
※ ２種までの異なるアイテムを選択できます。

スポンサー名 器具名 商品名 型番（品番） サイズ／容量 素材（材質） 色 備考

ウェーブドリッパー ガラスドリッパー155 05045 1～2人用 ガラス 黒

ウェーブドリッパー ガラスドリッパー185 05039 2～4人用 ガラス 黒

コーヒードリッパー 101-ロト 01001 1～2人用 陶器 白

コーヒードリッパー 102-ロト 02001 2～4人用 陶器 白

フラワードリッパー 有田焼円すいフラワードリッパー cup1 CFD-1WH 1杯用 磁器（有田焼） 5色 ピンク・ブルー　各2

フラワードリッパー 有田焼円すいフラワードリッパー cup4 CFD-4WH 2～4杯用 磁器（有田焼） 5色 ホワイト・イエロー・グリーン  各2

磁器ドリッパー101 磁器ドリッパー101 G-101W 1～2人用 磁器（有田焼） ホワイト オレンジ・ブラウン　各2

磁器ドリッパー102 磁器ドリッパー102 G-102W 3～5人用 磁器（有田焼） ホワイト オレンジ・ブラウン　各2

ドリッパー V60耐熱ガラス透過ドリッパー 01B VDG-01B 1～2杯用 耐熱ガラス 黒

ドリッパー V60耐熱ガラス透過ドリッパー 02B VDG-02B 1～4杯用 耐熱ガラス 黒

ドリッパー V60透過ドリッパー 01 セラミックW VDC-01W 1～2杯用 セラミック 白

ドリッパー V60透過ドリッパー 02 セラミックW VDC-02W 1～4杯用 セラミック 白

コーヒーフィルター コーヒーフィルター SF-M 1x2 2～4杯用 AS樹脂 クリア メリタ1x2、または 1x4濾紙をご使用ください

コーヒーフィルター コーヒーフィルター SF-M 1x4 4～8杯用 AS樹脂 クリア メリタ1x4濾紙をご使用ください

コーヒーフィルター アロマフィルター AF-M 1x2 2～4杯用 AS樹脂 クリアブラウン メリタ1x2、または 1x4濾紙をご使用ください

コーヒーフィルター アロマフィルター AF-M 1x4 4～8杯用 AS樹脂 クリアブラウン メリタ1x4濾紙をご使用ください

ドリッパー bonmac　V型磁器ドリッパー　1～2人用 
VCD-1
 1～2人用 磁器 白

ドリッパー bonmac　V型磁器ドリッパー　1～4人用 VCD-2
 1～4人用 磁器 白

ドリッパー bonmac　扇型陶器ドリッパー　1～2人用 CD-1W 1～2人用 陶器 白

ドリッパー bonmac　扇型陶器ドリッパー　2～4人用 CD-2B 2～4人用 陶器 黒

ラッキーコーヒーマシン株式会社

株式会社カリタ

ジャパン ハンドドリップ チャンピオンシップ 2017 公式スポンサー器具 【ドリッパー】

HARIO株式会社

メリタジャパン株式会社

株式会社三洋産業



※ ２種までの異なるアイテムを選択できます。

スポンサー名 器具名 商品名 型番（品番） サイズ／容量 素材（材質） 色 備考

ウェーブフィルター ウェーブフィルター155 ホワイト（100P） 22201 1～2人用 紙 白

ウェーブフィルター ウェーブフィルター185 ホワイト（100P） 22199 2～4人用 紙 白

コーヒーフィルター 101濾紙 11037 1～2人用 紙 白

コーヒーフィルター 102濾紙 13039 2～4人用 紙 白

アバカコーヒーフィルター101 アバカコーヒーフィルター101 AB-101
 1～2人用/100枚 茶

アバカコーヒーフィルター102 アバカコーヒーフィルター102 AB-102 3～5人用/100枚 茶

アバカ円すいコーヒーフィルター（1杯用） アバカ円すいコーヒーフィルター（1杯用） AC1-100W/B 1杯用/100枚 白

アバカ円すいコーヒーフィルター（2～4杯用） アバカ円すいコーヒーフィルター（2～4杯用） AC4-100W/B 2～4杯用/100枚 白

ペーパーフィルター V60ペーパーフィルター01W VCF-01-40W 1～2杯 バージンパルプ ホワイト 40枚箱入り

ペーパーフィルター V60ペーパーフィルター01W VCF-01-100W 1～2杯 バージンパルプ ホワイト 100枚袋入り

ペーパーフィルター V60ペーパーフィルター02W VCF-02-40W 1～4杯 バージンパルプ ホワイト 40枚箱入り

ペーパーフィルター V60ペーパーフィルター02W VCF-02-100W 1～4杯 バージンパルプ ホワイト 100枚袋入り

コーヒーフィルター グルメ 1×4　（80枚） PG-148  1x4 (4～8杯用) /80枚 100%ヴァージンパルプ 無漂白

コーヒーフィルター オリジナル ナチュラルホワイト 1×4（80枚） PO-148W  1x4 (4～8杯用) /80枚 100%ヴァージンパルプ 酸素漂白

コーヒーフィルター オリジナル ナチュラルブラウン 1×4（80枚） PO-148B  1x4 (4～8杯用) /80枚 100%ヴァージンパルプ 無漂白

コーヒーフィルター ナチュラルホワイト １ｘ２（40枚） N/A  1x2 (2～4杯用) /40枚 100%ヴァージンパルプ 酸素漂白

ペーパーフィルター BM　V型酸素漂白フィルター　1～4人用 CF-200SV 1～4人用 白

ペーパーフィルター BM　V型無漂白フィルター　1～4人用 CF-200NV 1～4人用 茶

ペーパーフィルター 扇型酸素漂白フィルター　1～2人用 NB-100S 1～2人用 白

