
IGA'S
ESPRESSO
MACHINE:

NOW OPEN!
エスプレッソ･マシーン

Please enjoy the special espresso machine which
famous barista uses in the world!

あなたを⼀流バリスタに変える

最上級エスプレッソ･マシーン

IGA  co . , l td

cal l  (0595 )  24-4305 .



HIGH-PERFORMANCE  MODEL

Rito, innovation venerates quality.

RITO
 automatic espresso

machines

バリスタの技をプログラムできる
高機能モデルRITOは、あなたをプロフェッショナルに！
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ATTRACT IVE  DES IGN

LED technology for
the keypad.

Technological innovation combined with a design 

that will blend in with any environment and make

a barista's job much easier. 

The clean and essential lines and the quality of the 

materials enhance work spaces whereas the 

ergonomic thought behind the functional 

development makes the Rito range easy to use 

for all the many daily tasks.

どんなお店にも溶け込む洗練されたデザインと
エスプレッソ職人の仕事を簡単にするプログラム機能を

組み合わせた革新の高機能モデル。

あなたの仕事をスマートに！
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www.iga-new.com 
for our portfolio.

For inquiries or to schedule 
an appointment 

call (0595) 24 4305 or email 
info@iga-new.com

Two versions, eight models, 

maximum customization:

the Rito range has a solution for

all types of professional. 

For baristas who love doing things

the traditional way, 

there is the mechanical version

and for those who prefer the 

convenience oftechnology, 

there's Rito Touch.

A complete and
versatile range.

2つのバージョン、8つのモデル。
様々なカスタム化が可能です。
リトは、厳しいプロの要求を解決します。
エスプレッソ職人にとって必要な
すべての機能を、洗練されたテクノロジー
として詰め込みました。
TFT4.3"スクリーンに様々なメニューを
プログラミングする事ができるので
誰でも簡単に名バリスタになれます。

スチームレバーやフィルターグリップ
も操作性を重視した使いやすいデザイン
だから安心。
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どんなブレンドの豆でも、最高のエスプレッソが作れます。
スチーマーは、どんなミルクも最高のカプチーノ、ラテに。
ティーレバーで、紅茶や緑茶、フレーバーティーもそれぞれの適温に。
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Make the best espresso

◆抽出圧力計は、最新の16bar対応で、エスプレッソの味を決定する9.0barを完全に維持。
◆セットアップ可能な熱サイフォンシステムによって
　ブレンドのタイプに合わせた抽出温度をご選択いただけます。
◆独自のbullone rossoシステムよって、常に抽出温度を安定させることができます。
◆スチームバーは、完全にコーティングされているのでお手入れ簡単で
　フレッシュミルク、植物性ミルクを問わず、きめ細やかな泡立てが可能です。
◆ティーレバーは、緑茶・紅茶・フレーバーティにに適した3つの温度をプログラム可能。

だけじゃない！

つ・ま・り
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model:RT-02TT（タッチパネルあり）
               RT-02T（タッチパネルなし）
外形寸法：幅770×奥535×高555㎜
本体重量：71㎏
電　   圧：AC単相-200V（50/60Hz）
消費電力：4200w（21A）
BOILER容量：11.0L（自動給水）
給水接続：3/8"G　／排水：φ16-17㎜
圧　　力：3bar-max
動作温度：+5~+40℃
機　　能：スチーム2／温水1

model:RT-03TT（タッチパネルあり）
　　　  RT-03T（タッチパネルなし）
外形寸法：幅1010×奥535×高555㎜
本体重量：91㎏
電　   圧：AC単相-200V（50/60Hz）
消費電力：5200w（26A）
BOILER容量：17.5L（自動給水）
給水接続：3/8"G　／排水：φ16-17㎜
圧　　力：3bar-max
動作温度：+5~+40℃
機　　能：スチーム2／温水1

