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火のある暮らし

薪 が 静 か に 燃 え 上 が り、柔 ら か な 暖 か さ が 広 が る。外 は ど ん な に

寒 く て も、薪 ス ト ー ブ の あ る 家 は ど こ ま で も 快 適 だ。薪 ス ト ー ブ

の 周 り に は お 気 に 入 り の も の ば か り を 揃 え て 、手 入 れ を し た り、
料 理 を し た り、く つ ろ い だ り ……

年 を 追 う ご と に 薪 ス ト ー ブ が か け が え の な い 存 在 と な っ て い く。
も っ と 毎 日 を 豊 か に、心 地 よ く。火 の あ る 暮 ら し を 楽 し も う。
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BISON

AUTHENTIC TOOLS
FOR ORIGINALS

「どこにも負けないような最高の斧を作りたい」私たちのそんな思いに賛
同し、古くから斧づくりに携わるバイソンが日本向けの製品を共同開発。
刃には用途に適した鉄、柄の部分には堅くしなやかなヒッコリーなど、こ
だわり抜いた素材を元に、古くから伝わる高度な技術を用いて最高の斧
が誕生しました。ドイツ職人のクラフトマンシップが息づく斧はすべてハン
ドメイド。質実剛健で長く愛用できるものばかりです。ラインアップも豊富
なので、きっとご自身に合う、使いやすい斧を見つけることができるでしょう。

ドイツのクラフトマンシップが生み出す最高の斧

76



Splitting Hammer

Hunting Hatchet

Universal Axe

Splitting Hatchet

Scandinavian Axe

Universal Hatchet

2

1

5

6

3

4

［ハンマー型］   写真：1
重量と厚みのあるヘッド、徐々に細くなる形状はど
んな木でも簡単に割れる。斧頭部分aはハンマーと
しての用途に耐えうる。

［スプリッティング型］   写真：2
刃の先端が丸くなっているので、打ち込んだときに
左右へ力が分散し、スムーズに割れる形状。

［スウェディッシュ型］   写真：3
側面は中心に向かって山型に起伏し刃になだらか
に厚みを持たせ、先端は極めて鋭くすることで、木
にバランスよく力が加えられる形状。

［スタンダード型］   写真：4,5,6
刃先に向かって曲線を描きながら鋭くなっている形
状。枝払いや焚き付け作りなど幅広い用途に使える。

a

［ハンマー型］ ［スプリッティング型］ ［スウェディッシュ型］ ［スタンダード型］

大型＆最重量でパワフルに薪を割る
BISONの薪割りの中で最も大型で重量のある斧。
斧頭はハンマーとしてウェッジを力強く打ち込めます。
柄はハンドルプロテクション付き。
1.◎スプリッティングハンマー ［BISON1879］
¥26,400（税込）  品番BP18-A5
用途：薪割り　サイズ：850mm　重量：3,000g

女性でも使いやすい小型の斧
手斧よりサイズが大きく、刃の厚みと重量があるため、
焚き付け作りや薪の小割に適した中型の薪割り斧。
ハンドルプロテクション付き。
2.◎スプリッティングハチェット［BISON1879］
¥22,000（税込）  品番BP18-H3
用途：薪割り（小型）　サイズ：500mm　重量：1,250g

日本向けに開発したオリジナル斧
「日本の木に使いやすい薪割り斧を」とBISONにオー
ダーして作った中径木用の斧。薪割りだけでなく、
焚き付け作りにも活躍します。
3.◎スカンジナビアンアックス ［BISON1879］
¥20,900（税込）  品番BP18-S1
用途：薪割り（中型）　サイズ：700mm　重量：1,500g

パワーとコントロールを実現
焚き付け作りから森林での枝払いまで、幅広い用途
に対応する手斧。パワーとコントロールが理想的な
バランスとなるよう設計されています。
4. ◎ユニバーサルハチェット［BISON1879］
¥15,400（税込）  品番BP18-H2
用途：手斧（焚き付け作り＆枝払い）
サイズ：380mm　重量：800g

持ち運びしやすい小型＆軽量
どんなバックパックにも入る、軽くて使いやすい小
型の手斧。焚き付け作りのほか、ハイキングやキャ
ンプでの枝払いにも便利に使えます。
5.◎ハンティングハチェット ［BISON1879］
¥15,400（税込）  品番BP18-H1
用途：手斧（焚き付け作り＆枝払い）　
サイズ：330mm　重量：500g

幅広い用途に対応する万能斧
使いやすい中型サイズの伐採斧。伐採だけでなく
剪定、焚き付け作りなどさまざまな用途に対応します。
首元ハンドルプロテクション付き。
6.◎ユニバーサルアックス ［BISON1879］
¥22,000（税込）  品番BP18-A4
用途：伐採　サイズ：700mm　重量：1,250g

a
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原木や丸太の移動を手軽に
重さのある原木や玉切りした丸太を動かすの
に便利なピック。鋭い爪を引っ掛けることで、引
き寄せや積み上げ、移動を楽に行います。
1.◎ピック 1879  ［BISON1879］
¥13,200（税込）  品番BP18-P
用途：マルチ　サイズ：380mm　重量：600g

軽くてスリム、使いやすい鳶口
大きく重量がある原木を動かすのに適した鳶口

（とびくち）。柄が長いラージタイプで、軽くてス
リムな形状が特長。作業がより効率よくなります。
2.◎ピック ラージ  ［BISON］
¥17,600（税込）  品番BN13
用途：マルチ　サイズ：850mm　重量：400g

重い丸太も楽々持ち上げる
先端の爪で丸太を挟み原木や丸太を楽に引き
寄せたり、持ち上げることができるトング。挟み
こむ幅は丸太の太さに合わせて調整可能です。
3.◎トング  ［BISON］
¥4,620（税込）  品番TG
サイズ：W155–388×H450mm　

プロも納得の頑丈な薪割り用くさび
激しい打ち込みにも十分に耐えられる特殊な
スティール製、プロ仕様の丈夫な薪割り用くさび。
堅く割りにくい原木もスムーズに割ります。
4. ◎スプリッティングウェッジ ［BISON］
¥3,960（税込）  品番BN07
用途：薪割り　サイズ：237mm
材質：スティール　重量：2000g

割りにくい木も回転しながら裂く
プロ仕様の薪割り用のくさび。スティール製で、
ひねりにより回転しながら原木を裂きます。
繊維のねじれた木にもしっかり食い込みます。
5. ◎ スプリッティングウェッジツイスト　 

［BISON］
¥4,730（税込）  品番BN08
用途：薪割り　サイズ：215mm
材質：スティール　重量：2000g

軽くて持ち運びしやすいくさび
アルミ素材の薪割り、伐採用くさび。ストレート
形状で、スモールとラージ、ねじれた木にもしっ
かり食い込むツイストタイプをラインアップ。
6.◎スプリッティングアルミウェッジ
スモール  ［BISON］
¥5,500（税込）  品番BN10
用途：伐採&薪割り　サイズ：220mm
材質：アルミニウム　重量：550g
7.◎スプリッティングアルミウェッジ　
ラージ  ［BISON］
¥8,360（税込）  品番BN09
用途：伐採&薪割り　サイズ：276mm
材質：アルミニウム　重量：1000g
8.◎スプリッティングアルミウェッジ　
ツイスト  ［BISON］
¥7,700（税込）  品番BN11
用途：伐採＆薪割り　サイズ：215mm
材質：アルミニウム　重量：800g

斧を長く大切に使うために
Bisonオリジナルの研磨用砥石。定期的にお
手入れすることで切れ味が回復し、斧が長持ち
します。一つあると便利なアクセサリーです。
9. ◎グラインディングストーン ［BISON］
¥4,400（税込）  品番BN15
用途：研磨　サイズ：W100×L50×H20mm
材質：砥石　重量：190g
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そろそろ薪ストーブのシーズンが始まります。薪は準備できていますか？　春から薪を作り、

