肉や他の食材をストレスな
く調理できる低温調理モードを搭載していま
す。ウォーミングドロワーとしては珍しい機能
ですが、ミーレのドロワーは調理時にその実力
を発揮します。長時間、設定された低い温度
をキープすることができるなど、このドロワー
には多くの機能が備わっています。

低温調理
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チョコレートを溶かす
ケーキを作る際などのチョコレートを適温で
溶かす作業にぴったりで、なめらかに仕上げま
す。

米を膨らませる
さまざまなバリエーションがあり、特にライス
プディングに最適です。

ゼラチンを溶かす
溶かしたゼラチンを使うと、理想的なパンナコ
ッタを作ることができます。

解凍
食材の質を落とすことなく、おだやかに解凍
します。

ヨーグルトを作る
朝食やデザートにぴったりな、ヨーグルトの発
酵にも便利です。

イースト生地の発酵
イースト生地はドイツ風クランブルケーキ、ビ
スケットやピザに最適です。想定よりも簡単に
準備できます。

その他の用途



製品詳細はHPでご確認いただけます。	
http://contents.miele.co.jp/a-esw
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グルメビルトインウォーマー
ミーレ製品一覧

ESW 6114 （クリーンスチール）
•	庫内容量：食器セット6人分
•	タッチコントロール
•	幅広ロゴ入りライン/	ハンドルレス	
•	40°C～85°C/	4つの調理モード
•	低温調理
•	収容可能高さ：8cm/耐荷重25kg
•	プッシュオープン式
•	ソフトクローズ機能
•	100V、50/60Hz、定格消費電力0.7kW
•	価格（税抜）：198,000円

ESW 6214 （クリーンスチール）
•	庫内容量：食器セット6人分
•	タッチコントロール
•	細めライン/	ハンドルレス	
•	40°C	～	85°C/	4つの調理モード
•	低温調理
•	収容可能高さ8	cm/耐荷重	25kg
•	プッシュオープン式
•	ソフトクローズ機能
•	100V、50/60Hz、定格消費電力0.7kW
•	価格（税抜）：198,000円

外形寸法	W595×D571×H141mm

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。	
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フルオープン式
ミーレのビルトインドロワーは、収納部をすべて前に引き出せるので、出
し入れがしやすくなっています。

容量
大容量のミーレドロワー: 最大6人分の食器を予熱できます。来客が多く
ても、しっかり対応できます。 

4つの調理モード
グルメビルトインドロワーの4つの調理モード：カップとお皿の保温、料
理の保温、低温調理。ビルトインウォーマーは簡単に使用でき、さまざ
まなニーズに応えます。

温度を自由に選択可能
ミーレのグルメビルトインドロワーでは、お好みに合わせて、選択したモ
ードの温度範囲内で、カスタマイズ設定ができます。

切り忘れ防止機能
作動時間が上限の12時間を超えると、グルメビルトインドロワーのスイッ
チが自動的に切れます。機器のスイッチを切り忘れた場合でも安心で
す。

クールフロント
ミーレのドロワーのすべての面は熱くなりすぎません。これにより、操作
部、ハンドルや隣接するキャビネットなどは触っても問題ない温度をキ
ープしています。またフロント部分の構造により、前面の温度も熱くなら
ず、やけどを防ぐ安全策を講じています。

クリーンスチール加工
ミーレのステンレス色シリーズの調理機器のステンレス部には、高品質の
クリーンスチール加工が施されています。この加工により、表面を簡単
に、特殊な洗剤を使わずにきれいに保つことができます。また、指紋が
つきにくくなっています。

滑り止めマット
滑り止めマットは、食器が滑って動いてしまうのを防ぎます。簡単に取り
外して洗浄することができます。

ソフトクローズ機能
引き出し部が優しく静かにしまるように、特別な緩衝装置を搭載してい
ます。

タイマー
グルメビルトインドロワーには、4時間タイマーが搭載されています。これ
により、時間を心配したり、気にしたりせず食事をお楽しみいただけま
す。プログラムされた時間が過ぎると自動的にオフになります。

タッチコントロール
ミーレグルメウォーミングドロワーは、ガラス製スクリーンのフラットなタ
ッチパネルで操作することができます。使いやすく、お手入れも簡単で
す。

低温調理
低温調理は料理のプロが愛用する本格的な調理法で、お肉を柔らか
く、風味豊かでジューシーに仕上げることができます。栄養素は高いレ
ベルで保たれます。お肉を寝かせる必要はありません。肉汁が均一に分
散されるため、お肉は調理直後にスライスできます。

Push2open（プッシュ2オープン）機能
ハンドルの無いミーレのグルメビルトインドロワーは、ミーレの他のビル
トイン調理機器と美しく調和します。プッシュ2オープン機能により、ド
ロワーは手でも、また、食器を運んでいて手がふさがっている時は、体
のほかの部分で、軽く押して開けることができます。スプリング機構によ
り、ドロワーはしっかり広く開くので、出し入れや操作がしやすくなってい
ます。

お役立ち情報の詳細
ミーレドロワーの用語
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IHクッカー・電気クッカー、コンビセット
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※画像は日本仕様とは異なります。
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ミーレIH・電気クッカー
IHクッカー・電気クッカーの加熱方法の違い、サイズ

IHクッカー - 熱効率が良く高火力。磁力線の
働きで鍋底を発熱。

電気クッカー - ラジエントヒーターが加熱時
に赤くなります。余熱も有効利用できます。

加熱方法の違い

クラシック – 幅約60 cmで、3～4つの調理ゾ
ーンを搭載した従来型のサイズ

エクストララージ – 幅約90 cmの機器に、4つ
横並びの調理ゾーン

サイズ

※画像は日本仕様とは異なる場合があります。



70

調理を楽にする、操作パネルとデザイン
ミーレ IHクッカー・電気クッカーのフレームデザイン、操作パネル、調理ゾーン*

操作パネル 多様な調理ゾーン

イージーコントロールプラス 
（KM6115に採用）

調理ゾーン - 様々な直径の鍋に対応 
※画像は日本仕様とは異なります。

ダイレクトセレクション（KM6328LPT、 
KM6311LPT、KM6200、KM6201に採用）

ダイレクトセレクションプラス
（KM6379LPTに採用）

PowerFlex（パワーフレックス） 
※画像は日本仕様とは異なります。

ワイドプロトゥルーディング - スリムなライン
のステンレスフレームがアクセントになるデザ
イン（KM6328LPTに採用）。

フラットオンセット - ステンレスの縁取りと高
品質なセラミックガラスの組み合わせ
（KM6115、KM6200、KM6201に採用）

四辺全てに斜めカットを施したオールベベル
ドエッジ（KM6379LPTに採用）

フレームデザイン

両サイドが斜めカットの上品なサイドベベルド
エッジ（KM6311LPTに採用）

2) 機種により異なります。



2) EP 2001267 (特許技術)
※画像は日本仕様と異なる場合があります。 71
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ミーレクッカーのパワーとスピード

