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寸法表示は外寸です。

The ZASSENHAUS Quality Grinder

Made in Germany

1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるド
イツ・ザッセンハウス社。1904年よりオーナーのロバート・ザッセンハウスが
ペッパーミル製造を開始。その後2000年には『CeraPlus グラインディング
ギア』を開発し特許を取得しました。
挽き心地の軽さと丈夫さ、美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザイ
ンに定評があり2017年『トップクーヘンマルケ』にてエクセレントを受賞。
ザッセンハウスは卓越した確かな技術と伝統の職人技を合わせ持つ
リーディングミルメーカーとして成長し続けています。

●セラミックミル
耐食性・耐摩耗性に優れ、
錆びることなく衛生的で高
耐久であることが最大の特
長です。セラミックの非常に
硬いグラインド部分で胡椒
の粒を２段階で砕きながら挽
いていくため、香りの立ち方
が非常に良いとされていま
す。胡椒や塩を挽く際に出る
セラミック独特の高い音と軽
快な挽き心地が特徴です。

ザッセンハウスの特長

厳選されたヨーロッパ産木材を使用していること。木材加工から塗装、組立までドイ
ツの職人が一本ずつ丁寧に作り上げていること。厳しい品質管理がなされているこ
と。100%ドイツ製にふさわしい品質を保持しています。

1．最高品質

ザッセンハウスはすべてのミルにCeraPlusグラインディングとよばれるセラミックミル
システムを採用。挽き心地と耐久性において、最も理想的なミルを追及しています。
様々なスパイスや塩類に対応していることも特徴の一つです。

2．セラミックミル

ミル底面に設けられた調整ダイヤルは、極細挽き①から極粗挽き⑥まで無段階フリー
調整ができ、使用中に変わることなく一定の挽き目を実現します。（全てのミルに採用。）

3．無段階フリー調整

クラシックで飽きの来ないデザイン。大きめで使いやすいポツダムシリーズ。

ポツダムPOTSDAM
ポツダム�ペパーミル�ナチュラル�� ■ﾀ7

商品コード 価格
①20㎝�ZAS020687 φ55×H200 8880100 ￥7,500
②30㎝�ZAS020694 φ60×H300 8880110￥10,000
③40㎝�ZAS020489 φ69×H400 8880120￥14,000
ポツダム�ペパーミル�ウェンジステイン�■ﾀ7

商品コード 価格
④20㎝�ZAS020892 φ55×H200 8880130 ￥8,000
⑤30㎝�ZAS020885 φ60×H300 8880140￥11,000
⑥40㎝�ZAS020878 φ69×H400 8880150￥15,000
ポツダム�ペパーミル�ブラックステイン�■ﾀ7

商品コード 価格
⑦20㎝�ZAS020540 φ55×H200 8880160 ￥8,000
⑧30㎝�ZAS020526 φ60×H300 8880170￥11,000
⑨40㎝�ZAS020502 φ69×H400 8880180￥15,000

ザッセンハウス

●�ミルの心臓部であるベースミルとローテーションコーンはダブルスパイラルと
よばれる構造になっています。胡椒や塩の粒などを大きさの違う2種類の溝
により、2段階で粉砕し細かく挽いていくのでスピーディーで効率の良い挽き
が可能となります。またベースミルとローテーションコーンにはそれぞれ粒を細
かく挽くための溝が設けられています。その溝のピッチ（幅）を互いに変化させ
ることで、多方向から胡椒を粒粉砕することができ、より香りが引き立ち、ムラ
の無い挽きが実現できるのです。ミルヘッド部分を手で回した回転をグライン
ディングシステムへと伝達するドライブシャフトは、強固なステンレス製でブレ
ることが有りません。このことも挽きムラがない理由のひとつです。
●�調整ダイヤルは、6種類の挽き目ガイドが付いておりスムースな無段階の微
調整が可能で一度設定したら、使用中に挽き加減がずれてしまうことがあり
ません。

ザッセンハウスのミルには、挽きムラがない理由

ドライブシャフト
ベースミル

調整ダイヤル

ローテーションコーン

用途・料理に
応じ無段階の挽
きが可能！

① ③ ⑥

材質：�本体／木製（ブナ材）�
グラインダー部／セラミック

① ⑥② ⑦③ ⑧④ ⑨⑤
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カラーとサイズが豊富なザッセンハウスの代表的シリーズ。
シックで上品な高級感あるピアノ塗装もラインナップ。ベルリンBERLIN