乾燥させて、準備万端という方もいるのではないでしょうか。すぐに使える薪を購入した

という方もいるでしょう。自分で作った薪を焚くのは薪ストーブの醍醐味の一つです。け

れどもすべての薪を自分で作るのは大変な労力が必要です。薪作りばかりにとらわれず

余裕があれば作るくらいの気持ちで、無理のない薪ストーブライフを楽しみましょう。

薪を手に入れるには自分で作る方法とできあがった薪を購入する方法があります。自分

で作る場合は、薪を作る楽しみがあるほか、原木が無料でもらえれば低コストで薪が手

に入ります。薪を購入する場合は、自分で作るよりもコストがかかりますが、すぐに使用

できるのも大きなメリットです。

薪は大まかに①原木を玉切り（お使いの薪ストーブの規定に合わせてチェーンソーやの

こぎりで丸太を切断する）、②薪割り（斧や薪割機を使用して燃えやすい太さに割る）、

③乾燥（薪小屋、薪棚に並べて十分に乾かす）という流れで完成します。薪を自分で作

る場合は、①から③までのすべての工程を自分で行う場合もありますが、玉切りしたもの

を入手して自分で薪割りをして薪棚で乾燥させる、薪の形に割ったものを購入して乾燥

だけ行うなど、工程の一部分だけを自分で行うこともできます。

原木の入手方法はさまざまですが、森林業者や森林組合では有料（原木代）で入手が

可能です。また、自治体が間伐材を無料で配布してくれたり、果樹農家なども不要にな

った木を譲ってくれることもあるので、地域の情報は要チェックです。ただし、原木は大き

く重たいので、あらかじめ輸送の手段や費用も確認しておくとよいでしょう。

乾燥済みのすぐ使用できる薪は購入しやすくなり、ホームセンターや燃料店でも販売さ

れるようになってきました。薪ストーブの販売店から購入すれば、プロが薪ストーブに適

したサイズの薪を用意しているので、安心して使用できます。

原木を手に入れたら、すぐに切り揃えて割ってしまうのが理想的です。丸太のまま時間

をおくと木が硬くなって割れにくくなり、カビや腐食が始まってしまうことがあるからです。

チェーンソーやのこぎりで丸太の原木を玉切りするときは、できるだけ長さは揃え、斧で

薪割りをするときに丸太が立つように、木口もきれいな直角にします。薪を斧で割るときは、

斧の刃先の保護のためにも、必ず薪割り台（高さは自身の身長に合わせて25cm前後）
を用意しましょう。丸太を立てたときの安定性が良く、斧のパワーが丸太に伝わりやすく

なるため薪割りが楽になります。

斧での薪割りの基本動作は①薪割り台の上に原木を置き、原木の正面に体の中心と斧、

薪が一直線になるように構え、足は肩幅に開きます。②斧を原木の上に置き、グリップエ

ンドと身体の間に拳ひとつ入るくらいの距離をとり、③斧を身体の中心線に沿って正面

頭上へ振り上げ、④斧をまっすぐ振り下ろします。この際上半身は使わず、膝を深く曲

げて腰を低く落とすようにします。さらに、斧を振り抜いてしまうと、コントロールが効か

ずにケガや事故の元にもなるので、振り下ろした斧が薪割り台で止まることを意識しな

がら振り下ろすとよいでしょう。斧での薪割りでは①～④作業を繰り返し、好みの太さに

仕上げます。

また、エンジン式の薪割機は、少ない労力で大量の薪を作ることができ、とても便利です。

薪作りで注意したいのは、ご自身や周囲の安全に気を配ること。チェーンソーや斧など

を使用するので、ケガをしないように安全な服装と装備で作業することが必要です。手

袋だけでなく、念のために保護メガネや安全靴も装着すれば、思わぬケガも防止できます。

薪作りで最も大切なのは、薪の乾燥です。薪が十分に乾いていないと暖まりにくいだけ

でなく、不完全燃焼を起こします。不完全燃焼が起こると、煙突内に煤やタールが溜ま

って煙導火災が起きるだけでなく、そこから延焼や類焼に発展することもありとても危険

です。また、目に見えない一酸化炭素による中毒の危険性や、臭いのある煙が原因とな

ってご近所とのトラブルが発生することもあり、良いことは一つもありません。

薪をしっかりと乾燥させるための条件は、日当たりがよく、風通しのよい場所に置くこと。

一般のご家庭だと薪は家の裏手に置くケースが多いですが、薪に直接風が当たるように

できるだけ壁を作らず、地面からの湿気を避けるよう下部は開けます。多少の雨ならば

気にする必要はありませんが、梅雨時期など雨が続くような場合は、雨がしみこまないよ

うに薪の上にトタンやビニールシートなどをかけるとよいでしょう。

このような良い状態で乾燥させることを前提とすれば、針葉樹（スギやアカマツ、カラマツ

など）は3か月から半年、広葉樹（ナラ、クヌギ、カシ、サクラなど）は半年から1年乾燥さ
せれば使用できるようになります。けれども、これはあくまでも目安です。木の種類や地域

や気象条件によっても変わってくるので、使う前には必ず薪を割ってその中が湿ってい

ないか手で触って確認しましょう。そして、実際に燃やすときには、順調に燃えているか

を見ながら焚いていきます。煙突から出ている煙にいぶした臭いを感じたり、煤やタール

がストーブ内部やガラスの内側に付着して黒く汚れるときは、不完全燃焼の可能性があ

るので、今一度、薪の状態をチェックして、乾燥期間を見直してみることが大切です。

薪 の 入 手 方 法

薪 を 作 る

乾 燥 の 期 間

薪ストーブのはなし ①
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LOG SPLITTER

高性能と使いやすさを備え、世界中で愛用されているエンジン式薪割機。
驚きの破砕力で、手間のかかる薪割り作業の負担を大幅に軽減します。
ご家庭でも手軽に使えるコンパクトサイズと、プロも満足できる大型サイズの
2タイプをラインアップしました。

※割ることのできる原木の直径は、樹種や乾燥度合いによって異なります。
［水平使用時］

確かな破砕力で効率的に
薪を割るエンジン式薪割機

1

2

3

Log Splitter LS8

Log Splitter TB27LS

Log Splitter R21LS

MTD

小さなボディで驚きの破砕力
長さ480ｍｍまでの原木を破砕力8tの力で割る
薪割機。シリンダーは収納式で不使用時はコンパ
クトになり軽トラックやワゴン車に載せられます。
1.◎ログスプリッター LS8　
[MTD / TROY-BILT]
¥209,000（税込）  品番LS8i
エンジン：MTD 140cc　破砕力：8t　
最大破砕径※：φ400mm内外　薪長さ：480mm

［仕様］
全長（収納時／使用時）：1,125mm／1,545mm
全幅：690mm　全高：690mm　重量：75kg
油圧ポンプ：2-ステージ　レバー式オートリターン
バルブ　作業方向：水平　サイクルタイム：24秒

高性能で作業効率がアップ
長さ630ｍｍまで、縦・横ポジションで重い木から
軽いものまで幅広いサイズの原木に対応。強力
な破砕力、サイクルタイム19秒で作業が効率的に。
2.◎ログスプリッター R21LS　
[MTD / ROVER]
¥429,000（税込）  品番R21LS
エンジン：HONDA GCV 160cc　破砕力：21t
最大破砕径※：φ600mm内外　薪長さ：630mm
標準装備：フェンダー　オプション：薪置台 ￥10,000

（税込）  ジャッキスタンド  ￥44,000（税込） 
［仕様］
全長（ビーム水平）：2,140mm　全幅：1,050mm
全高（ビーム水平／垂直）：920mm／1,660mm
重量：206kg　油圧ポンプ：2-ステージ　
レバー式オートリターンバルブ　
作業方向：垂直・水平　サイクルタイム：19秒
3.◎ログスプリッター TB27LS　
[MTD / TROY-BILT]
¥523,600（税込）  品番TB27LS
エンジン：Troy-Bilt 208cc　破砕力：27t　
最大破砕径※：φ700mm内外　薪長さ：630mm
標準装備：フェンダー・ジャッキスタンド　
オプション：薪置台￥11,000（税込） 

［仕様］
全長（ビーム水平）：2,160mm　全幅：1,055mm
全高（ビーム水平／垂直）：1,300mm／1,655mm
重量：234kg　油圧ポンプ：2-ステージ　
レバー式オートリターンバルブ　
作業方向：垂直・水平　サイクルタイム：19秒
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30cm、45cmと、薪の長さに合わせて選べるシンプルデザインのほか、
耐久性が高く、洗練されたデザインのログラックもラインアップ。
靴の泥を落とせるブーツスクレイパーやドアマットも便利です。

シンプルに、スタイリッシュに
薪を保管するログラック

奥行30cmで、拡張も可能
30cmの薪用に奥行きが狭くなっている
ログラック30。4’タイプのほか、4’タイ
プにエクステンションを追加して8'のサ
イズに拡張できます。
1.◎4’ログラック30　［a+ オリジナル］
¥9,350（税込）  品番NY-WR4S
サイズ：W1,210×D282×H1,250mm
材質：スティール
2.◎4’ログラック30用
エクステンション　［a+ オリジナル］
¥7,150（税込）  品番NY-WR4SX
サイズ：W1,178×D282×H1,250mm
材質：スティール