特許取得 高速調理2)

（電気クッカーに搭載）

ツインブースター 
（IHクッカーに搭載）

PowerFlex（パワーフレックス） 
（KM6379、KM6328に採用）



72



73

ミ
ー
レ
IH
・
電
気
ク
ッ
カ
ー

どんな便利機能をお望みですか？
ミーレIHクッカー・電気クッカーの主な特長1)

ツインブースター
パスタ用など、大量の水を早く沸かしたいとき
に便利な機能。必要に応じて、連結した2つの
調理ゾーンの火力を1つの火力に結合して最
大火力レベル9よりも高い火力で素調理がで
き、高性能を発揮します。（IHクッカーに搭
載）

ダイレクトセレクション
すべての調理ゾーンにおいて、数字キーパッド
を押すだけの直感でわかりやすい火力レベル
とタイマー設定。�
（�KM6238LPT、KM6311LPT、KM6200、�
KM6201に採用）

PowerFlex（パワーフレックス）
円形の鍋やフライパン、または楕

円や長方形の大きな鍋やキャセロールなど様
々な形状の鍋に対応。急いで大量のお湯を沸
かしたいときは、このゾーンの中央に丸型の鍋
を置いて、ブースターIIをオンにすると、最大
5.9kWの高火力ゾーンになります。
※画像は日本仕様とは異なります。

特許取得 高速調理3)

ミーレの高速調理機能付電気ク
ッカーは、素早い立ち上がりが特長です。革
新的なテクノロジーにより、高速調理ゾーンで
は温度到達時間を最大35％�抑えています4)。
ヒーターエレメントの動作や効率的な温度コ
ントロールによって実現しています。（電気クッ
カーに搭載）

1)�機種により異なります。
3)�EP�2001267�(特許技術)
4)�15年間使用したミーレ電気クッカーとの比較

周囲のものを映し出す、滑らかなセラミックガ
ラスの表面と、流麗なデザインを持つミーレ
のクッカーは、キッチンを単なる作業場では
なく、洗練された優美なスペースに演出しま
す。隅々まで美しく仕上げが施されたクッカ
ーは、斬新な4口横並びのIHクッカーをはじ
め、魅力的なデザインからお選びいただけま
す。

IHクッカーは、磁力線の働きで鍋底を発熱さ
せます。立ち上がりが早く、鍋の外に熱を逃が
さないので、熱効率が良く、高火力なのが特
長です。調理ゾーンの外側は熱くなりにくいの
で、安全性に優れ、お手入れも簡単です。鍋底
のサイズを自動的に認識しますので、必ず調
理ゾーンにあわせたサイズの鍋をご使用くだ
さい。
電気クッカーは、セラミックガラスの下にある
立ち上がりの早いラジエントヒーターが加熱
時に熱くなります。鍋底を均一に加熱して調
理するので、食材をおいしく素早く調理でき、
余熱も有効利用できるので経済的です。

ダイレクトセレクションプラス
各調理ゾーンにおいて、9段階の

火力レベルが一目でわかる簡単設定。各調理
ゾーンは電源がオンの時数字が浮かび上が
り、オフ時は消える、実用と繊細さを兼ねた
デザイン。（KM6379LPTに採用）



製品詳細は、HPでご確認いただけます。	
http://contents.miele.co.jp/a-kmcs
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IHクッカー

電気クッカー

KM 6311 LPT（IH3口）
• サイドべべルドエッジ/ライトプリント
• 外形寸法：W670×D510×H54mm
• ダイレクトセレクション/火力調節9段階
• ブースター：シングル2口/ツイン1口
• タイマー：1分～9時間
• Stop&Go/自動加熱/保温機能
• 過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 左：Ø18-28cm、手前右：Ø10-16cm
• 後方右：Ø14-20cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：310,000円

KM 6379 LPT（IH4口/PowerFlex×1）
• オールべべルドエッジ/ライトプリント
• 外形寸法：W916×D416×H51mm
• ダイレクトセレクションプラス/火力9段階
• PowerFlexゾーン最大出力5.9kW
楕円や長方形の鍋にも対応
• ブースター：シングル2口/ツイン2口
• タイマー：1分～9時間
• Stop&Go/自動加熱/保温機能
• 過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 左：Ø14-20cm、右：Ø10-16cm
• 中央左/中央右：Ø15-23cm
• PowerFlex：Ø22-23cm/15ｘ23-23-39cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：410,000円

KM 6328 LPT（IH4口/Powerflex×2）
• ステンレスフレーム（ワイドプロトゥルーディ
ング）/ライトプリント
• 外形寸法：W626×D526×H52mmm
• ダイレクトセレクション/火力調節9段階
• PowerFlexゾーン最大出力5.9kW
楕円や長方形の鍋にも対応
• ブースター：ツイン4口
• タイマー：1～99分
• Stop&Go/自動加熱/保温機能
• 過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 手前左/奥左/手前右/奥右：Ø15-23cm
• PowerFlex：Ø22-23cm/15×23-23×39cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：380,000円

KM 6115（IH4口）
• ステンレスフレーム（フラットオンセット）
• 外形寸法：W574×D504×H52mm
• イージーコントロールプラス/火力調節9段階
• ブースター：シングル3口/ツイン1口
• タイマー：1分～9時間30分
• 自動加熱/保温機能
• 過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 手前左：Ø16-23cm、後方左：Ø10-16cm
• 手前右/後方右：Ø14-20cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：280,000円

KM 6200（電気4口）
• ステンレスフレーム（フラットオンセット）
• 外形寸法：W574×D504×H46mm
• ダイレクトセレクション/火力調節9段階
• 高速調理ゾーン：ダブルサークル1口
• タイマー：1分～9時間
• Stop	&	Go/自動加熱機能
• 過熱防止/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 手前左：Ø18cm、後方左/手前右；Ø14.5cm
• 後方右：Ø12cm/Ø21cm（ダブルサークル）
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：184,000円

KM 6201 （電気3口）
• ステンレスフレーム（フラットオンセット）
• 外形寸法：W574×D504×H46mm
• ダイレクトセレクション/火力調節9段階
• 高速調理ゾーン：トリプルサークル1口
• タイマー:1分～9時間
• Stop	&	Go/自動加熱機能
• 過熱防止/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 左：Ø14.5/Φ21/Ø28cm(トリプルサークル)
• 手前右：Ø14.5cm、後方右Ø18cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.3kW
• 価格（税抜）：200,000円	

IHクッカー、電気クッカー
ミーレ製品一覧

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。	
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※価格や仕様は予告無く変更することがあります。

純正アクセサリー品、お手入れ品は、ミーレストア（オンラ
インショップ）でもご購入いただけます。 
http://store.miele.co.jp 

ベーキングディッシュ（小） 
HUB 5001-M

セラミック・ステンレスクッカー用クリーナー

こびりつき防止加工。 
IHクッカーのPowerFlexゾーンまたはオーブンの棚受け
に直接挿し込んでお使いいただけます。 
• 外形寸法：W448×D268×H86.5 mm
• 容量：約5L　（8～10人分）
• 対応機種： KM 6379 LPT、KM 6328 LPT 