※トールカップver＝140㎜以下まで、ご使用できます。

「トールカップ・モデル」Rito

model:RT-02ST（タッチパネルあり）
               RT-02S（タッチパネルなし）
外形寸法：幅770×奥535×高555㎜
本体重量：71㎏
電　   圧：AC単相-200V（50/60Hz）
消費電力：4200w（21A）
BOILER容量：11.0L（自動給水）
給水接続：3/8"G　／排水：φ16-17㎜
圧　　力：3bar-max
動作温度：+5~+40℃
機　　能：スチーム2／温水1

model:RT-03ST（タッチパネルあり）
　　　  RT-03S（タッチパネルなし）
外形寸法：幅1010×奥535×高555㎜
本体重量：91㎏
電　   圧：AC単相-200V（50/60Hz）
消費電力：5200w（26A）
BOILER容量：17.5L（自動給水）
給水接続：3/8"G　／排水：φ16-17㎜
圧　　力：3bar-max
動作温度：+5~+40℃
機　　能：スチーム2／温水1

「スタンダード・モデル」Rito



STANDARD ESPRESSO MACHINE：GALA
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GALA-3grip-Tall Cup GALA-3grip-Standard

GALA-2grip-Tall Cup

GALA-2grip-Standard

GALA-1grip-Tall Cup

GALA-1grip-Standard

「トールカップ・モデル」 「スタンダードカップ・モデル」

GALA-2grip-Compact

model:

model:

model:

model:model:

model:

model:



model:GL-01T（Tall Cup）・GL-01S（Standard）
外形寸法：幅461×奥514×高511㎜ ／ 本体重量：43㎏
電　   圧：AC単相-200V（50/60Hz）／ 消費電力：2100w（10.5A）
BOILER容量：4.0L（自動給水）／ 給水接続：3/8"G　／排水：φ16-17㎜

GALA-01

model:GL-02T（Tall Cup）・GL-02S（Standard）
外形寸法：幅725×奥514×高511㎜ ／ 本体重量：57㎏
電　   圧：AC単相-200V（50/60Hz）／ 消費電力：3200w（16.0A）
BOILER容量：11.0L（自動給水）／ 給水接続：3/8"G　／排水：φ16-17㎜

GALA-02

model:GL-03T（Tall Cup）・GL-03S（Standard）
外形寸法：幅965×奥514×高511㎜ ／ 本体重量：77㎏
電　   圧：AC単相-200V（50/60Hz）／ 消費電力：4200w（21.0A）
BOILER容量：17.5L（自動給水）／ 給水接続：3/8"G　／排水：φ16-17㎜

GALA-03
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　　model:GL-02CS（Compact）スタンダードカップ
外形寸法：幅590×奥514×高511㎜ ／ 本体重量：53㎏
電　   圧：AC単相-200V（50/60Hz）／ 消費電力：2600w（13.0A）
BOILER容量：5.5L（自動給水）／ 給水接続：3/8"G　／排水：φ16-17㎜

GALA-02C 



Make your mornings extra

special with an espresso!

Visit www.iga-new.com

call (0595) 24 4305 or email

info@iga-new.com

あなたの朝をエスプレッソで極上にしてください。

スタンダードモデルのGALAは、様々なあなたの要求にお応えする準備が
できています。
1グリップから3グリップの豊富なラインナップだけでなく
取り外し可能なカップトレーを使用し、エスプレッソカップと
トールタイプカップの両方を使用することができます。

その安定した操作性を実現する各部品は、伝統的でシンプルなものなので
トラブルが少なく、あなたを迷わせる事がありません。

SIMPLE IS BEST
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Moda,

Make your mornings extra

special with an espresso!

Operating simplicity and maximum

customization for a machine that represents

the best of the innovative technology 

developed by IGA.

Owing to the touch interface, Moda dispenses perfect drinks at

just one touch.

Enjoy the
Perfect Cup
of IGA on Us!

ONE-TOUCH MODEL：

最高の1杯のためのすべてがそこに！
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必要なのは指1本だけのワンタッチタイプ

MODA（モダ）

トレンドを創り出す革新。

革新的なプログラム技術で最高の操作性を
実現しました。
タッチ・インターフェースでメニューを
選択するだけで最高の1杯を簡単に入れることが
できます。



Discover our Signature
Hot  Brew!