雨や雪から守り、しっかり乾燥
薪を雨や雪から守り、薪を十分に乾かす
ことができるカバー。薪に金具を引っ掛
けて固定できます。サイズは4’用と8’用
の2種類。45、30共通。
3.◎4’ログラックカバー　

［a+ オリジナル］
¥7,150（税込）  品番NY-WR4C
材質：ナイロン

軽くて丈夫、おしゃれなラック
軽くて簡単に組み立てができる薪棚。
環境にやさしい素材を使用しており、愛
着を持って長く使えるスタイリッシュな
デザインも魅力です。
4.◎ログラック

［Vitavia］
¥48,400（税込）  品番VFWSH401al
サイズ：W990×D400×H2000mm 
材質：ジンガルバリウム鋼板

頑固な泥もしっかり落とせる
ブーツの底や側面についた泥を落とす
ことができるマット。ブラシ部分は細かく
丈夫なナイロン製で、頑固な泥もしっか
りと落とします。
5.◎ブーツスクレイパー

［Iris Hantverk］
¥9,570（税込）  品番ir-bs
サイズ：W275×L346×H55mm
材質：木、ナイロン（ブラシ部分）

おしゃれな泥落としマット
靴についた泥や汚れを落とすドアマット。
ブラシ部分は丈夫なナイロンを採用。オー
ク材を使用した温かみのあるデザイン
も魅力です。
6.◎ドアマット ［Iris Hantverk］
¥17,600（税込）  品番ir-dm
サイズ：W400×L600×H40mm
材質：木、ナイロン（ブラシ部分）
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S T A R T E R ' S  K I T

サイズが大きく火が点きやすい
木材とパラフィンなど天然成分のみで作られた、環境
に優しい着火剤。燃焼時間が長いため、初めての方
でも着火が簡単です。
◎ナチュラルファイヤーライター100［Wunderblitz］
¥1,760（税込）　品番WB44680
内容：580g 100個入り　材質：木質繊維、パラフィ
ンオイル

薪（松）2束、焚き付け、着火剤、ガラスクリー
ナー、ガスケットボンド、チムニークリーナーの
セット。初めて薪ストーブを焚く方におすすめ。
◎スターターキット　薪あり
¥6,611（税込）  品番000-05

着火剤、ガラスクリーナー、ガスケットボンド、
チムニークリーナーのセット。薪ストーブを使
用するのに必要なグッズが揃っています。
◎スターターキット　薪なし
¥5,500（税込）  品番000-06

確実な着火を実現する着火剤
木くずを巻き付け、ナチュラルパラフィンオイルをしみ
込ませた、臭いがなく環境にも優しい着火剤。火もち
がよく確実な着火が可能。
◎ウッドウール  ［Wunderblitz］
¥1,760（税込）　品番WB70010
内容：416g 約32個入り　材質：木、パラフィンオイル

火が付けやすい小袋タイプ
パラフィンオイルを固めた着火剤。火が付けやすい
袋状のタイプで、袋を燃やしても有害物質はほぼ発
生しないので安心して使えます。
◎ファイヤースターター  ［Burner］
¥1,980（税込）　品番GB-100
内容：700g 100個入り　材質：パラフィンオイル

優れたアイテムがかなえる
スムーズな着火

薪ストーブに初めて点火する方におすすめのパッケージです。
着火からお手入れまで、薪ストーブを使用するために必要なアイテムがすべて揃っています。

着火剤、グローブ、ライターはシーズン中毎日必ず使うものなので、
安全性を重視し使いやすいアイテムを厳選しました。
優れたアイテムを使用することでストレスのないスムーズな着火を実現。
特に着火剤は火持ちがよく、環境にやさしい素材なので安心して使用できます。
また、初めての着火のために必要なものが揃ったスターターキットもラインアップ。

1
2

3

4

ロングタイプの革製グローブ
革製で、手袋中面が起毛素材になって
いる耐熱仕様のグローブ。袖を汚さない
ロングタイプで、ストーブ周りでの作業
に最適です。
1.◎オリジナル革製グローブ  

［a+ オリジナル］
¥7,700（税込）  品番GL3　材質：革

上質かつおしゃれなグローブ
薪を運んだり、火を扱うときに便利なオフィ
アのオリジナルレザーグローブ。上質な
牛革を使用しとても丈夫。
2.◎オフィアオリジナルグローブ  

［OFYR］
¥14,300（税込）  品番OF-OAG　
サイズ：L420mm  材質：牛革（スエード）

手になじむ手縫いグローブ
上質でなめらかなスウェードと耐久性の
高いケブラーで作られたグローブ。完璧
なフィット感は手縫いならでは。
3.◎ホーファッツオリジナルグローブ  

［Höfats］
¥11,000（税込）  品番h030302　
サイズ：L360mm  材質：スエード

着火しやすく使いやすいライター
長いノズルで着火剤に簡単に火を点け
ることができるライター。ロック機能付き
で、ガス詰め替えタイプ。
4.◎アイロダライター  ［iroda］
¥2,860（税込） 品番MJ-351
※ガスは入っていません
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高機能＆魅せるツールが
ストーブ周りを彩る
火を操るための火掻きやトング、灰を処理するシャベルや灰掻き、
ストーブ周りをきれいに保つほうきなどツール類はたくさんあります。
使いやすさはもちろんのこと、味わい深い存在感がありながら、
お部屋の雰囲気にすんなりと溶け込むようなツールセットを揃えました。

洗練と使いやすさを追求
デザインはHWAMウォールを手掛けた
Aarhus Arkitekterne & SMT design
によるもの。床置きだけでなく、壁に掛
けることもできます。
1.◎ツールセット ウォール　［HWAM］
¥17,600（税込）  品番99-0209
サイズ：W310×D190×H679mm
材質：スティール

クラシック4の世界が息づく
HWAMの創業時からデザインに携わっ
ている建築家 Anders C. Fasterholdt
が手掛けた、使いやすいツール4点（ト
ング、シャベル、ブラシ、火掻き）とスタンド。
ツール4点とスタンドのセットも販売。
2.◎クラシックスタンドセット　

［HWAM］
¥20,900（税込）  品番99-0035 
サイズ：W260×D200×H600mm　
材質：スティール
3.◎クラシックツール 4点セット　

［HWAM］
¥13,200（税込）  品番99-0035T
サイズ：L555mm
◎クラシック スタンドのみ　［HWAM］
¥7,700（税込）  品番99-0035S

2

1
3

HWAM

HWAM  |  ワムはデンマークの薪ストーブ会社です。薪ストーブ、ツール類ともに機能美に優れ、スタイリッシュなデザインの製品を生み出しています。
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Iris Hantverka+ original

ストーブ周りに上質感をプラス
ブラシとショベル、火掻き（火吹き兼用）のツールセット。
持ち手とツールヘッドは木肌が美しい高級材のウォルナット。
◎Boom-3  ツールセット ウォルナット  ［RED ANVIL］
¥48,400（税込）  品番RA2041
サイズ：W220×D160×H450mm　材質：木、ステンレス（本体）、
サトウヤシ繊維（ブラシ）

スタイリッシュな空間にマッチ
ステンレススティールのスマートハンドルを採用したモダンな
ツール3点セット。スタンドはパウダーコートのマットブラック。
◎Hammer-3  ツールセット マットブラック ［RED ANVIL］
¥39,600（税込）  品番RA9050
サイズ： W180×D180×H500mm　
材質：ステンレス、サトウヤシ繊維（ブラシ）

気軽に掃除ができるミニタイプ
ミニタイプで手軽に使えるブラシとショベルのツールセット。
持ち手とツールヘッドは繊細でやさしい印象のオーク材。
◎Boom-2  ミニツールセット オーク　［RED ANVIL］
¥30,800（税込）  品番RA2021
サイズ： W160×D160×H310mm　材質：木、ステンレス（本体）、
サトウヤシ繊維（ブラシ）

現場の声から生まれたセット
シャベル、ほうき、火掻き、灰掻きを揃えたオリ
ジナルのツールセット。灰掻きは灰受け室の
隅まで灰が掻けるなど使いやすさを追求。
1.◎オリジナルツールセット

［a+ オリジナル］
¥22,000（税込）  品番T-01T
サイズ：W225×D225×H770mm　
材質：スティール

毎日の掃き掃除を気軽に楽しく
ストーブ周りのゴミやホコリを気軽に掃除で
きるスタンド型のブラシセット。ゆるやかな曲
線を描くハンドルがしっくりと手になじみます。
2.◎ダストパン＆ブラシセットスタンド