H6860BP、H6461BP、H6260B
• 価格（税抜）：35,000円

セラミックやステンレスのクックトップ専用クリーナー。
頑固にこびりついた油汚れをやさしく取り除きます。

• 内容量：250mL
• 価格（税抜）：1,200円

マイクロファイバークロス

ベーキングディッシュ（小）用フタ 
HBD 60-22

ベーキングディッシュ（小）用 
HUB 62-22

セラミックプレート専用スクレーパー

ステンレス製。 
※ 「電子レンジ」および電子レンジと組み合わせる調理
モードではご使用いただけません。

• サイズ：W390×D235×H74 mm
• ベーキングディッシュを含む高さ：約160mm
• 対応機種： KM 6379 LPT、KM 6328 LPT、 

H 6800 BM、H 6400 BM、 
H6000シリーズの幅60cm電気オーブン

• 価格（税抜）：16,000円

こびりつき防止加工。IHクッカーのPowerFlexゾーンま
たは電子レンジ機能付オーブンのラックにのせてお使
いいただけます。※「電子レンジ」および電子レンジと
組み合わせる調理モードではご使用いただけません。

• サイズ：W422×D257×H86.5 mm
• 容量：約5L （8～10人分）
• 対応機種： KM 6379 LPT、KM 6328 LPT 

H 6800 BM、H 6400 BM
• 価格（税抜）：35,000円

セラミックガラス製クッカー用のスクレーパー。食品の
こびりついた汚れをきれいにそぎ落とします。

• 価格（税抜）：1,800円

専用替刃（10枚入り）も販売しております。
• 替刃（10枚入り）：1,800円（税抜）

100％高品質のマイクロファイバーで作られた、様々な
用途で使えるクロス。60℃で500回までのお洗濯に耐
える、破れにくくしっかりとした生地。水拭きでも乾拭
きでもきれいにお手入れできます。

• サイズ：32×32 cm
• 価格（税抜）：1,200円
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自動加熱
煮込み料理などに最適。自動加熱機能をオンにすると、調理ゾーンは
最大火力になり、一定時間が経過すると元の設定した火力レベルに自
動的に下がります。これにより、火力を下げ忘れや料理を焦げつきを防
ぎ、省エネにもなります。

Stop & Go
操作部をワンタッチするだけですべての調理ゾーンの火力を最小レベル
の1に下げることができます。目を離している隙に焦げたり、吹きこぼれ
たりすることを防ぐので、急な電話や来客などで短時間クッカーから離
れたい時に便利です。用事が済んだ後は、再び操作部にタッチすること
で元の火力に戻すことができます。（KM6115を除く） 

セーフティロック／システムロック
クッカーには本体や調理ゾーンの電源を誤ってオンにしたり、設定を変
えたりできないようにロック機能を備えています。誤作動やお子様のい
たずらを防ぐ安全機能です。

設定オプション
クッカーの基本設定をお好みに合わせて簡単に変更できます。例えば、
センサーの反応速度を変更したり、火力レベルを17段階に拡張すること
ができます。

タイマー
クッカーにタイマーが搭載されていることで、調理のストレスが軽減しま
す。設定した調理時間が経過すると、自動的にスイッチがオフになりま
す。また、クッカーの機能とは関係なくキッチンタイマーとして単独で使
用することもできます。

ダイレクトセレクション
すべての調理ゾーンを中央の数字キーパッドで操作できます。火力レベ
ルと時間を直感的に、すばやく直接選択できます。 タイマー設定も簡
単です。（KM6328LPT、KM6311LPT、KM6200、KM6201に採用）

ダイレクトセレクションプラス
火力レベルと時間をすばやく直感的に選択できます。調理ゾーンごとに
バックライト付きの数字が表示されます。電源がオフになっているとき、
数字ディスプレイは表示されないので、シンプルで洗練された外観にな
ります。（KM6379LPTに採用）

ツインブースター（IHのみ）
IHクッカーの調理ゾーンにはツインブースター機能またはシングルブース
ター機能が搭載されています。まるで火力をそれぞれに振り分けられる
ように柔軟性に富んだ機能です。必要に応じて、連結した2つの調理ゾ
ーンの火力を1つに結合して非常に高い火力で調理ができます。ブース
ター機能をオンにすると最大10分または15分（機種により異なります）
火力が上がり、大量の液体や食品を短時間で加熱することができま
す。

鍋サイズセンサー（IHのみ）
IHクッカーでは、調理ゾーンによって鍋のサイズが検知され、そのエリア
のみ加熱されます。これによってエネルギーを効率的に使用することが
できます。

安全機能
ミーレのクッカーには、「過熱防止」、「切り忘れ防止」「鍋なしOFF（IH
クッカーのみ）」「セーフティロック」といった、様々な安全策を講じてい
ます。詳細は各項目をご覧下さい。

安全で効率的
IHクッカーは鍋のサイズを検知して加熱するため無駄が無く効率的。ま
た鍋の外側が熱くなりにくいため、安全性に優れています。

イージーコントロールプラス
手前の操作部中央の＋ －スイッチですべての調理ゾーンの火力レベル
を調節。キッチンタイマーもシンプル操作。（IHクッカーKM6115に採
用）

エネルギー効率
ミーレのクッカーは、時間だけでなくエネルギーも節約できるように設
計されています。ラジエントヒータータイプの電気クッカーと比較して、ミ
ーレのIHクッカーが加熱に使う電力は最大で30％少なくなっています。
しかし、ミーレの電気クッカーは、エネルギーを有効利用する方法も知
っています。短時間で立ち上がる高速調理機能では、従来のラジエント
クッカーよりも加熱が約35％短縮*されますが、エネルギー消費量はほ
ぼ変わりません。（ヨーロッパ仕様）

お手入れ簡単なセラミックガラス
セラミックガラスはお手入れが簡単です。滑らかな表面で、飛び散りや
汚れを簡単にすばやく取り除くことができます。IHクッカーでは調理ゾ
ーンの外側のガラス表面が熱くなりにくく、料理が焦げつきにくいので、
お手入れが簡単です。

過熱防止機能
クックトップのセラミックガラスが熱くなり過ぎると、自動的に火力を弱
める、あるいはオフになります。

切り忘れ防止機能
火力ごとに最長連続使用時間が設定されています。電源スイッチをオン
にしたまま操作をせず、一定の時間が経過するとセンサーが「切り忘
れ」と判断し、自動的に電源が切れます。

高速調理
ミーレの高速調理機能付電気クッカーは、ヨーロッパ仕様では世界最速
で、素早い立ち上がりが特長です。ミーレ独自の革新的な3コーポーネン
ト技術により、高速調理ゾーンを使用した場合、温度到達時間を最大
35 ％*短縮できます。これは、ヒーターの高度なタイミング調整機能、高
い定格出力、そして効率的な温度制御によって実現しています。（電気ク
ッカーに搭載）

