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お客様の声
プロバット焙煎機を導入しなければ実現できなかった
インタビュー：

コーロコーヒーロースター店長 武藤 幸久氏
（2014 年 3 月 プ ロ バ ッ ト 社 製 PROBATONE シ ョ ッ プ ロ ー ス タ ー 12kg と 消 臭 フ ィ ル タ ー「 エ コ ロ ジ ス ト
ショップ」をご購入）

コーロコーヒーロースターについて
武藤幸久氏はコーヒー豆焙煎専門店コー
ロコーヒーロースター（以下、コーロ）
のオーナーだ。「コーロ（耕路）
」とい
う店名は、もともと 1952 年池袋駅そば
に武藤氏の祖父が開業した喫茶店の名前
だ。父親の代までは喫茶店として営業し
てきたが、2014 年 3 月末に閉店。武藤
氏はこれまで目白や雑司ヶ谷でカフェや
自家焙煎のエスプレッソ専門店を経営し
てきたが、2013 年に池袋への移転とと
もに「コーロ」の店名を引き継いでコー
ヒー豆焙煎専門店を開業した。ウェブ
ショップも開設し、ネットでのコーヒー
豆の販売も行っている。
（ウェブサイト
URL： www.coro-coffee.jp）
現在、コーロではブラジル、コロンビ
ア、グアテマラ、コスタリカ、ケニア、
エチオピア、タンザニアの豆を焙煎して
いて、武藤氏自身、近い将来海外のコー
ヒー農園を実際に見に行く予定だそう
コーロ コーヒー ロスター店長 武藤幸久氏
だ。現在のコーロの顧客はカフェ、レス
トラン、オフィスなどで、業務用が中心。 め、10kg 前後の焙煎ができる効率の良い
個人のお客様にはネットで販売してい
焙煎機が必要になったという。
「プロバッ
る。 「PROBATONE の導入後、お客様一
トを導入しなければ、現在のように効率
人一人にローストサンプルを飲んでいた
的に焙煎はできませんでした」とのこと。
だき、好みのタイプを
「プロバット焙煎機は焙
選んでいただきました。 「焙煎した豆の深みが
煎と冷却とが分かれて
その上でそれぞれのお
いるから連続焙煎が可
出るのがプロバット
客様の好みのロースト
能です。多くの豆を効
の特徴です」
の設定を焙煎機に付属
率的に早く焙煎できる
したソフトウェアに記録し、そのデータ
んです。現在、1 ヵ月 1 トンのコーヒー豆
をパソコンに保存して何度でも同じ条件
を焙煎していますが、3 トンまでは行ける
のローストに仕上げることも簡単にでき
ので、今後のビジネス拡大も視野に入れ
るようになりました」と PROBATONE の
ています。
」
機能をフルに使いこなしている。中でも
一番人気は中深煎りブレンドだそうだ。
また、
「焙煎した豆に深みが出るのがプロ
バットの特徴ですね」とも。実際に使っ
プロバットを選んだ理由
てみた印象としては、
「PROBATONE タイプ
以前は国産の 5kg 窯焙煎機を使ってい
2 は本当に使い易い焙煎機で、お客様の要
たが、焙煎量が増えたことでお客様の注
望どおりに豆を焙煎することができます。
文に十分応えることができなくなったた
特に、タイプ 2 から改良されたガスバー
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コーヒー臭を軽減する「エコロジストショップ」

ナーは焙煎中の微調整が可能になり、高
い蓄熱と熱伝導をより生かせるようにな
りました。2kg からの少量焙煎も 12kg
の短時間焙煎も自由自在に焙煎が可能
です。安定感があるので、経験が浅い人
でも安心して使える頼もしい焙煎機です
ね」と満足している様子。

お客様の声

PROBATONE

消臭フィルター
武藤氏は、コーヒーの焙煎臭を軽減する
「エコロジストショップ」も焙煎機と同
時に導入。フィルターマットとゼオライ
トの二重構造となっていて、排気に含ま
れる塵や油分をフィルターに付着させて
臭いを軽減する。また、日常的なメンテ
ナンスとしては、フィルターに掃除機を
かけて使用する。約 4 トンの焙煎がフィ
ルターマット交換の目安で、約 8 トンの
焙煎の後はゼオライトの交換も必要とな
る。
武藤氏は、
「エコロジストショップ」に
ついて「フィルターで煙と臭いがほとん
ど除去できる」と言う。「1 ヵ月 1 トン
のペースで焙煎しているから、年 3 回フィ
ルターを交換しなければならない。近所
に匂いで迷惑をかけないためにもフィル
ター交換をしっかりしないといけません
ね」と周囲への配慮も忘れていない。
焙煎機を購入する際の不安
購入前は価格面に不安があったそうだ。
「お客様の注文に対応するため、12kg 窯
焙煎機が必要だったが、価格的にハード
ルが高いのではないかと心配しました」
とのこと。「5kg 窯焙煎機の二倍以上の
生産量だから、値段も二倍だろうと思っ

PROBAT 社について
ドイツ・エメリッヒに誕生した PROBAT
社は 1868 年の創業当初より焙煎機の
開発と製造に特化する焙煎機のマー
ケットリーダーです。世界中で消費さ
れるコーヒーの 10 杯中 7 杯は PROBAT
社焙煎機にて焙煎できる台数を提供し
てきました。現在、ドラム式焙煎機に
おいては 1kg 窯 (PROBATINO) より最大
640kg バッチサイズ (NEPTUNE 3000) の
生産能力のある焙煎機をラインナップ
として持ちます。ドラム式焙煎機とは
異なる熱風式焙煎機も 2 機種 (SATURN、
JUPITER) 持ち合わせており、焙煎にお
ける様々なニーズに対応しております。

ていましたが、実際には 5kg 窯と 12kg
窯焙煎機の価格は想像していたほど大き
く変わらなかったので、安心して購入で
きました。」とのコメントをいただいた。

とが可能です。焙煎に関わる付帯設備
として、豆搬送装置、ホッパーシステ
ム、グラインダー、脱臭装置の製造開
発も行っており、焙煎機と共に焙煎工
場の設備全般のご提案もさせていただ
いております。更にコーヒー焙煎部門
とは別に、カカオ豆、カカオニブ、大麦、
お茶、ナッツ等の焙煎に適した焙煎機
の開発製造に特化した食品部門を設立
し、焙煎分野を広げております。

PROBAT 本社に併設されている研究開
発センターにて 3 種類の焙煎機でテス
ト焙煎を行い、焙煎結果を分析するこ
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DKSHジャパンについて
DKSH ジャパン株式会社は、世界 35 ヶ
国に 680 拠点を有するスイスのグロー
バル企業「DKSH グループ」の一員です。
1865 年（慶応元年）に横浜で創業した
「シイベル・ブレンワルド商会」を源流
とし、以来 150 年近くにわたって、日
本の産業と文化の発展に貢献してきま
した。現在、日本では計測工業機器部
を含む「テクノロジー事業部門」と、
「消費財事業部門」
、
「生産資材事業部門」
の 3 つの事業部門が連携しています。
テクノロジー事業部門は、各種産業機
械・工作機械、ハイテク機器、特殊金
属を中心に、欧米およびアジアの一流
メーカーの最先端テクノロジーを幅広
くご提供するとともに、質の高いアフ
ターサービスをお届けしています。