［Iris Hantverk］
¥13,200（税込）  品番ir-hbs
サイズ：W250×H930mm  材質：木、馬毛（ブ
ラシ部分）、メタル（ダストパン）
※在庫がなくなり次第終了します。

ゴミやホコリをやさしくキャッチ
ストーブ本体についたホコリや灰取りに便利
なハンドブラシとダストパンのセット。100％
馬毛で包み込むように細やかな灰を集めます。
3.◎ダストパン＆ブラシセット 

［Iris Hantverk］
¥7,920（税込）  品番ir-hb
サイズ：L365mm  材質：木、馬毛（ブラシ部
分）、ポリプロピレン（ダストパン）

安全な灰処理の必須アイテム
灰を火の粉が消えるまでしばらく置いておく
コンテナ。約1ケ月分の灰が収納できます。
どんなお部屋にも合うシンプルなデザインです。
4.◎オリジナルアッシュコンテナ

［a+ オリジナル］
¥13,200（税込）  品番T-01AC
サイズ：φ310×H340mm  材質：スティール

便利な火掻き＆トングのセット
火掻き（火吹き兼用）とトングのセット。ハンドルはウォルナット。
トングは力を入れなくても薪をしっかりつかめるデザイン。
◎Boom-2DAX  トング＆ポーカーセット　［RED ANVIL］
¥48,400（税込）  品番RA2031
サイズ：W160×D160×H450mm
材質：木、ステンレス（本体）

RED ANVIL  |  レッド・アンビルはドイツ・バイエルンにあるストーブ周りのツールを製造・販売する会社です。手になじむ使い心地とさりげない上質感は職人技ならでは。

実用性重視のスタンダードセット
オリジナル革製グローブ、ファイヤーウッドトートM、
オリジナルツールセット。使いやすさを重視したオ
リジナルツールのパッケージ。
◎オーナーズパックA　
¥37,400（税込）  品番SOP-A
内容：T-01T, TOTE-M, GL3

人気の高いクラシックスタイル
オリジナル革製グローブ、ファイヤーウッドトートM、
HWAMクラシックスタンドセット。クラシックな雰
囲気のお部屋によく合います。
◎オーナーズパックD　
¥36,300（税込）  品番SOP-D
内容：99-0035, TOTE-M, GL3

使いやすさとデザイン性を重視
オリジナル革製グローブ、ファイヤーウッドトートM、
HWAMツールセット ウォール。スタイリッシュな雰
囲気の空間におすすめです。
◎オーナーズパックF　
¥33,000（税込）  品番SOP-F
内容：99-0209, TOTE-M, GL3

O W N E R ’ S  P A C K A G E

OWNER'S 
PACKAGE F

OWNER'S 
PACKAGE D

OWNER'S 
PACKAGE A

グローブ、ツールセット、薪入れといった薪ストーブライフに必要不可欠なツールを
セレクトしたパッケージです。インテリアに合わせてお好みのパッケージをお選びください。

iris hantverk  |  スウェーデン・ストックホルムのハンドメイドブラシメーカー。手作業で仕上げられるブラシは丈夫で柔らかく、耐久性に優れています。

2

3

4
1
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温度と状態が一目でわかる
磁石付きで鋳鉄製ストーブの天板や側
面に付けることができる温度計。温度
はもちろん適正温度の目安がわかりや
すいシンプルなデザインです。
1.◎ストーブ温度計　［Condar］ 
¥3,850（税込）  品番C3-291
サイズ：Φ62mm

愛犬が暖かさを見守り続ける
犬のトレードマークが入った、アイアン
ドッグオリジナルの温度計。温度だけ
でなくGOOD、DANGERと薪ストーブ
の状態も同時に指し示します。
2.◎ストーブ温度計  ［IRON DOG］
¥3,850（税込）  品番C3-DOG　
サイズ：Φ62mm  

触媒を使用する薪ストーブ用
ダッチウエストのキャタリティック燃焼
を行う薪ストーブ専用温度計。二次燃
焼室の温度を測りコンバスター（触媒）
の稼働状態を確認できます。
3.◎プローブ温度計　［Condar］
¥6,600（税込）  品番C3-654P
サイズ：Φ38mm

オーブン料理の必須アイテム
HWAMクラシック4のオーブン専用の
温度計。オーブン内の温度を表示し、
料理に合わせた調理ができます。シン
プルなデザインもHWAMならでは。
4.◎オーブン温度計　［HWAM］
¥6,000（税込）  品番99-0044
サイズ：W77×L40×H70mm

焚きすぎなどが起こらないよう、薪ストーブをベストな状態で
燃焼させるために、温度確認は欠かせません。
温度表示が見やすく、薪ストーブの状態が分かりやすい温度計をラインアップ。
マグネットタイプなので、薪ストーブ本体の上面や側面など
確認しやすい場所に付けて使用します。

薪ストーブを燃やす
理想的な温度を知る

1 3

2
4
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薪ストーブを使用するにはさまざまなツールが必要です。ツール類は薪ストーブを安全

に使用するためのものから、使い勝手がよくなるもの、お部屋を素敵に彩るものまでと幅

広く揃い、見ているだけでも楽しいものです。選ぶポイントは、お部屋全体のインテリア

を考えてコーディネートすること。薪ストーブはお部屋の一部に配置するものなので、お

部屋の雰囲気と合わせると、すっきりと統一感のある素敵な空間を作れるでしょう。

ここでは、薪ストーブを使用するのに必ず用意すべきものを紹介します。

① 耐熱グローブ：火傷予防のための必須アイテム。熱くなった薪ストーブに薪を補給
するときなどに使用します。安全に作業できるように、革製の耐熱手袋がおすすめです。

② ツールセット：火掻き棒（炉内の熾火や薪の位置を調整する）、ほうき（ストーブまわ
りの掃除用）、シャベル（炉内の灰をすくい出す、ちりとり代わりにも）などのセット。

③ アッシュコンテナ：入れておくことで火の粉が確実に鎮火し、灰を安全に処理できます。
④ 薪入れ：木くずの散乱も防ぎます。キャスターや取っ手などが付いた薪入れやウッド
トートは屋外から薪を運び入れるのにもとても便利です。

⑤ 温度計：薪ストーブや煙突の表面温度を確認します。薪ストーブの火力を加減する
コツが掴めるようになるまで、目安があると安心です。

その他、薪を作る場合は薪割り用の斧、焚き付けを作るために手斧があると便利です。

初めのうちは、上手に火を点けられるか不安だという人も多いですが、必要なものを用

意して作法さえ心得ていればとても簡単に点火することができます。点火に必要なものは、

薪（焚き付け）、着火剤、ライターです。

順調に燃やすためには、はじめの薪の置き方が大切です。手首ぐらいの太さの薪を一

番下に置き、重ねるに従い細い薪を乗せます。一番上には細く割った薪を置き、その隙

間に着火剤を乗せます。着火剤に火を灯すと、下から薪の隙間を通って上昇してきた

空気に誘われ、綺麗な炎が姿を見せてくれます。天辺の炎がその下の薪を炙り、そこか

ら揮発した可燃性のガスが炎に引き寄せられて燃え、だんだんと炎に勢いが出てきます。

こうした繰り返しによって火は煙を出さずにスムーズに燃え広がります。本来薪ストーブは、

薪がスムーズに燃える適正な空気量を取り込める設計になっているため、空気の流れ

が妨げられていなければ、火は自然と広がっていくものです。空気の流れ方は薪ストー

ブによっても異なるので、取扱説明書をしっかりと読みましょう。そして、空気の流れをイ

メージしながら着火するポイントを定めると上手に焚けるようになります。

薪は自然エネルギーと言われていますが、効率を考慮した燃費の良い焚き方をしてこそ、

環境を保全する地球に優しい再生エネルギーだと認められます。言い換えれば、焚き方

が悪いとかえって地球環境に悪影響をおよぼしかねないのです。

薪ストーブや暖炉の中で薪が燃えるとき、いつでも同じような状態で燃えているわけでは

ありません。灯油ストーブやファンヒーターと違って固体燃料である薪の燃焼には、点火

から燃え尽きるまで4つの段階があります。①点火の初期から徐々に炎が大きくなり、②
温度が上昇して最盛期を迎えます。③少しずつ下火になる減衰期を経て熾火が続いた

あと、④終期を迎えてやがて燃え尽きます。一番明るい炎を放つ②の燃焼の最盛期は、

薪からの燃焼ガスの揮発も最大となって、温度もピークに達します。けれどもこのときに

強い炎を保とうとして薪を補給してしまうと、薪から揮発するガスの発生量に対し、それ

を燃焼させる酸素が足りなくなって不完全燃焼を起こします。その結果、一酸化炭素の

発生による中毒の危険性、煙突から煙と熱エネルギーの放出（近所迷惑の原因と無駄）、

温度の上がりすぎによるストーブや煙突への負担など、さまざまな問題が起こります。

薪が持っているエネルギーを余すことなく、効率よく完全燃焼させるためには、薪の補給

タイミングの見極めが大切です。最適なタイミングは、残った熾火がだんだん小さくなって、

白い灰に覆われるようになる③の段階。また、薪ストーブにはそれぞれ炉内に入れてよい

薪の適量があります。薪の入れすぎも不完全燃焼の原因となるので、必ず取扱説明書

でチェックして、規定量以上の薪は入れないこと。そして、このような焚き方を守れば、薪

ストーブの温度は燃焼するのに理想的といわれる250～300℃に保たれるようになります。
薪ストーブを使っているとどうしても火種を残しておきたいと思ってしまいます。けれども、