様々なタイプの鍋に使える調理ゾーン
IHクッカーは底に磁石がつくものであれば、円形の鍋やフライパンはも
ちろん、パワーフレックス搭載機種では楕円や長方形のキャセロール等
もお使いいただけます。

用語集
ミーレクッカーの特徴と機能
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鍋なしOFF（IHのみ）
IHクッカーの調理ゾーンは、適した材質の鍋が置かれている時にのみ稼
働するので、鍋が置かれていない場合や鍋の材質が適していない場合
は、電源がストップしたりオフになったりします。

PowerFlex（パワーフレックス）
PowerFlexゾーンは、様々な用途に使用できます。円形の鍋やフライパ
ン、または楕円や長方形の大きな鍋やキャセロールをお使いいあだけま
す。最大5.9 kWのブースターII出力で大量のお湯を沸かしたいときも、
卓越した速さで沸騰します。また、PowerFlexが、ミーレのテスト実証済
みのツインブースター技術を搭載していることは言うまでもありませ
ん。

保温
この機能により、量に関わらず、料理を適温に保温することができます。
鍋底の温度をインテリジェントに監視するため、鍋底に常に気を配って
いなくても食品の温度を保つことができます。これにより、他の料理の
準備に集中することができます。

余熱表示
ミーレのクッカーには、各調理ゾーンに余熱インジケータが搭載されて
おり、電源を切ってもまだ調理ゾーンが熱い間は、表示パネルに3本の
ラインが表示されます。温度が冷めるにつれて1本ずつラインが消灯。
調理後、電源を切ってもまだ熱い調理ゾーンにうっかり触ってしまった
り、熱に弱いものを調理ゾーン上に置いてしまうのを防ぐことができま
す。余熱を効率的に使用することで、エネルギーを節約することもでき
ます。

*15年間使用したミーレ電気クッカーとの比較。
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お客様のニーズにぴったりのラインアップ
ミーレ コンビセットシリーズ

電気クッカー・IHクッカー

サイズ

熱源タイプ

ミーレのコンビセットは、機能美あふれるデザインと、多彩で魅力あふれる選択肢が目を惹きます。スタンダードなIHや電気クッカーは、毎日のお料
理に、使いやすい熱源です。

電気クッカー
調理ゾーンは、ガラスセラミックのすぐ下にあ
るヒーターエレメントにより加熱されます。加
熱されると、調理ゾーンが赤く光ります。幅
288mm（2口）と幅576mm（4口）の2タイプを
ご用意しています。

IHクッカー
IH調理では、磁力線の働きで鍋底を発熱させ
ます。鍋のサイズは自動的に認識されるので、
エネルギー損失がほとんどなく効率的に加熱
できます。また、調理ゾーンの周囲は熱くなら
ないので、安心して料理ができます。さらに、
ミーレのIHクッカーには、利便性を高めるため
の高度な機能が多く備わっています。

鍋の数を最小限で調理される方にも、たくさ
んの調理器具を使って豪華な食事を手早く用
意される方にも、ご要望にお応えできるよう、
コンビセットの電気クッカーは、2種類の幅を
ご用意しています。他のコンビセットシリーズ
の機器と、さまざまに組み合わせてお好みの
調理スペースをお作りいただけます。

幅288 mm
幅576 mm（電気クッカー4口のみ）

お好みに合わせて機器を組み合わせること
で、クックトップを自在にカスタマイズできま
す。
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自由自在に組み合わせ
ミーレ コンビセットの魅力的な製品群

バーベキューグリル
肉や魚、野菜をひときわおいしくグリルするこ
とができます。グリルゾーンが手前と奥で2つ
あり、ゾーンごとに火力調節できるので、調理
と保温を同時に行うことが可能です。グリル
調理の際に水を使うので、ジューシーな仕上
がりになります。また、ラバロック（溶岩石）を
使うと、野外バーベキューのような、本格的な
風味や香りをお楽しみいただけます。

フライヤー
外側がパリッとした香ばしい料理を作る場合、
フライヤーが便利です。油が目的の温度に達
すると、温度インジケータが表示されるので、
安全に調理でき、カラッと美味しく仕上がりま
す。アクリルアミドの発生も抑えます。また、揚
げ物調理以外に、別売のパスタインサートを
使用すれば、パスタをすばやく簡単にゆでるこ
とができます。

ミーレは特別なご要望にお応えして、バーベキューグリルやフライヤーといった製品もご用意して
います。コンビセットで、お料理の喜びの新境地を発見してください。
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どんな便利機能をお望みですか？
ミーレ コンビセットシリーズの主な特長

製品の幅
製品の幅は2種類です。4口電気クッカー
CS1134Eのみ576mmで、他はすべて288mm
です。お客様のニーズに合わせて組み合わせ
が可能です。

ステンレスフレーム
統一されたフレームデザインで、どのコンビセ
ット機器同士を組み合わせても、常に美しく
調和します。

ダイヤル
金属製のノブダイヤルは、コンビセットシリーズ
のデザインにぴったり合い、引き立てあいま
す。統一感があり、また使いやすさにも優れて
います。

傾斜付き操作パネル
理想的な見やすさ: 操作パネルは人間工学に
基づいて設計されているので、楽に操作でき
ます。

インジケーター表示
安全で高効率: 機種により最大3種類のインジ
ケータが備わっています。機器の稼働中や、ク
ックトップの表面がまだ熱いときなどに点灯し
てお知らせします。機種により表示内容は異
なります。

ミーレのコンビセットシリーズは、スタイルと利
便性において特筆すべき点があります。各機
器が独立して機能するのではなく、まるですべ
てが1つであるかのように見えます。隣接して
設置することで、統一感のあるエレガントな
雰囲気を醸し出します。どのようなキッチンで
も、デザインが際立ちます。
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IHクッカー

CS 1212 I （IH2口） 
•	ステンレスフレーム/ライトプリント
•	外形寸法：W288×D520×H104mm
•	ダイヤル式/火力調節9段階
•	ブースター：シングル1口/ツイン1口
•	自動加熱/保温機能
•	過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能	
＜調理ゾーン直径＞
•	前:	Ø10-16cm、後：Ø16-23cm
•	単相200V、50/60Hz、定格消費電力3.4kW
•	価格（税抜）：230,000円

コンビセット
ミーレ製品一覧

電気クッカー

CS 1112 E （電気2口）
•	ステンレスフレーム/ライトプリント
•	外形寸法：W288×D520×H104mm
•	ダイヤル式/火力調節12段階
•	2口（ダブルサークル1口）
•	過熱防止機能	
＜調理ゾーン直径＞
•	前：	Ø14.5cm
•	後：	Ø10/Φ18cm（ダブルサークル）
•	単相200V、50/60Hz、定格消費電力2.8kW
•	価格（税抜）：186,000円