BIJOU COFFEE BAR

Enjoy the hot brew in-store or make it at home.

美しくてコンパクトで革新的なデザインのMODAの
インターフェースは、10"TFTディスプレイで、すべてが操作できます。
少ない操作でメニューを選択できます。だ・か・ら直感的なのが最大の魅力。

10種類のメニューを表示することができるので、美味しいメニューを
簡単に提供することができます。

MODA ,  THE  SIMPLEST  SOLUTION  FOR  THE  MOST

COMPLEX  NEEDS .
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Try our hot brew!
SPECIFICATION

型式：「MODA」モダ
外形寸法（mm） W 460 x D 597 x H 595

本体重量：65㎏
Boiler capacity（容量） 3.2 L

消費電力 2200 W ／ 電　源 単相200 Vac 50-60 Hz
 給水接続：Water supply 3/8" F 

- 排水トレー容量 1.5 L -
自動コーヒーホッパ・ミル付き

（コーヒーホッパ×2（1.1㎏）＋パウダー×3） 
スチーム×1／お湯×1

Coffee waste tray capacity of about 80 coffee grounds pods
(value influenced by the dose set) ■ Product autonomy : 2 coffee

bean hopper 1 kg each - 3 instant products canisters 1 kg each.

Web : www.iga-new.com

call (0595) 24 4305 

email : info@iga-new.com
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SPECIFICATION

型式：FESTA-S（スタンダード）
　　　FESTA-T（トールカップ）
外形寸法（㎜） W 395 x D 576 x H 650
本体重量：31.5㎏
Boiler capacity（容量） 3.5 L
消費電力 2800 W ／ 電源 単相200 Vac 50-60 Hz
給水接続：Water supply 3/8" F 
排水トレー容量 1.5 L
自動コーヒーホッパ・ミル付き
（コーヒーホッパ×1（1.3㎏））
操作：7インチTFT
トールカップ＝170～130㎜カップ
スタンダード＝130㎜カップ
-------------------------------------------------------------
MILK module（ミルク冷蔵庫）
型式：FRM（オプション）
外形寸法（㎜）W300×D447×H635
重量：22㎏／容量：4L
冷却ユニット：Climate class N／冷媒：R600a
電　源：単相200V／50-60Hz ／0.043㎾

FESTA
（フェスタ）

（本　体） （ミルク冷蔵庫）



Web : www.iga-new.com

call (0595) 24 4305 

email : info@iga-new.com P,14

Coffee grinder
コーヒー・グラインダー 

MODA（モダ・オプション）

・型　式：B-64OD（タッチパネル・プログラム）
　　　　　B-64（機械式・自動）　　　
・電源電圧：AC200V（単相）50/60Hz 
・ 消費電⼒＝350W
・ホッパー容量：1500g
・能　　力：エスプレッソ＝1.4-1.8g／sec
　　　　　　ドリップ＝1.9-2.5g／sec
・回  転  数：1350rpm
・ブレード寸法：64㎜／Flat
・外形⼨法：幅230×奥⾏270×⾼615（㎜） 
・本体重量=14㎏

・型　式：B-83（機械式・自動）
・電源電圧：AC200V（単相）50/60Hz 
・ 消費電⼒＝650W
・ホッパー容量：1500g
・能　　力：エスプレッソ＝1.4-1.8g／sec
　　　　　　ドリップ＝1.9-2.5g／sec
・回  転  数：1400rpm
・ブレード寸法：83㎜／Flat
・外形⼨法：幅230×奥⾏270×⾼670（㎜） 
・本体重量=20㎏

B-64 OD B-64 B-83

（ミルククーラー）
・型　　式：MODA-CF
・電源電圧：AC200V（単相）50/60Hz 
・ 消費電⼒＝430W
・容　　量：4L
・外形⼨法：幅300×奥⾏480×⾼465（㎜） 
・本体重量=22㎏



Web : www.iga-new.com

call (0595) 24 4305 

email : info@iga-new.com