お部屋が十分暖かければ薪の補給は一度お休みしましょう。また寒くなれば焚き付けれ

ばよいだけのことです。薪ストーブはあくまでも暖房器具です。ご自身の感覚に合わせて、

ゆったりとした心構えで使うことも、効率よく薪を燃やすことにつながっていくのです。

薪ストーブの炉内はしっかりと密閉されており裸火ではないので、買い物などの短時間

の外出や就寝時にあえて消火をする必要はありません。薪ストーブから少し離れるとな

ると、吸気を絞って弱火にしたくなりますが、薪が燃えているときに吸気を絞ると炉内の

薪が不完全燃焼を起こしてしまうので、必ず適正な空気量を供給することが大切です。

吸気を絞るタイミングは、薪が燃え尽きた後。燃焼室に流入する空気によって薪ストー

ブの熱が逃げるのを防ぎ、ゆっくりと冷めていくため、就寝時などにおすすめです。

用 意 す る も の

火 を 点 け る

効 率 の よ い 焚 き 方

お 出 か け 、 就 寝 時 に は

薪ストーブのはなし ②
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1

手作りならではの丈夫さと温かみ
ハンドメイドのワイヤーバスケットはス
ウェーデン生まれ。取っ手が2つある「ク
ラシックシリーズ」は丈夫で使いやすく、
ログラックに最適。
1.◎ワイヤーバスケット Classic35　

［KORBO］
¥26,400（税込）  品番ko-c35
サイズ：φ450×H240mm　材質：亜鉛
メッキ、コットン（ランドリーバッグ）
2.◎ワイヤーバスケット Classic65　

［KORBO］
¥30,800（税込）  品番ko-c65
サイズ：φ480×H440mm　材質：亜鉛
メッキ、コットン（ランドリーバッグ）

味わい深いラタン製バスケット
手作業で一つひとつ編まれたラタン製
の丈夫なバスケット。ジュート（麻）のイン
ナーカバーがついて、薪の収納や運搬
に使用できます。
3.◎ラタンバスケット スクエア 
¥10,120（税込）  品番i-bs
サイズ：W400×D400×H370mm
材質：ラタン、ジュート
4.◎ラタンバスケット ラウンド S
¥8,800（税込）  品番i-brS
サイズ：φ390×H280mm
材質：ラタン、ジュート
5.◎ラタンバスケット ラウンド M
¥10,560（税込）  品番i-brM
サイズ：φ470×H310mm
材質：ラタン、ジュート
6.◎ラタンバスケット ラウンド L
¥13,200（税込）  品番i-brL
サイズ：φ580×H280mm
材質：ラタン、ジュート

3
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4

薪をスマートに運び入れ、
美しく収納する
上質でシンプルな、薪ストーブのそばに置いておきたくなる、
魅力的なストッカーをラインアップしました。
素材も鋼鉄からフェルトまでとさまざま。
お部屋のインテリアに合うものがきっと見つかります。

薪を美しくきれいに収納する
鋼鉄製の薪ラック。底板があるため、薪
のくずが床に落ちにくくなっています。機
能を追求したシンプルで飽きのこないデ
ザインが魅力。
1.◎ウッドホルダー S ［a+ オリジナル］
¥14,300（税込）  品番WHD-18C
サイズ：W470×D300×H580mm　
材質：スティール
◎ウッドホルダー L　［a+ オリジナル］
¥17,600（税込）  品番WHD-24C
サイズ：W620×D300×H580mm　
材質：スティール

大量の薪が運搬・収納できる
薪運びに便利なウッドキャリー。たくさん
の薪が手軽に運べるだけでなく、デザイ
ン性が高いため、そのままログラックとし
ても使用できます。
2.◎ウッドキャリー　［HWAM］
¥90,200（税込）  品番99-0201
サイズ：W520×D385×H880mm
材質：ステンレス　

薪ストーブに愛らしさを添えて
シンプルながらも、重量感がありどこか
かわいらしいデザインのウッドバスケット。
1日分の薪が入る、運搬＆収納しやすい
サイズです。
3 . ◎ ファイヤ ー ウッドバ ス ケット　

［HWAM］
¥46,200（税込）  品番99-0040
サイズ：φ430×H300mm
材質：ステンレス　1

2

3

耐久性抜群＆軽量で使いやすい
薪運び、薪置きとしても使えるトートバック。
丈夫な作りで薪がたっぷり入ります。買
い物やガーデニングにも使えるシンプル
デザイン。
7.◎ファイヤーウッドトート L

［a+オリジナル］
¥7,700（税込）  品番TOTE-L
サイズ：W540×D320×H410mm
材質：コットン、ナイロン
8.◎ファイヤーウッドトート M

［a+オリジナル］
¥7,700（税込）  品番TOTE-M
サイズ：W540×D320×H310mm
材質：コットン、ナイロン

1

2

3

優しい風合いのフェルト素材
温かみのあるフェルト素材と丸みのある
フォルムが印象的です。トマトレッドの中
面は同素材、チャコールの中面はジュー
ド素材。
1.◎フェルトバスケットL　トマトレッド
￥9,460（税込）  品番RSJB1009
サイズ：W520×D425×H360mm
材質：ポリエステル　
2.◎フェルトバスケットL　チャコール
￥9,460（税込）  品番RSFB1003
サイズ：W520×D425×H360mm
材質：ポリエステル、ジュート（中面）

小型のナチュラルログラック
ナチュラルな雰囲気のジュート素材のロ
グラック。円形のコロンとしたフォルムは
かわいらしく、クラシック、スタイリッシュど
んなインテリアにも合います。
3.◎バスケットM フラックス
￥8,360（税込）  品番RSJB1015
サイズ：W390×D370×H320mm
材質：ジュート

KORBO  |  スウェーデン発、ハンドメイドのワイヤーバスケットメーカーブランドです。その丈夫さと使いやすさ、シンプルなデザインが人気です。
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ストーブ周りを安全に、
心地よい空間に
薪ストーブの前は特別なくつろぎスペースです。
その空間をおしゃれに演出するラグをラインアップしました。
質感や色、柄、サイズもさまざまで、お部屋の雰囲気をがらりと
変えることができます。また、ハースゲートがあれば、
お子様やペットがいても安心して薪ストーブが楽しめます。

1

2 3

◎延長やサークル型へのカスタマイズ可能。

※追加パネルオプションは2
種類。24インチ幅（約61cm）
と9インチ幅（約23cm、サーク
ル型に使用）。

※写真は基本セット＋9インチパネル

優しい風合いが心地いい
ウール100％ラグ
目の詰まったウールラグ。小さな模様が
アクセントになっています。カラーは全
6種類。さらに大判サイズもラインアップ。
1.◎ウールラグ アクアラージ
¥105,600（税込）  品番LMI-B2TQ
サイズ：W1,900×D1,300mm 　
材質：ウール
2.◎ウールラグ アクア
¥17,600（税込）  品番LMI-B1TQ
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール
3.◎ウールラグ バーガンディ
¥17,600（税込）  品番LMI-B1RU
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール
4.◎ウールラグ オリーブ
¥17,600（税込）  品番LMI-B1AG
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール 
5.◎ウールラグ ブリック
¥17,600（税込）  品番LMI-L1RD
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール
6.◎ウールラグ アッシュ
¥17,600（税込）  品番LMI-B1DG
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール
7.◎ウールラグ ミッドナイト
¥17,600（税込）  品番LMI-B1BL
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール ※ハースゲートは薪ストーブから離す距離がそれぞれ異なります。