CS 1134 E （電気4口）
•	ステンレスフレーム/ライトプリント
•	外形寸法：W576×D520×H89mm
•	ダイヤル式/火力調節12段階
•	4口（ダブルサークル2口）
•	過熱防止機能	
＜調理ゾーン直径＞
•	手前左：Ø10/Ø18cm（ダブルサークル）
•	後方左/手前右：Ø14.5cm
•	後方右：Ø10/Ø18cm（ダブルサークル）
•	単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.5kW
•	価格（税抜）：246,000円



製品詳細は、HPでご確認いただけます。	
http://contents.miele.co.jp/a-kmcs	
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バーベキューグリル フライヤー

CS 1312 BG
•	ステンレスフレーム
•	外形寸法：W288×D520×H130mm
•	ダイヤル式/火力調節12段階
•	過熱防止機能
•	鋳鉄製グリルラック
•	2ゾーン/前1.4kW、後1.4kW
•	単相200V、50/60Hz、定格消費電力2.8kW
•	価格（税抜）：206,000円

CS 1411 F
•	ステンレスフレーム
•	外形寸法：W288×D520×H237mm
•	ダイヤル式/温度調節80-200℃
•	油槽容量：3～4L
•	持ち上げ可能ヒーター
•	過熱防止機能
•	フライ用バスケット
•	※フライヤーとフタは接続していません
•	単相200V、50/60Hz、定格消費電力2.5kW
•	価格（税抜）：236,000円

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。	



純正アクセサリー品、お手入れ品は、ミーレストア（オンラ
インショップ）でもご購入いただけます。 
http://store.miele.co.jp
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コンビセット用アクセサリー

CSPE 1300　パスタインサート セラミックプレート専用スクレーパー

CS 1411 Fフライヤー専用。
油の代わりに水をはって、パスタや野菜を茹でるのに、
便利なインサートです。フタ付き。

• 価格(税抜）：34,000円

IHクッカー、電気クッカーのセラミックガラス製トッププ
レート用のスクレーパー。食品のこびりついた汚れをき
れいに削ぎ落とします。

• 価格（税抜）：1,800円

専用替刃（10枚入り）も販売しております。
替刃（10枚入り）：1,800円（税抜）

ミーレ ケアプロダクト

ミーレ純正のケア（お手入れ）用品。
クックトップのクリーナーやクロスなど、コンビセット機
器に最適なお手入れ用品をご用意しています。
販売店やミーレストア（公式オンラインショップ）でお
求めいただけます。

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。 
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鍋なしOFF
IHクッカーの調理ゾーンに何も乗せないで電源を入れたり、鍋のサイズ
や材質が合わない場合や、調理ゾーンから鍋を下ろした場合には、鍋な
しOFFのサインが点滅します。3分以内に使用に適した鍋を乗せると点
滅は消え、通常通り使用可能です。（CS1212Iに搭載） 

保温機能
調理直後の温かい料理を保温する機能です。量に関わらず、料理を適
温に保温することができます。IHクッカーが鍋底の温度をインテリジェ
ントに監視するため、鍋底に常に気を配る必要がなく、他の料理の準備
に集中することができます。最大2時間後に自動的に電源が切れます。
（CS1212Iに搭載）

インジケーター表示
コンビセットシリーズの各機器には、機種により最大3つのインジケータ
ーランプ（稼動、余熱表示など）のあるディスプレイを備えています。安
全性や効率性を高めています。

過熱防止装置
空焚きなどで機械の温度が異常上昇すると過熱防止装置が働き、自動
的に火力を下げたり、電源がオフになります。バーベキューグリルでは、
グリルトレイの水位が下がると過熱防止装置が作動し、自動的に電源が
オフになります。

切り忘れ防止
スイッチを切り忘れた場合に備えて、設定された火力での最大加熱時
間が超過した後も火力レベルが変更されない場合は、自動的に電源が
オフになります。

傾斜付き操作パネル
統一されたコンビセット外観のデザイン特徴の1つである操作パネルは
人間工学に基づいた傾斜を採用しています。これにより、動作が簡単に
なり、デザイン性にも優れます。

自動加熱機能
お好みの火力レベルで自動過熱機能をONにすると、一度最大火力にな
り、一定時間を経過するともとの設定した火力レベルに戻ります。煮込
み料理などに便利な機能です。（CS1212Iに搭載）

ステンレスフレーム
ミーレ コンビセットシリーズは、全機種同じデザインのステンレスフレー
ムを備えています。そのため、すべてのコンビセットシリーズの機器は、
美しく組み合わせることができます。

セーフティスイッチオフ
バーベキューグリルでは、グリルヒーターが引き上げられた状態では加
熱されないようになっています。フライヤーは、油槽の最低ラインまで満
たされていないときや、空のまま電源を入れたときは自動的に電源がオ
フになります。

製品の幅
製品の幅は2種類です。4口電気クッカーCS1134Eのみ576mmで、他は
すべて288mmです。お客様のニーズに合わせて組み合わせが可能で
す。

ダイヤル式操作ノブ
プレミアムな金属製のダイヤルは、プロ仕様のような外観を呈していま
す。

チャイルドロック
小さなお子様などがうっかり電源を入れてしまうのを防ぐため、機種に
よりチャイルドロックが搭載されています。（CS1212Iに搭載）

ツインブースター
ミーレ独自の技術です。IHクッカーの最大火力レベル9よりも強い火力
で加熱します。強い火力、高い熱効率、素早い立ち上がりで大量の水を
短時間で沸かしたいときなどにとても便利です。ブースター作動中はイ
ンジケーターの中央のランプが点灯してお知らせします。（CS1212Iに搭
載）

用語集
ミーレ コンビセット
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芳醇なコーヒーの香りはお好きでしょうか？ミーレのコーヒーマシンは、
コーヒー好きのためにぴったりの一台です。趣味でバリスタをやってい
る人にも、フォームミルクがお好きな人にもご堪能いただけます。お気
に入りのドリンク片手にカフェでくつろぐのと同じように、ご家庭でお楽
しみいただけます。ミーレなら、いつでも簡単に。

エスプレッソや、コーヒー、カプチーノ、ラテマキアートを飲みながらのく
つろぎのひとときはいかがでしょうか。ミーレは最適な製品をご用意して
います。

全自動コーヒーマシン（グラインダー式）
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空間を美しく演出
ミーレ コーヒーマシンの概要

オートカップセンサー
ミーレ独自の「カップセンサー」は、カップの高さに合わせて抽出口の高
さを自動調整するため、最適な温度でコーヒーが抽出できます。抽出口
にはLED証明が施され、カップを美しく照らしてスタイリッシュな雰囲気
を演出します。

フリートデザイン
単体ではトールキャビネットの高さ45cm、下にグルメビルトインドロワー
を組み合わせると高さ60cmの開口に美しく収まります。単体でももちろ
ん、ミーレG6000シリーズ調理機器と並べても美しく連なる「フリートデ
ザイン」が特長です。G6000シリーズのすべての製品群は、機器前面が
一貫したデザインであるので、上下に配置しても、横に並べても常に調
和が生まれます