ザッセンハウスを代表する好評モデル。
握りやすく使い勝手の良い洗練された美しいフォルムの「フランクフルト」シリーズ。フランクフルトFRANKFURT

フランクフルト��
ソルトミル�ウェンジステイン�� ■ﾀ7

商品コード 価格
�14㎝�ZAS022254 φ58×H140 8880540 ￥6,500
�18㎝�ZAS021165 φ58×H180 8880560 ￥8,500
�24㎝�ZAS021301 φ60×H240 8880580￥10,000
�30㎝�ZAS021189 φ64×H300 8880600￥12,000

フランクフルト��
ペパーミル�ウェンジステイン�� ■ﾀ7

商品コード 価格
�14㎝�ZAS022247 φ58×H140 8880530 ￥6,500
�18㎝�ZAS021158 φ58×H180 8880550 ￥8,500
�24㎝�ZAS021295 φ60×H240 8880570￥10,000
�30㎝�ZAS021172 φ64×H300 8880590￥12,000

ベルリン��
ペパーミル�ブラックピアノ塗装�� ■ﾀ7

商品コード 価格
⑰12㎝�ZAS020205 φ53×H120 8880350 ￥6,500
⑱18㎝�ZAS020229 φ55×H180 8880370 ￥9,000
⑲24㎝�ZAS020243 φ60×H240 8880390￥10,000
⑳30㎝�ZAS020267 φ60×H300 8880410￥12,000
ベルリン��
ソルトミル�ブラックピアノ塗装�� ■ﾀ7

商品コード 価格
�12㎝�ZAS020212 φ53×H120 8880360 ￥6,500
�18㎝�ZAS020236 φ55×H180 8880380 ￥9,000
�24㎝�ZAS020250 φ60×H240 8880400￥10,000
�30㎝�ZAS020274 φ60×H300 8880420￥12,000

ベルリン��
ペパーミル�ホワイトピアノ塗装�� ■ﾀ7

商品コード 価格
⑨12㎝�ZAS020397 φ53×H120 8880270 ￥6,500
⑩18㎝�ZAS020410 φ55×H180 8880290 ￥9,000
⑪24㎝�ZAS020434 φ60×H240 8880310￥10,000
⑫30㎝�ZAS020458 φ60×H300 8880330￥12,000
ベルリン��
ソルトミル�ホワイトピアノ塗装�� ■ﾀ7

商品コード 価格
⑬12㎝�ZAS020403 φ53×H120 8880280 ￥6,500
⑭18㎝�ZAS020427 φ55×H180 8880300 ￥9,000
⑮24㎝�ZAS020441 φ60×H240 8880320￥10,000
⑯30㎝�ZAS020465 φ60×H300 8880340￥12,000

ベルリン��
ペパーミル�ナチュラル�� ■ﾀ7

商品コード 価格
①12㎝�ZAS020007 φ53×H120 8880190 ￥5,500
②18㎝�ZAS020021 φ55×H180 8880210 ￥7,500
③24㎝�ZAS020045 φ60×H240 8880230 ￥8,500
④30㎝�ZAS020069 φ60×H300 8880250￥10,000
ベルリン��
ソルトミル�ナチュラル�� ■ﾀ7

商品コード 価格
⑤12㎝�ZAS020014 φ53×H120 8880200 ￥5,500
⑥18㎝�ZAS020038 φ55×H180 8880220 ￥7,500
⑦24㎝�ZAS020052 φ60×H240 8880240 ￥8,500
⑧30㎝�ZAS020076 φ60×H300 8880260￥10,000

フランクフルト��
ペパーミル�ナチュラル�� ■ﾀ7

商品コード 価格
�14㎝�ZAS021080 φ58×H140 8880450 ￥6,000
�18㎝�ZAS021103 φ58×H180 8880470 ￥8,000
�24㎝�ZAS021318 φ60×H240 8880490￥10,000
�30㎝�ZAS021127 φ64×H300 8880510￥12,000
フランクフルト��
ソルトミル�ナチュラル�� ■ﾀ7

商品コード 価格
�14㎝�ZAS021097 φ58×H140 8880460 ￥6,000
�18㎝�ZAS021110 φ58×H180 8880480 ￥8,000
�24㎝�ZAS021325 φ60×H240 8880500￥10,000
�30㎝�ZAS021134 φ64×H300 8880520￥12,000