設置前には、必ず薪ストーブの取扱説明書でご確認ください。

2
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※ウールラグはシーズン商品のため在庫がなくなり次第終了します。

難燃性で安心のウールラグ
中央アジア、キルギス生まれのラグ。
古くから伝わる自然や事象を表す文様
が印象的です。難燃性のウール素材
でストーブ周りでも安心。
◎シルダックウールラグ
4色×2種類　¥28,600（税込）

［カラー］
1 Amulet  グリーン×ブラウン
品番AK-AGBG
2 Amulet  ブラウン×グリーン
品番AK-ABGG
3 Wealth  ブラウン×ホワイト
品番AK-ＷＢＷ
4 Wealth  ホワイト×ブラウン
品番AK-WWB
5 Peacefulness  ベージュ×ホワイト
品番AK-PBBW
6 Peacefulness  ホワイト×ベージュ
品番AK-PWWB
7 Peacefulness  ブルー×ホワイト
品番AK-PBW
8 Peacefulness  ホワイト×ブルー
品番AK-PWB
サイズ：800×1,200mm
※手作りの為、商品によって微妙にサイズ・
色合いが異なります。

家族を熱から守るハースゲート
薪ストーブの 熱から守るハースゲート。
90度開ければ開いたままに、90度以下
なら自動で閉まるオートクローズ機能付き。
壁への固定も可能。
1.◎オートクローズハースゲート
基本セット  G3111 ［KidCo］
¥35,200（税込）  品番G3111
サイズ：W3,065×H745mm 　
材質：スティールほか

幅24インチと幅9インチの追加パネル
を使えば延長も可能。基本セットに幅9イ
ンチのパネル1枚を追加すればサークル
型に。 
2.◎オートクローズハースゲート
G4301 ［KidCo］

（追加パネル9”） ¥4,620（税込） 
品番G4301 サイズ：W228×H745mm
3.◎オートクローズハースゲート
G4311 ［KidCo］

（追加パネル24”） ¥6,820（税込）  
品番G4311  サイズ：W609×H745mm
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薪ストーブの購入を考えるとき、まず考えるのが安全面ではないでしょうか。薪ストーブ

は火を扱うだけでなく、すぐには消火ができないため、大地震が起きたときの備えはしっ

かりとしておきたいものです。

幸い2011年の東日本大震災では、当社の薪ストーブが出火して火災になったというケー
スはありませんでした。けれども、大きな揺れにより大幅に薪ストーブ本体が動き、煙突

が外れたというケースはいくつかありました。

そこで当社では、薪ストーブを安心してお使いいただくために、地震対策薪ストーブ転

倒防止用製品をラインアップしました。素材は、優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる

揺れ（前後・左右・上下）に追随する振動対応能力を備えた制振材「バイオマスマット」

を使用。床面や炉台の床部分に薪ストーブをしっかりと固定することで、震度7クラスの
地震にも対応します。また、アンカー打ちをする必要がなく貼るだけと、設置も簡単です。

IRONDOG、NORFLAMなど脚付きの薪ストーブの場合は、耐震アジャスターの底にバ
イオマスマットを貼り、本体足のアジャスターボルト穴を利用して設置します。

地震はいつ起こるかわかりません。いざというときに慌てないためにも、しっかりと備えて

安心・安全な薪ストーブライフを楽しみたいですね。

よ り 安 全 に 薪 ス ト ー ブ を ご 使 用 い た だ く た め に

耐震アジャスター M8（マット付）
IRONDOG、NORFLAMなど脚付き
の薪ストーブの場合は、耐震アジャ
スターの底にバイオマスマットを貼
り、本体足のアジャスターボルト穴
を利用して設置します。
※価格・仕様についてはお問い合
わせください。

バイオマスマット t 
100×100×5mm （1枚）  
￥3,740（税込）
HWAMのような本体の底が平らで
比較的熱くならないストーブには、
バイオマスマットを設置物の底に
貼るだけで設置できます。

薪ストーブのはなし ③
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BRUNNER

薪ストーブ料理の世界が
さらに広がる鋳物鍋
ヨーロッパでも最高峰の鋳物工場をもち、
薪ストーブ「アイアンドッグ」を製造するブルナー社。
長年培ってきた鋳物の技術を駆使して作った
ココットやパンをラインアップしました。
製品は熱伝導率がよく、素材の旨みをあますことなく引き出します。
内部は3度のエナメル塗装でお手入れも簡単。

2

5

4

3

1

6

クリスマスなどのおもてなし料理に
ドイツのご馳走には欠かせないダック（家鴨）、
グース（ガチョウ）がまるごと1匹乗せて調理で
きる専用のパン。蓋はパンとして使用できます。
1.◎キャセロール ダック
¥53,900（税込）  品番IDP005010
サイズ：W400×D240×H221.5mm　
容量：9.4ℓ　 
◎キャセロール グース
¥74,800（税込）  品番IDP005008
サイズ：W500×D300×H221mm　
容量：16.6ℓ
材質：鋳鉄

おいしさ引き出す魔法のココット
厚い鉄板により、均一に火を通すことができる
ココット。蓋もパンとして使用可能。底面は薪ス
トーブにキズが付かないフラット仕上げ。
2.◎キャセロール ラウンド
20cm  ¥28,600（税込）  品番IDP005022
サイズ：φ200×H133.5mm　容量：2.6ℓ　
24cm  ¥37,400（税込）品番IDP005025
サイズ：φ240×H143.5mm　容量：4.3ℓ　
28cm  ¥46,200（税込）  品番IDP005026
サイズ：φ280×H 154mm　容量：6.4ℓ　
材質：鋳鉄

シンプル形状の耐熱性鋳物パン
ストーブトップのほか火室の中でも使用するこ
とができます。肉や魚などの素材にすばやくしっ
かりと火を通すため、素材の旨みを逃しません。
3.◎グストパン
24cm  ¥33,000（税込）  品番IDP005014
サイズ：φ240mm　容量：1.4ℓ　
28cm  ¥37,400（税込）  品番IDP005015
サイズ：φ280mm　容量：2.3ℓ
材質：鋳鉄、ステンレス

オーブン料理に多彩に活躍する
熱伝導率のよい鋳物製ベーキングディッシュ。
薪ストーブIRON DOG 06専用で、ベーキング
からローストまで、さまざまな料理で活躍します。
4.◎ベーキングディッシュ
¥28,600（税込）  品番IDK011151
サイズ：W283×D410×H65mm　
材質：鋳鉄

丈夫で使いやすいオーブントレイ
薪ストーブIRON DOG 06専用のオーブントレイ。
パンやスコーンなどを焼くときに使用します。
丈夫なステンレス製で、出し入れしやすい取っ
手付き。
5.◎ステンレスオーブントレイ
¥27,500（税込）  品番IDK011148
サイズ：W295×D410×H28mm　
材質：ステンレス

味わい深い一点もの
ブルナー社オリジナルのビアマグ。ヨーロッパ
に伝わる塩釉薬を使用した、素朴な風合いが
魅力。手作りのため、色合いが少しずつ異なり
ます。
6.◎ビアマグ
¥3,520（税込）　品番ID-bm
容量：約500㎖　材質：陶器
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三ツ星シェフも愛用。
フランス生まれのココット
ストウブのココットは1974年フランスのアルザス地方で誕生し、
今やプロフェッショナルからご家庭でも愛される調理器具です。
ココットは鋳物で高温になった薪ストーブの中に入れることも可能。
蓋のつまみも真鍮またはニッケルで蓋をしたまま調理ができ、
薪ストーブ料理の幅が広がります。

STAUB

飽きの来ない美しいラウンドフォルム
煮込んだり、炒めたり、混ぜたり幅広く使える
円形鍋。カラーバリエーションも豊富で、26cm
は料理の幅を広げるスチーマーセットも。
2.◎ピコ・ココットラウンド
10cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥12,100（税込）  

［グレナディンレッド／バジルグリーン／グランブ
ルー］ ¥13,200（税込）
サイズ：φ100×H70mm（蓋のノブの上まで） 
容量：0.2ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
20cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥28,600（税
込） ［グレナディンレッド／バジルグリーン／グラ
ンブルー］  ¥29,700（税込）
サイズ：φ200×H142mm（蓋のノブの上まで）
容量：2.2ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
22cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥33,000（税
込）  ［グレナディンレッド／バジルグリーン／グ
ランブルー］ ¥34,100（税込）
サイズ：φ220×H150mm（蓋のノブの上まで）
容量：2.6ℓ 材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
24cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥37,400（税
込） ［グレナディンレッド／バジルグリーン／グラ
ンブルー］ ¥38,500（税込）
サイズ：φ240×H153mm（蓋のノブの上まで）
容量：3.8ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）