パーソナルカスタマイズシステム
コーヒー豆から挽くグラインダー式で、豆の量、挽き方、抽出温度、蒸ら
し時間、ミルクの量など、お好みに沿って設定できます。朝の忙しい時
間、寛ぎの時間、おもてなしなど、あらゆるシーンで、ご自分とご家族・
ご友人それぞれのお好みをカスタマイズして、究極の味をお楽しみくだ
さい。
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ラテマキアート
濃厚なエスプレッソに、ホットミルクとフォーム
ミルクを加えたものです。（ドリンクメニュー
搭載）

カフェラテ
カプチーノと異なり、ホットミルクとエスプレッ
ソで作られます。（ドリンクメニュー搭載）

リストレット
リストレットは、濃く、強いエスプレッソです。
エスプレッソを少量のお湯で抽出します。

エスプレッソ
際立った強い風味とたっぷりのクレマが特徴
です。（ドリンクメニュー搭載）

カプチーノ
エスプレッソに、クリーミーに泡立てた温かい
フォームミルクを加えたものです。（ドリンクメ
ニュー搭載）

コーヒー
水と挽きたてのコーヒー豆だけを使って作られ
ます。（ドリンクメニュー搭載）

芳醇な味と香りがもたらす上質で豊かな時間を。
ミーレのコーヒーマシンでお楽しみいただける様々なドリンクのご紹介

エスプレッソマキアート
カプチーノの弟的存在 - エスプレッソにフォ
ームミルクをトッピングします。

カプチーノ イタリアーノ
まずエスプレッソを抽出して、その後泡立てた
ミルクをカップに注いで作ります。

コーヒーロング
通常のコーヒーよりも量が多いので、お気に入
りのマグカップを満たします。（ドリンクメニュ
ー搭載）
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カフェオレ
フランスのカフェオレは、通常、コーヒーと泡
立てミルクを満たしたボウルで提供されま
す。

フラットホワイト
カプチーノのアレンジの1つ。ミルクを空気の
孔が滑らかにきめ細かくなるまで泡立て、エス
プレッソの表面に薄く注ぎます。

カフェアメリカーノ
ロングブラックとは異なり、最初にエスプレッ
ソを抽出して、そこにお湯を注ぎます。

お茶
お湯機能のみを使用して、緑茶、紅茶、ハーブ
ティーなどのティードリンクもお楽しみいただ
けます。気分を変えたい時に。（「お湯」はド
リンクメニューに搭載）

ロングブラック
お湯の上にダブルエスプレッソを抽出して作り
ます。

ホットミルク / フォームミルク
ココアパウダーと一緒に、チョコレートドリンク
としてお楽しみいただけます。（ドリンクメニュ
ー搭載）
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コーヒーを愉しむための様々な機能
ミーレ ビルトイン全自動コーヒーマシン（グラインダー式）の主な特長

使いやすさ
指先で軽やかに直感操作。Mタッチディスプ
レイで、スマートフォンのように、スムーズに直
感的に操作できます。

お手入れ簡単
簡単ステップで機器を衛生的に: 取り外し可
能なパーツや自動洗浄機能により、清潔さを
保ちやすい設計です。

OneTouch for Two（ワンタッチフォーツー）
フルオートで出来上がり: ワンタッチでドリン
クを同時に2杯抽出。時間を短縮でき、2人同
時にコーヒーを愉しめます。

様々なドリンク
コーヒー通のための様々なバリエーション: エ
スプレッソ、コーヒー、カプチーノ、ラテマキア
ートなど9種類のドリンクメニューを搭載。お
湯メニューを使って、お茶もワンタッチで
OK。

カップセンサー1)

理想的な距離: カップセンサー機
能はカップの縁を認識し、それに合わせて中
央抽出口の位置を調節します。

1) 特許: EP2454977B1

至福のコーヒーとの最適な調和
コーヒーマシンの全てのコンポーネントが互い
に最適に連動することで、ただのドリンクでは
なく、至上のコーヒー体験をご体験いただく 
- これこそが、ミーレです。CVA6800は、コーヒ
ー豆を極めて穏やかに挽きます。インテリジェ
ントな抽出技術により、豆の香りを余すところ
なく引き出し、理想のコーヒーを実現します。
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製品詳細はHPでご確認いただけます。	
http://contents.miele.co.jp/a-cva

ビルトインエスプレッソマシン；外形寸法W595×D487×H455.5mm

CVA 6800 （クリーンスチール）
•	Mタッチ高解像度ディスプレイ
•	テキスト表示
•	OneTouch	for	Two
•	オートカップセンサー
•	ドリンクメニュー9種類
•	10人分のユーザープロフィール登録
•	抽出温度/蒸らし設定
•	コーヒー豆量/抽出量設定
•	イージークリックミルクシステム
•	自動洗浄機能
•	コンフォートドア
•	アロマチックシステム
•	ブリリアントライト
•	コーヒー豆コンテナ容量：500ｇ
•	ガラ受けコンテナ容量：15杯分
•	水タンク容量：2.3Ｌ
•	ドアヒンジ：左（交換不可）
•	電圧、周波数：100V、50/60Hz
•	定格消費電力：1.5kW
•	価格（税抜）：598,000円

全自動エスプレッソマシン（グラインダー式）
ミーレ製品一覧



純正アクセサリー品、お手入れ品は、ミーレストア
（オンラインショップ）でもご購入いただけます。 
http://store.miele.co.jp
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お手入れ品、アクセサリー品

カルキ除去剤

マイクロファイバークロス MB-CVA 6000　ふた付きミルクジャグ

カルキ除去剤。
1回の洗浄につき、2個のタブレットを使用します。

• 内容量：50 g×6個
• 価格（税抜）：1,900円

ミーレ製品のステンレスや操作部の汚れをふき取るのに
便利なクロス。100％高品質のマイクロファイバー製
で、60℃で500回までのお洗濯に耐える、破れにくくし
っかりとした生地。水拭きでも乾拭きでもきれいにお手
入れできます。

• サイズ：32×32cm
• 価格（税抜）：1,200円

ミーレ グラインダー式コーヒーマシンCVA6800専用の
ミルクジャグ

• 価格（税抜）16,000円

ミルクパイプ用洗剤コーヒーマシン用洗浄剤

ミルクパイプの脂や乾いたミルクをしっかりと洗い流
し、お手入れします。

• 内容量：3.7 g×100包
• 価格（税抜）：3,200円

抽出ユニットの油分除去に使用します。
1回の洗浄につき、1個の錠剤を使用します。

• 内容量：2.8 g×10個
• 価格（税抜）：1,900円

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。
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ミルクジャグ - 理想的なフォームミルク
ミルクジャグを使えば、ホットミルクやフォームミルクをすぐに作ること
ができます。ホットミルクやクリーミーなフォームミルクが、わずか数秒
間で、カップやグラスに直接注がれます。食器洗い機で簡単に洗浄する
こともできます。