ペーパーフィルター 扇型酸素漂白フィルター　2～4人用 NB-200S 2～4人用 白

株式会社カリタ
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HARIO株式会社

ラッキーコーヒーマシン株式会社

株式会社三洋産業

メリタジャパン株式会社



※ 運営側が貸し出すポットは競技者につき１個までとします。競技者が持ち込むポットに制限（個数・メーカー）はありません。

スポンサー名 器具名 商品名 型番（品番） サイズ／容量 素材（材質） 色 備考

ステンレス製ポット ウェーブポット 1L 52073 1L ステンレス 銀

ステンレス製ポット 細口ポット 0.7L 52055 0.7L ステンレス 銀

ケトル V60 ドリップケトル ヴォーノ VKB-100HSV 実用容量：600ml ステンレス材 ヘアラインシルバー

ケトル V60 ドリップケトル ヴォーノ VKB-120HSV 実用容量：800ml ステンレス材 ヘアラインシルバー

ケトル メリタステンレスケトル　1.3L MJ-0402 1.3L ステンレス 銀

ケトル コーヒーケトルプロ　1.0L MJK-1601 1.0L ステンレス 銀

ラッキーコーヒーマシン株式会社 ポット bonmac　ドリップポット　Pro 750ml ｽﾃﾝﾚｽ（持ち手：木） シルバー

メリタジャパン株式会社
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株式会社カリタ

HARIO株式会社



※ 運営側が貸し出す下記グラインダーのほか、スポンサー５社が市販するグラインダーを持ち込んで使用することもできます。

スポンサー名 器具名 商品名 型番（品番） サイズ／容量 素材（材質） 色 備考

株式会社カリタ コーヒーグラインダー NEXT G 61090 125×215×400

HARIO株式会社 グラインダー V60 エレクトリックコーヒーグラインダー EVCG-8B-J  W230×D135×H390mm 黒

株式会社富士珈機 コーヒーミル みるっこ　R-220 R-220
W165 × D245 × H360
(mm)

赤・黒・黄

メリタジャパン株式会社 コーヒーグラインダー VARIO CG-111 135×180×370mm 黒 フラット歯：セラミック

ワタル株式会社 グラインダー DITTING GRINDER KFA 903 KFA 903 220×310×535 ステンレス 茶
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※下記掲載順は、予選会場順ではございません。どの豆を使用するかは、当日会場にて発表致します。

スポンサー名 生産国 産地（生産者） 標高 生産処理 備考

アタカ通商株式会社 インド
カルナタカ州チクマガール県パパブダンキリ
（グンゲギリ農園）

1250m パルプドナチュラル(ハニー）、サンドライ

兼松株式会社 ブラジル ミナスジェライス州（ダテーラ農園） 1150m パルプドナチュラル

株式会社カフェプントコム エチオピア イルガチェフ、オロミア、ゲレナアバヤ 1600～2000m 水洗処理（発酵槽を経る伝統的水洗方式）の後、アフリカンベッドでの天日乾燥

株式会社セラード珈琲 ブラジル
ミナスジェライス州　マニュアス市
（ヴィセンチ・ファリア）

1100～1300m パルプドナチュラル　天日乾燥後、数パーセントを乾燥機使用で調整。

日本珈琲貿易株式会社 グァテマラ jalapa県（Qulio Ayuso） 1585ｍ 水洗式／天日乾燥

ワタル株式会社 コスタリカ ウェストバレー（マルビン・ロドリゲス） 1700m
ホワイトハニー／メカニカルウォッシュ（チェリーをパルパーで剥いたの
ち、ミューシレージリムーバーに掛けて、ミューシレージをほとんど（８０
－９０％）取り除いたあと、天日乾燥）
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■ 公式サーバー　（１競技者につき、２個を使用）

スポンサー名 器具名 商品名 型番（品番） サイズ／容量 素材（材質） 色 備考

HARIO株式会社 サーバー V60 コーヒーサーバー 450 VCS-01B 450ml（バンド下） ガラス 透明 ※目盛なし

メリタジャパン株式会社 グラスポット グラスポット カフェリーナ 500 MJ-9301 500ml ガラス
メリタドリッパー使用者で,希望された場合提
供

■ 公式デジタルスケール　（１競技者につき、２台を使用）

スポンサー名 器具名 商品名 型番（品番） サイズ／容量 素材（材質） 色 備考

HARIO株式会社 スケール V60 メタルドリップスケール VSTM-2000HSV W120×D175×H31mm ABS樹脂・ステンレス 黒・シルバー 計量範囲 2～2000g、計測時間 99分59秒

■ その他 　（任意で使用可）

スポンサー名 器具名 商品名 型番（品番） サイズ／容量 素材（材質） 色 備考

株式会社サザコーヒー パウダーコントロールストッカー パウダーコントロールストッカー ステンレス レッド コーヒー微粉を取り除く、ふるい付きストッカー。

ラッキーコーヒーマシン株式会社 手挽きミル bonmac　セラミックハンドコーヒーミル CM-02S Φ54×H151 ステンレス ステンレス 豆容量約30g
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