幅広い使い勝手が魅力のティーポット
機能的な持ち手がついた鋳物製ティーポット。
そのまま火にかけられ、蓋の上部が全部開くた
め、お料理にも使用できます。
3.◎ラウンドティーポット

［ブラック／グレー／チェリー］　￥28,600（税込） 
［グレナディンレッド／バジルグリーン］　 　 
¥29,000（税込）　サイズ：φ165mm  
容量：1.15ℓ  材質：鋳鉄（本体）、ニッケルま
たは真鍮（蓋ノブ）

磁石の力で鍋にくっつく便利な鍋敷き
木製のトリベットの中にはマグネットが内蔵。磁
石の力で鍋にくっついて、一緒に持ち運べます。
鍋の大きさに合わせた2サイズをラインアップ。
4.◎マグネットトリベット
150×110mm　￥3,300（税込）
210×150mm　￥5,500（税込）
材質：木、マグネット 

食卓を華やかに彩るトリベット
華やかなカラーとデザインのホーロー鍋敷き。
お鍋をそのまま食卓へ置くときに大活躍します。
新築祝いなどの贈り物ギフトにぴったりです。
5.◎リリートリベット
￥8,800（税込）
サイズ：φ230mm　材質：鋳鉄

ココットに愛らしいアクセントを
ストウブの蓋のノブは交換が可能。動物のか
わいらしいツマミで、お料理や好みに合わせて
ココットを彩ります。
6.◎アニマルノブ
￥3,300（税込）　チキン／カウ／エスカルゴ
／ピッグ／フィッシュ　材質：ステンレス
※10、11cmのココットには使用できません。

長さのある食材がそのまま入る楕円形
ブロック肉や魚一匹がまるごと入る楕円形鍋。
ローストビーフやアクアパッツァなどの調理に
おすすめです。ストーブトップに置いたときの
存在感も抜群。
1.◎ピコ・ココットオーバル
11cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥13,200（税
込）  ［グランブルー］  ¥14,300（税込）
サイズ：φ110×H70mm（蓋のノブの上まで）
容量：0.2ℓ 材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
27cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥36,300（税
込） ［グレナディンレッド／バジルグリーン／グ
ランブルー］ ¥38,500（税込）
サイズ：φ270×H145mm（蓋のノブの上まで）
容量：3.2ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
29cm ［チェリー］  ¥40,700（税込）　［バジル
グリーン／グランブルー］  ¥42,900（税込）
サイズ：φ290×H158mm（蓋のノブの上まで）
容量：4.2ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）

2

4

5

3

1

6

38 39



薪ストーブをもっと楽しむ
クッキングツール
薪ストーブの楽しみの一つは料理です。
ピザは初心者の方でもチャレンジできる薪ストーブ料理。
おいしく焼き上げるための基本的なクッキングツールをご用意しました。
クッキングスタンドやトリベットは他の料理でも幅広く使用できるので、
一つは手に入れたいアイテムです。

便利に使える薄型フライパン 
薄いフライパンはピザなどを焼くときに
便利なアイテムです。薪ストーブの炉の
中に入れて、しっかりと焼き上げます。
1.◎ラウンドグリドル 255mm　

［LODGE］
¥4,840（税込）  品番 L9OG3
サイズ：φ255×H15mm　重さ：1.9kg 
材質：鋳鉄

食材を直火でおいしく焼き上げる
炉内でピザやパンを直火で焼くための
陶板。食材から出る水分や油を陶板が
吸収してパリッとおいしく焼き上げます。
2.◎ピザストーン スクエア

［a+ オリジナル］
¥5,060（税込）  品番ca-ps
サイズ：W255×D230×H10mm
材質：セラミック
 
薪ストーブ料理の必須アイテム 
炉内に設置することで、さまざまなオーブ
ン料理が楽しめます。ピザストーンもクッ
キングスタンドに乗せて使用します。
3.◎オリジナルクッキングスタンド　

［a+ オリジナル］
¥8,800（税込）  品番COS-CR
サイズ：W248×D203×Ｈ70mm　
重さ：1.9kg　材質：スティール

炉内からピザを取り出すのに便利 
薪ストーブの炉内にあるピザやパンを取
り出すときに便利なピザショベル。柄の
部分は木製のシンプルなデザインです。
4.◎ピザショベル

［a+ オリジナル］
¥5,060（税込）  品番ca-psh
サイズ：W230×D280×L533mm　
材質：アルミ、木

厚いピザも楽に切り分けられる 
軽くて、力が入りやすい形状のピザカッ
ター。刃が直径6.5cmもあり、厚みのあ
るピザでもスムーズにカットできます。
5.◎ピザカッター

［a+ オリジナル］
¥2,750（税込）  品番ca-pc
サイズφ65mm（刃の直径） 材質：ステン
レス

ストーブトップでの
火加減の調整に 
ストーブトップに置いて鍋の火力調整の
役割を果たします。おしゃれなデザイン
はお部屋の装飾としても楽しめます。
6.◎オリジナルトリベット　

［a+ オリジナル］
¥5,060（税込）  品番GV-T23BK
サイズ：φ230mm　材質：鋳鉄
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◎ガスケット　［Rutland］
φ6.3mm 1/4インチ　¥440（税込）　
品番R721N　長さ：50cm
φ7.9mm 5/16インチ　¥495（税込）
品番R721　長さ：50cm　
φ9.5mm 3/8インチ　¥550（税込）　
品番R722　長さ：50cm
φ11.1mm 7/16インチ　¥770（税込）　
品番R723w　長さ：50cm
φ12.7mm 1/2インチ　¥770（税込）　
品番R723　長さ：50cm
φ15.8mm 5/8インチ　¥990（税込）　
品番R724　長さ：50cm
φGG 5/16インチグリドル　¥523（税込）　
品番R516GG　長さ：50cm
※ガスケットは50cmごとの計り売りです。

薪ストーブ最重要パーツの一つ
ドアやガラス周り、ダンパー部分の気密を高め
るグラスファイバー製ロープ。薪ストーブの正常
な運転のために、日常的な点検、定期的な交換を。

煙突の頑固な汚れも
手軽に取り除く
ブラシに弾力のあるポリプロピ
レンタイプの煙突ブラシ。煙突
を傷つけにくく、曲がり煙突に
も使用可能。ビギナーからベテ
ランまで幅広く使えます。
◎煙突ブラシ（ポリプロピレン）

［Rutland］
φ152mm ¥8,800（税込）  
品番RPBT-6
φ203mm ¥9,900（税込）  
品番RPBT-8

丈夫で長持ち
プロ用煙突ブラシ
ハードな使用にも耐える丈夫な
プロ仕様の煙突ブラシ。2ゲー
ジの強力なワイヤーを使用して
おり、頑固な煤やタールを落と
すことができます。
◎煙突ブラシPRO 

［Rutland］
φ152mm  ¥9,240（税込）  
品番RPCT-6
φ203mm  ¥10,340（税込）  
品番RPCT-8

曲 がり煙 突 にも柔 軟 に 対 応
柔軟性のあるファイバーグラス製で、
曲がりのある煙突にもフレキシブ
ルに対応できるロッドです。必要な
長さまで追加できるトルクロック式。
◎フレキシブルロッド920ｍｍ

［Rutland］
¥2,750（税込）  品番RPFT-34-3

頑固な汚れも落とす強い味方
ブラシが煙突内で外れてしまった場合や、鳥が巣を作っ
てしまったときに、先端部分でひっかけて取り除きます。
1.◎リトリービングツール　［Rutland］
¥17,600（税込）  品番RPF-1745
煙突の内部にこびりついたタールをはがしとるとき
に使用するツール。半円の刃部分でしっかりこそげ
取ります。
2.◎半円スクレイパー　［Rutland］
¥9,350（税込）  品番RPF-1756
煙突が完全に詰まってしまったときなど、尖った先端
でこびりついたタールや煤を突いて穴を開け、落とし
ます。
3.◎ボーリングツール　［Rutland］
¥17,600（税込）  品番RPF-1740

新しいガスケットを
しっかり固着
ガスケットを張り替える時に固着さ
せるためのセメント。レッドはガス
ケット専用。ブラックは鋳物の部
品の組み立てにも使用可能です。
◎ガスケットセメントブラック