ユーザープロフィール - お好みのドリンクを登録
お好みのドリンクをユーザープロフィールに登録し、あとは、ミーレのコ
ーヒーマシンにお任せください。最大10人まで、ユーザープロフィールを
作成でき、1人につき9種類のドリンクを設定できます。それぞれのプロフ
ィールには、コーヒーの抽出量、抽出温度、豆の量、ミルクの有無といっ
たドリンクのパラメーターがすべて含まれます。至福のコーヒーをご家庭
でいつでもお楽しみください。

OneTouch for two（ワンタッチフォーツー）
この機能を使うと、ボタンをワンタッチするだけで2杯の美味しいコーヒ
ードリンクを同時に作ることができます。プログラムは自動的に開始され
ます。抽出にかかる時間が減るため、仲間と美味しいコーヒーを楽しむ
時間を増やすことができます。

アロマチックシステム-濃厚なコーヒーの香り
水圧が増すと抽出ユニットが拡張され、コーヒーと水がしっかり混ざり
合い香りがより広がります。薫り高い芳醇なコーヒーをお愉しみいただ
けます。

イージークリックミルクシステム
ミルクを入れるミルクジャグは簡単に本体前面にドッキングでき、取り
外しもスムーズ。透明なグラスは、お手入れがしやすく、ミルクの残りも
一目でわかります。

カップセンサー1) - 特許機能
センサーがカップの高さを認識し、それに合わせて中央の抽出口のポジ
ションを自動調節します。理想的な位置で注ぐことにより、飛び散りを
防ぐだけではなく、最適なコーヒーの温度と極上のクレマが保たれま
す。ミルクを追加した後、中央抽出口は汚れないように1 cm上昇しま
す。

コンフォートクリーン - 食洗機対応
コンフォートクリーンにより、製品を簡単に清潔に保つことができます。
水タンクやガラ受けコンテナなど、コーヒーマシンのパーツの多くは、食
器洗い機で洗浄できます。お手入れが簡単なので、機器を良好な状態に
保つのに役立ちます。

コンフォートドア
ミーレのコーヒーマシン独自の構造により、機器前面を広く開いて、水タ
ンク、ガラ受けコンテナ、水受けトレイに簡単にアクセスすることができ
ます。出し入れしやすく便利です。

自動洗浄機能 - お手入れ簡単
内部を洗浄する自動洗浄機能を搭載。機器の衛生を保ち、軽木の付着
を防ぎます。ミルクを使用したプログラムの後は、常に自動でミルクライ
ンのすすぎが行われます。 コンフォートクリーンと相俟って、効率的な
洗浄機能が、衛生的で素晴らしい香りのコーヒーを実現します。

操作方法 - 卓越した使いやすさ
直感的に操作できるMタッチディスプレイにより、お気に入りのコーヒー
ドリンクを、わずか数回のタッチでご堪能いただけます。

抽出ユニット - 取り外し簡単
抽出ユニットは、自動でコーヒーを抽出するために最も重要なパーツで
す。簡単に取り外して洗うことができるので、清潔に保たれ、いつでも一
貫して高品質のコーヒーをお楽しみいただけます。また、機器を長くお
使いいただけることにつながります。

パーソナルカスタマイズシステム
コーヒーの種類や香りの強さに応じて、コーヒー豆の量、抽出温度、蒸ら
し、豆挽きの粗さ、抽出量、コーヒー/ミルク/泡立てミルクの構成量を、
お好みでカスタマイズできます。これにより、コーヒー豆の種類や焙煎方
法に関わらず、お好みのコーヒーを理想的な香りで抽出することができ
ます。いつでも理想的なコーヒーをご堪能いただけます。

ブリリアントライト - コーヒーを美しく演出
LED照明がやわらかくカップを照らし、スタイリッシュで心地良い空間
を演出します。 
 

用語集
ミーレ 全自動コーヒーマシン（グラインダー式）

1) 特許: EP2454976B1, EP2454977B1
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持続可能性への責任
すべての企業活動の中心

未来の世代に対する責任。これ以上にミーレにとっての持続可能性を
表現する言葉はありません。ミーレは120年近くに渡り、他のブランドを
凌ぐ耐久性、信頼性、資源とエネルギー効率を考慮した製造方法によ
り、高性能で利便性に優れた製品を開発し、お届けしてきました。ミー
レ製品は、互いに尊敬しあい、正当な評価を受けた献身的な社員によ
って、製造されています。ミーレのサプライチェーンでは、社会的・環境
的スタンダードを順守することを重視しています。私たちは、ミーレの業
務に関係する人々や機関と協力的な対話を続けています。

この立場は、ミーレが、国連グローバルコンパクト持続可能性イニシアチ
ブに加盟し、国際社会のスタンダードSA8000に基づく証明書を有し、
労働機会の平等のための「多様性憲章」に署名していることからも明ら
かです。品質、環境、エネルギー管理のためのISOスタンダードや、健康
と職業の安全のためのスタンダードに基づく証明書は、環境保護、製造
および社員の保護の点で最良の未来を実現するための体系的な枠組み
を提供しています。

ミーレは、持続性や、品質意識、人 と々自然環境に対する高潔さ、敬意、
責任と同様に持続可能性を大切にしています。その結果、ミーレは、ドイ
ツ サステナビリティ賞2014と、B.A.U.M環境意識賞2014を受賞しまし
た。

www.miele.com/sustainability にて、持続可能性について 
ミーレの取り組みの詳細をご覧いただけます。
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ミーレの品質
Immer besser-常により良いものを

ミーレは品質、イノベーションそして製品開発の面で知られています。ま
た世界的なプレミアムブランドとして確立し、高い評価をいただいており
ます。この成功のための礎は、創業者のカール・ミーレとラインハルト・
ツィンカンによって打ち立てられました。創業者たちは、今日も生き続け
る「常により良く (Immer besser) 」という指針をもって、「長期的成功
は、製品の品質が優れていると完全に確信できる場合にのみ実現す
る」という企業理念に凝縮しました。ファミリーカンパニーとして、ミーレ
は120年近い歴史の中で、この信念を常に持ち続けることによって、この
業界において、世界的にも比類ないポジションを確立しました。

品質
優れた技術、独自の機能性、そして突出した耐久性。これらの価値がミ
ーレ製品を真にプレミアムな機器にしています。創業以来、ミーレは優
れた家庭用機器と衛生面において卓越していることを実証してきまし
た。ミーレの機器は大いに信頼することができます。このことは、社内ラ
ボでのテストと、究極的にはご家庭での長年の使用によって保証されて
います。
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ミーレ延長保証
最大10年間の延長保証

最大限ご安心いただくための、ミーレ延長保証
耐久性、最適な利便性、プレミアムな品質を備えたミーレ製品をご購入
いただくことは、最高の選択をしたともいえます。新しいミーレ機器に、
最大限の安心をお望みですか？ミーレは最大10年間の特別延長保証
を、お支払い1回にてご提供しています。