材質：�本体／木製（ブナ材）�
グラインダー部／セラミック

材質：�本体／木製（ブナ材）�
グラインダー部／セラミック

寸法表示は外寸です。
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ハンブルク�ペパーミル�18㎝�� ■ﾀ7
商品コード 価格

③ナチュラル　　�ZAS020700 8880610 ￥8,500
④ウォルナット　�ZAS020762 8880630 ￥9,500
⑤マットブラック�ZAS020731 8880650 ￥9,500
⑥マットホワイト�ZAS021462 8880670 ￥9,500

ハンブルク�ソルトミル�18㎝�� ■ﾀ7
商品コード 価格

⑦ナチュラル　　�ZAS020717 8880620 ￥8,500
⑧ウォルナット　�ZAS020779 8880640 ￥9,500
⑨マットブラック�ZAS020748 8880660 ￥9,500
⑩マットホワイト�ZAS021479 8880680 ￥9,500
φ58×H180
材質：�本体／木製（ブナ材・ウォルナット材）、ステンレス�

グラインダー部／セラミック

⑲�ゲーラ�電動ペパーミル��
18㎝�ZAS033045�� ■ﾀ7
8880830￥14,500 �

⑳�ゲーラ�電動ソルトミル��
18㎝�ZAS033069�� ■ﾀ7
8880840￥14,500 �
φ62×H180
材質：�本体／アクリル、ステンレス、LEDライト、単4電池×6本�

グラインダー部／セラミック

アーヘン�ペパーミル�� ■ﾀ7
商品コード 価格

�14㎝�ZAS035247 φ58×H140 8880850 ￥6,000
�18㎝�ZAS035063 φ58×H180 8880870 ￥7,000
�24㎝�ZAS035162 φ60×H240 8880890 ￥9,000
材質：本体／アクリル　グラインダー部／セラミック

アーヘン�ソルトミル�� ■ﾀ7
商品コード 価格

�14㎝�ZAS035254 φ58×H140 8880860 ￥6,000
�18㎝�ZAS035070 φ58×H180 8880880 ￥7,000
�24㎝�ZAS035179 φ60×H240 8880900 ￥9,000

ドイツ製らしいスタイリッシュなデザインの電動ミル。
片手で手軽に挽けるので忙しい調理中の強い味方。

ウッドボディにステンレスを巻いたボディはクラシカルな雰囲気と�
モダンさが混在し、テーブルに洗練された印象を与えます。

プロフェッショナルパフォーマンスに最適なロングサイズ。

ブレーメン
BREMEN

ゲーラ
GERA

フランクフルトシリーズのデザインを踏襲した、
中身が見えるクリアアクリルモデル。

アーヘン
AACHEN

ハンブルク
HAMBURG

寸法表示は外寸です。

ブレーメン��
ペパーミル�ダークステイン�� ■ﾀ7

商品コード 価格
①75㎝�ZAS020663 φ� 96×H750 8880430￥30,000
②95㎝�ZAS020670 φ112×H950 8880440￥40,000
材質：�本体／木製（ブナ材）　グラインダー部／セラミック

① ②

⑦③ ⑧④

⑲

⑨⑤ ⑥⑩

ヘッド部分にステンレス、ボディはビーチウッドに都会的なマットブラック
を施した２サイズと、美しい天然木材を使用した高級感溢れるザッセン
ハウス代表的モデル。

アウグスブルク
AUGSBURG

アウグスブルク�ペパーミル�� ■ﾀ7
商品コード 価格

⑪マットブラック�14㎝�ZAS025040 φ55×H140 8880690 ￥9,000
⑫マットブラック�18㎝�ZAS025064 φ55×H180 8880710￥10,000
⑬ゼブラノウッド�18㎝�ZAS025224 φ55×H180 8880730￥12,000
⑭ウェンジウッド�18㎝ZAS025262 φ55×H180 8880750￥12,000

アウグスブルク�ソルトミル�� ■ﾀ7
商品コード 価格

⑮マットブラック�14㎝�ZAS025057 φ55×H140 8880700 ￥9,000
⑯マットブラック�18㎝�ZAS025071 φ55×H180 8880720￥10,000
⑰ゼブラノウッド�18㎝�ZAS025231 φ55×H180 8880740￥12,000
⑱ウェンジウッド�18㎝�ZAS025279 φ55×H180 8880760￥12,000
材質：�本体／木製（ブナ材・ゼブラノウッド材・ウェンジウッド材）、ステンレス�

