
ご案内　 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。 詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。
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フラットディスク刃採用のエスプレッソ専用高性能グラインダー。

ミルクピッチャー

エスプレッソブラシ

ノックボックス・タンパーマット

エスプレッソ専用 M3対応

重量 ●11.2kg

寸法 ●W195×D283×H583mm

電源：消費電力 ●単相100V：550W（50Hz）、700W（60Hz）

ホッパー容量 ●1.2kg

能力 ●240～300g/分

マルケニッヒ E65S ￥380,000（税抜）

♯877032

Black＆White

受注生産品
♯877031
Black

♯873154
EDO
ミルクピッチャー
12oz 
￥3,800（税抜）
容量●350ml

♯873155
EDO
ミルクピッチャー
20oz 
￥4,500（税抜）
容量●600ml

エスプレッソ専用 計量機能付き M3対応

重量 ●12.2kg

寸法 ●W195×D283×H620mm

電源：消費電力 ●単相100V：550W（50Hz）、700W（60Hz）

ホッパー容量 ●1.2kg

能力 ●50Hz 240～300ｇ/分、60Hz 300～360ｇ/分

マルケニッヒ E65S GbW ￥480,000（税抜）

♯878053

Black＆White

受注生産品
♯878052
Black

エスプレッソ専用 M5対応

重量 ●17.6kg

寸法 ●W240×D340×H630mm

電源：消費電力 ●単相100V：700W（50Hz）、900W（60Hz）

ホッパー容量 ●1.8kg

能力 ●50Hz 360～420ｇ/分、60Hz 420～480ｇ/分

マルケニッヒ E80 Supreme ￥580,000（税抜）

♯878051

Black＆White

受注生産品
♯878050
Black

♯873156
CREMAPRO
エスプレッソブラシ ￥1,200（税抜）

寸法●W150×D137×H108.5mm

♯873947
ＥＤＯ 
ノックボックス ボトムレス 
￥9,000（税抜）

寸法●W150×D137×H108.5mm

♯873946
ＥＤＯ 
ノックボックス スクエア 
￥11,500（税抜）

寸法●W205×D150mm

♯873945
ＣＲＥＭＡＰＲＯ 
コーナータンパーマット 
￥3,200（税抜）

寸法●Φ115×H110mm

♯873950
ＣＲＥＭＡＰＲＯ 
ノックボックス ブラック 
￥5,500（税抜）

寸法●Φ115×H110mm

♯873949
ＣＲＥＭＡＰＲＯ 
ノックボックス シルバー 
￥5,000（税抜）

寸法●Φ230×H860mm

♯873944
ＣＲＥＭＡＰＲＯ 
バズーカノックボックス
￥24,000（税抜）

♯873948 ＥＤＯ ノックボックス 交換バー ￥1,200（税抜）

♯873951 ＣＲＥＭＡＰＲＯ ノックボックス 交換バー ￥400（税抜）

ラテアート用
フォームドミルク
に最適

●価格は2022年5月現在のものです。
●仕様は、品質向上のために予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。
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安定したカップクオリティを実現する
信頼のタンピングを提供します。
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省スペースでの導入が可能な下置型タンパー。
グラインドとタンピングの作業が一連となり、スムーズなワークフローを実現。

MAHLKONIG エスプレッソグラインダー専用連結システム M3／M5

対象のマルケニッヒグラインダー
（E65S/E65S GbWまたはE80 Supreme）と
連結して設置できるので、カウンター上のスペースを
効率的に使用できます。

重量 ●3.8㎏

寸法 ●W141×D195×H286mm

電源：消費電力 ●単相100V：76W　50/60Hz

タンパー直径 ●58mm ※オプションにて変更可能

圧力調整 ●5～30㎏　※1㎏単位で調整可能

オートタンパー PUQPRESS Ｑ２
マットブラック ￥243,000（税抜）

♯872484

♯872485
オートタンパー PUQPRESS Ｑ２
マットホワイト ￥243,000（税抜）

重量 ●3.4㎏

寸法 ●W141×D195×H286ｍｍ

電源：消費電力 ●単相100V：72W　50/60Hz

タンパー直径 ●58mm ※オプションにて変更可能

圧力調整 ●10～30㎏ ※1㎏単位で調整可能

耐用使用回数 ●100タンピング/日

♯878059
オートタンパー PUQPRESS mini
ホワイト ￥148,000（税抜）

ノンスティックコーティング
ポルタフィルターの縁への
コーヒー粉付着を防ぎます。

ネイキッド
ポルタフィルターにも適合
ネイキッドポルタフィルターを含め、
様々なフィルターが使用できます。

高さ調整が簡単
マシン下部にある留め具を調節するだけで、ポルタフィルター
のサイズに合わせて簡単に台の高さが変えられます。

微細な圧力調整機能
タンピング時の圧力は
1㎏単位で調節できます。

重量 ●4.6㎏

寸法 ●W194×D283×H140ｍｍ

電源：消費電力 ●単相100V：72W　50/60Hz

タンパー直径 ●58mm ※オプションにて変更可能

圧力調整 ●5～30㎏ ※1㎏単位で調整可能

♯878054

オートタンパー PUQPRESS M3
ホワイト ￥259,000（税抜）

♯878056

重量 ●5.5㎏

寸法 ●W233×D338×H140ｍｍ

電源：消費電力 ●単相100V：72W　50/60Hz

タンパー直径 ●58mm ※オプションにて変更可能

圧力調整 ●5～30㎏ ※1㎏単位で調整可能

MAHLKONIG E80 Supreme 専用

オートタンパー PUQPRESS M5
ホワイト ￥269,000（税抜）

オートタンパー PUQPRESS M3
ブラック ￥259,000（税抜）

オートタンパー PUQPRESS M5
ブラック ￥269,000（税抜）

♯878058
オートタンパー PUQPRESS mini
ブラック ￥148,000（税抜）

PUQPRESS

Ｑ２
PUQPRESS

mini
PUQPRESS

M3
PUQPRESS

M5

連結例 （MAHLKONIG E65Sグラインダー ＋ オートタンパーM3）

♯878055

♯878057
受注生産品

POINT 1POINT 1

均一な抽出を実現

タンピング圧の設定により、
均一で安定した品質のエスプ
レッソを抽出できます。

POINT 1POINT 1

正確で一定したタンピング圧

圧力を設定するだけで、ブレがなく、常に安
定したタンピングを実現。バリスタが不在
でもクオリティの高い一杯が提供できます。

POINT 2POINT 2

スピーディーなワークフロー

３秒で正確なタンピングができるので、忙し
い時間帯でもスムーズなオペレーションが
実現できます。

POINT 3POINT 3

バリスタの負担を軽減

自動でタンピングできるので、バリスタの
手首への負担が軽減できます。

POINT 2POINT 2
スムーズな
ワークフローを実現
グラインドとタンピングという
二つの作業が一連でスムーズ
に行えます。

POINT 3POINT 3

省スペースにも対応

狭小スペースでもオートタン
バーの導入が可能です。

受注生産品
受注生産品 受注生産品

MAHLKONIG E65S & E65S GbW 専用

1カップ用フィルター使用不可1カップ用フィルター使用不可 1カップ用フィルター使用不可 1カップ用フィルター使用不可