2年間のメーカー保証期間の間に、3年（計5年間）または8年（計10年
間）の延長保証を購入していただくこともできます。

ミーレだけの保証サービス
ミーレは、3年（計5年間）の延長保証から、最大計10年間の総合的な
延長保証までを提供している唯一のメーカーです。

ミーレだけの保証サービス
この延長保証期間中は、誤った意図や重過失によるものでない限り、故
障の修理費をいただきません。

無償での機器交換
修理に必要な費用が多額すぎる場合、無償で新しい機器と交換しま
す。

柔軟な対応
2年間のメーカー保証期間中に、いつでもご契約いただくことができま
す。

すばやく確実
修理の際は、高度な技術を身に着けたミーレの専門サービス技術者が
すばやく確実なサポートを提供します。

ミーレ保証
価格は、1製品のみが対象となります。
5年保証（延長3年）: 1保証あたり税抜き40,000円/45,000円（洗濯乾
燥機） 
10年保証（延長8年）: 1保証あたり税抜き70,000円/85,000円（洗濯乾
燥機）

次のミーレ製品に、最大10年*（*2年間のメーカー保証を含む）の特別
な延長保証をお選びください。

全自動洗濯機、衣類乾燥機、食器洗い機、スチームクッカー、スチーム
オーブン、電気オーブン、電子レンジ機能付オーブン、グルメビルトイン
ウォーマー、電気クッカー、IHクッカー、コンビセット

冷蔵庫、コーヒーマシンと掃除機は含まれておりません。

ミーレ延長保証の詳細については、www.miele.co.jp　または、ミーレ・
コンタクトセンター 0120-310-647（固定電話のお客様）または、0570-
096-300（携帯・PHSのお客様）でご確認ください。

※画像は日本仕様とは異なります。
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ミーレ製品を購入することは、耐久性に優れ
た品質の選択でもあります。そして、もしお客
様がサポートを必要とする場合は、ミーレサー
ビスがすばやく信頼できるサポートを提供し
ます。 
 
ミーレのサービスの質は、顧客調査によって
定期的にチェックされています。 
 
ミーレが定義するパーフェクトなサービスは、
技術的に問題が発生した際に単に専門スタッ
フをご訪問させるだけにはとどまりません。私
たちは、機器の設置や機器の使用に関するあ
らゆる場面で徹底的なサポートを提供しま
す。
 
いつもおそばに。
ミーレの技術者と選び抜かれたサービスパー
トナーは、全国に担当者を有しているため、短
時間でご自宅まで伺うことができます。

熟練
ミーレの技術者はミーレ機器を修理するスペ
シャリストであり、すばやく専門的な修理を行
うことができます。

効率的
ミーレの特別なPC故障診断システムは、故障
をすばやく特定し、90％以上の故障を初回で
修理します。

交換部品を確実に供給
ミーレの純正スペアパーツは、伝説的なミーレ
品質を備えているだけでなく、機器のご購入
から長年経過した後でも、入手可能となってい
ます。

お気軽にお問い合わせください
www.miele.co.jp　または、お電話にてお気
軽にご依頼ください。 
0120-310-647（固定電話） 
0570-096-300（携帯・PHS） 
お電話受付時間 
月曜-金曜　9:00～17:30 
（土日・祝日を除く） 
サービスの詳細については、ウェブサイト 
（www.miele.co.jp) でご覧いただけます。

アフター 
サービス

迅速なサービスをご提供
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ミーレ・ジャパン株式会社
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-24-12
オリックス目黒ビル4F
Tel. 03-5740-0030（代）
Fax. 03-5740-0035
www.miele.co.jp

ミーレ･センター目黒
東京都目黒区目黒2-10-11目黒山手プレイス
Tel. 0120-310-793（通話無料）
営業時間：11:00～18:00
定休日：毎週水曜（祝日にあたる場合は営業
し、翌日休業）、臨時休業有り
※電話予約優先

ミーレ・センター表参道
〒107-0062
東京都港区南青山4-23-8
Tel. 0120-310-724（通話無料）
営業時間：11:00～18:00
定休日：毎週水曜、（祝日にあたる場合は営業
し、翌日休業）、臨時休業有り
※電話予約優先

ミーレ・コンタクトセンター
（お客様コールセンター）
・固定電話のお客様
Tel. 0120-310-647（フリーダイヤル）
・携帯・PHSのお客様
Tel. 0570-096-300（ナビダイヤル）
受付時間：月～金9:00～17:30
（土日祝日を除く）
E-mail: info@miele.co.jp

ミーレストア（公式オンラインショップ）
https://store.miele.co.jp

YouTubeチャンネル
Youtube.com/MieleJapanCorp

•  製品の価格や定格、仕様は改良などのため、予告なしに一部変更することがございます。また、仕様変更による機種の製造中止および
在庫状況等の都合により、予告なしに販売が打ち切りとなる場合があります。

• 印刷の色は、実際の製品の色と多少違うことがあります。ご了承ください。
•  このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。販売店でおわかりにならないときは、ミーレ・コンタクトセンターへお尋ね

ください。

ミーレ・グループ
(A) Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS) Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B) N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN) Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH) Miele AG, Spreitenbach
(CL) Miele Electrodomésticos Ltda., 
 Santiago de Chile
(CN) Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ) Miele spol.s.r.o., Brno
(D) Miele & Cie. KG, Gütersloh
(DK) Miele A/S, Glostrup/Copenhagen
(E) Miele S.A., Alcobendas/Madrid
(EST) Miele SIA Eesti filiaal, Tallinn
(F) Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB) Miele Company Ltd., Abingdon
(GR) Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athens
(H) Miele Kft., Budapest
(HK) Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR) Miele d.o.o., Zagreb
(I) Miele Italia S.R.L., Eppan
(IND)  Miele Appliances India Private Ltd.,  

New Delhi
(IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin
(J) Miele Japan Corp., Meguro-ku/Tokyo
(KZ) Miele Liability Partnership, Almaty
(L) Miele s.à r.l., Luxembourg
(LT) SIA "Miele" Lietuvos filialas, Vilnius
(LV) Miele SIA, Riga
(MEX) Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N) Miele AS, Nesbru/Oslo
(NL) Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ) Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)  Miele Portuguesa Lda.,  

Carnaxide/Lisbon
(PL) Miele Sp. z o. o., Warsaw
(RO) Miele Appliances S.R.L., Otopeni
(ROK) Miele Korea Ltd., Seoul
(RU) 000 Miele CIS, Moscow
(S) Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP) Miele Pte. Ltd., Singapore
(SK) Miele spol.s.r.o., Bratislava
(SLO) Miele d.o.o., Ljubljana
(TR) Miele Elektrikli Aletier, Levent/Istanbul
(UA) Miele LLC, Kiev
(UAE) Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA) Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA) Miele (PTY) Ltd., Bryanston/Johannesburg
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