グラインダー部／セラミック

⑯⑫

⑰⑬ ⑱⑭

⑪⑮

⑳ � �� �� �
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ロストック�ペパーミル�14㎝�� ■ﾀ7
商品コード 価格

①ナチュラル　　　�ZAS022346 8880780 ￥9,000
②ウェンジステイン�ZAS022377 8880800 ￥9,500

ロストック�ナツメグミル�14㎝�� ■ﾀ7
商品コード 価格

③ナチュラル　　　�ZAS022360 8880790 ￥9,500
④ウェンジステイン�ZAS022391 8880810￥10,000
φ55×H140
材質：本体／木製（ブナ材）　グラインダー部／セラミック

⑥�コンセプト��
ミックスソルトメーカー�
14㎝�ZAS030358� ■ﾀ7
8880820￥25,000 �
φ45×H140
材質：�本体／ステンレス、トライタン、ガラス�

グラインダー部／ステンレス

⑮�ミルトレー�ホワイト��
2Pセット�ZAS036039�■ﾀ7
8880950 ￥1,500 �
φ78×8
材質：セラミック

ROSTOCK

⑤�シュバイアー�ペパーミル��
ダークステイン��
12㎝�ZAS021202�� ■ﾀ7
8880770 ￥8,000 �
φ60×H120
材質：�本体／木製（ブナ材）�

グラインダー部／セラミック

SPEYER CONCEPT

ナツメグ
対応

お好みのミックススパイスを自分で作り、下部のボトルに保存できる
個性派モデル。（専用フタ付きボトル5個セット）

⑦�キャストアイアン��
スパイスグラインダー��
ZAS076080�� ■ﾀ7
8880960 ￥6,500 �
80×H95�
（上部／内径52×H62、下部／内径62×H62）
重量：1.02㎏（上部／500g、下部／520g）
材質：本体／鋳鉄、木製（ブナ材）
●�スパイスを入れて軽く回すだけ。蓋付きの上部は、�
出来上がったスパイスの保存ケースになります。

⑧�キャストアイアン��
スパイスミル��
ZAS076066�� ■ﾀ7
8880970 ￥8,000 �
すり鉢：�内径145�

幅170×H100
すりこぎ：長さ190
重量：�2.18㎏�
（すり鉢／1.43㎏、すりこぎ／750g）

材質：本体・すりこぎ／鋳鉄

⑨�キャストアイアン��
スパイスミルセット��
ZAS076073�� ■ﾀ7
8880980 ￥7,000 �
すり鉢���小：内径73×H43�

大：内径87×H60
すりこぎ：長さ115、最大幅120
重量：�1.51㎏�
（すり鉢・小／470g、すり鉢・大／790g、�
すりこぎ／250g）

材質：本体・すりこぎ／鋳鉄

⑩�スパイスボトル＆ラック��
ZAS056877�� ■ﾀ7
8880990￥10,000 �
360×65×130
材質：�ラック／木製（ブナ材）�

ボトル／ボロシリケイトガラス、コルク

CAST IRONS 重みのある鋳鉄製グラインダーシリーズ
本格手作りスパイスに大活躍 SPICE RACK

衝撃や熱に強いボロシリケイトガラス仕様、
コルク栓付きボトル6本セットのスタイリッシュなラック。

※使用例

ミルトレー�サーミック�� ■ﾀ7
商品コード 価格

⑬ハンドル無�ZAS036008 170×80×H� 15 8880910 ￥3,500
⑭ハンドル付�ZAS036053 170×80×H150 8880920 ￥4,500
材質：木製（ブナ材）

ミルトレー�ナチュラル�� ■ﾀ7
商品コード 価格

⑪ハンドル無�ZAS036015 170×80×H� 15 8880930 ￥3,000
⑫ハンドル付�ZAS036046 170×80×H150 8880940 ￥4,000
材質：木製（ブナ材）

MILL TRAYS ザッセンハウス専用・ミルトレーシリーズ

※使用例

寸法表示は外寸です。

①③ ②④

※使用例

⑪ ⑫

※使用例

⑬ ⑭