（ガスケット＆鋳物） ［Rutland]
¥1,980（税込）  品番R77
内容量：76g
◎ガスケットセメントレッド

（ガスケット専用）［Rutland］
¥1,980（税込）  品番R77E
内容量：76g

1
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汚れはポリッシュで磨いて美しく
薪ストーブ本体の汚れをブラシ（タワシ）
で落とし、本来の質感を活かすよう磨き
上げます。使いやすいチューブタイプ。
◎ストーブポリッシュ チューブ

［Wunderblitz］
¥1,540（税込）  品番WB70070
内容量：75㎖

薪ストーブを安全に快適に使うために

日々のメンテナンスにはクリーナー類を、
シーズンオフのメンテナンスにはしっかりと汚れを取り除く器具や
修復のためのペイント、ポリッシュをラインアップしました。
大切な薪ストーブといつまでも快適に暮らすために、
各薪ストーブメーカーに合わせたメンテナンスをしっかりと行いましょう。

煙突の塗装を
きれいに補修
煙突専用の補修用スプレー。
1回塗りで約2㎡ 塗装でき、剥
げなどをきれいに補修します。
耐熱温度 600℃、屋外・屋内と
もに使用可能。
煙突用タッチアップスプレー
◎ブラック  ［a+ オリジナル］
¥2,640（税込）  品番PI-01
内容量：300㎖　１回塗り：2㎡

キャタリティック燃焼の効率維持に
キャタリティックコンバスターが崩れたり割れる、
煙突からの煙が多くなるなどの症状が出たら、
二次燃焼室の温度が上がりにくくなったら交
換のタイミングです。セラミックは温度の上昇
が比較的緩やかで、耐久性が高く、ステンレス
は温度の上昇が早いのが特長です。
◎キャタリティックコンバスター（セラミック）
¥26,400（税込）　品番CB566
◎キャタリティックコンバスター（ステンレス）
¥26,400（税込）  品番CB56Si

煙の漏れを防ぐガスケット
キャタリティックコンバスターのまわりに巻きつけ
て、コンバスターホルダーとの隙間から煙が漏
れるのを防ぎます。セラミック・ステンレス共通。
◎インテラムガスケット
¥1,320（税込）  品番0837

補修スプレーで新品同様に
傷を補修し、新品同様に仕上げるスプ
レー。各ブランド専用のスプレーを使用。
1. ◎タッチアップ ペ イント  ブラック  

［DUTCHWEST］
¥2,640（税込）　品番TP86
内容量：300㎖　1回塗り：2㎡
2.◎ブラックスプレー  ［IRON DOG］
¥2,640（税込）  品番PI-ID
内容量：150㎖　1回塗り：1㎡
3. ◎ ブラックスプレ ー  ［ HWAM ］ 
¥2,640(税込）品番 99-0043
内容量：400ml 1回塗り：2.6m

ガラスを美しく保つ
クリーナー
ガラスに付着した煤やタールを
取り除くクリーム。シリコン成分
が 被膜を作ってガラス面を保
護するため、汚れが付きにくく
なり、美しさを保ちます。
◎ガラスクリーナー ボトル

［Rutland］
¥2,200（税込）  品番R84
内容量：240㎖

煙突の詰まりを防ぐために
煙突に付いたタールや煤を除去するクリーナー。
2週間に1度十分に温度の上がった炉内に1個
入れて燃焼させます。扱いやすい
タブレットタイプ。
◎チムニークリーナー

［Wunderblitz］
¥1,320（税込）　品番WB43732
内容量：210g（16回分）

ガラスの拭きを
手軽に楽しく
使いやすいスプレータイプの
ガラスクリーナー。ガラスをき
れいに保ち美しい炎を映し出
します。ウエスに吹き付けてか
ら汚れを拭き取ります。
◎ガラスクリーナー スプレー

［Wunderblitz］
¥1,980（税込）
品番WB70050
内容量：500㎖

1 2 3

コンバスター共通：ダッチウエスト　フェデラルコンベクションヒーター、セネカ・セコイア共通のキャタリティックコンバスター（触媒）

セラミック ステンレス

インテラムガスケット

しっかり防水する
コーキング材
煙突周りの防水を目的とする
シリコン製 のコーキング材。
310℃までの熱なら粘着性を
損なわず、しっかりと補修でき
ます。幅広い素材に対応。
◎シリコンシーライト

［Rutland］
¥3,520（税込）  品番R76RT
内容量：80g

シーズン中の
ガスケットのはがれに
約430℃までの熱に耐えられ
る、熱硬化型のガスケットボン
ドです。速乾性でシーズン中
にガスケットが剥がれた時で
も、安心して使用できます。
◎ガスケットボンド

［Rutland］
¥1,320（税込）  品番R75S
内容量：57g

Maintenance
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薪ストーブのメンテナンスといえば煙突掃除が思い浮かびます。もちろんシーズンオフに

は煙突のメンテナンスが必要ですが、日々のメンテナンスもとても大切です。そこで不具

合を見つけられれば修理もでき、未然に事故を防ぐこともできるからです。そもそもメン

テナンスとは、正常な状態を保つためにお手入れや点検を行うこと。薪ストーブを安心

して長く使えるよう、毎日のそしてオフシーズンのメンテナンスはしっかりと行いましょう。

薪ストーブの日々のメンテナンスは、大げさに構えて行うものではありません。毎日薪ス

トーブを焚く中で、汚れたところを掃除したり、少しいつもと違うところを確認すればよい

だけです。ここでは、特に大切な点検ポイントを紹介します。

□ガスケット：薪ストーブのドア回りについているガスケットには、薪ストーブを密閉さ

せるとても大切な役割があります。ガスケットがへたってドアに隙間ができると、そこから

燃焼室に余分な空気が入ってしまい、思い通りの火力調整ができなくなります。また、耐

熱ガラスの一部分だけが黒くなるなど燃え方が変わったり、薪の浪費、火力が強くなりス

トーブを傷めるといった問題も出てきます。特にドアの周りは灰や燃えかすなどのゴミが

溜まりやすく、ガスケットが傷むのでこまめにお掃除しましょう。

□灰：燃焼室の灰の量や状態を確認します。燃焼空気の通り道が灰で塞がれると、う

まく燃えません。燃え方がおかしいと感じたら、燃焼室の中にどこから空気が入ってくる

のか、取扱説明書で確かめましょう。灰が溜まりすぎて空気の通りが悪くなっていないか、

灰入れの引き出しからこぼれ落ちた灰が奥の方で溜まって塞いでいないかを確認します。

不完全燃焼を防ぐためにもお使いのストーブに合わせて灰の量や状態をこまめにチェッ

クし、取り出す時は安全のためにアッシュコンテナに移します。

□ガラス：ガラスは正しい焚き方をしていればそれほど汚れることはなく、毎日拭く必要

はありません。ガラスが毎日拭いても汚れてしまうのは、薪の乾燥が足りないか、上記で

も述べているようにうまく燃焼できていない可能性があるので、見直す必要があります。

また、白っぽい霞みは放置していると落としにくくなってしまうので、定期的なお掃除が

必要です。落としにくい汚れは、薪ストーブ用のガラスクリーナーを使いましょう。ガラス

クリーナーで磨いた後はクリーナー成分を残さず拭き取り、丁寧に乾拭きで仕上げます。

□ストーブ周り：ストーブ周りはきれいに保つよう心がけましょう。木片や灰がこぼれ落

ちるほか、薪ストーブの上昇気流によって小さなゴミやホコリが吸い寄せられるため、思

いのほか汚れます。また、煙突や天井と煙突との仕切りなどにもホコリが集まり、これら

は見た目に悪いだけではなく、万が一のとき燃え移ることもあり危険です。薪ストーブの

傍には常にすぐに使えるお掃除道具を用意して、気が付いたときにお掃除しましょう。

薪ストーブを使用しなくなったら、必ず煙突と本体のメンテナンスを行います。冬の間に

溜まった汚れをしっかりと取り除き、破損がないか、不具合がないかを点検します。

□煙突：煙突掃除の目的は、煙道火災を予防するために煙突内部の煤を取り除くこと

です。屋根の上に登って煙突の天辺から煙突掃除ブラシを差し込み、ゴシゴシ擦って煤

を下に落とします。ブラシを通すときは、空気が押されて煙突のジョイントや薪ストーブ

本体から煤が拭き出すことがあるので、目張りをしたり、本体全体を袋で覆うなど、必ず

養生を行いましょう。掃除と同時に、煙突の点検も行います。煙突が外れないように強

固に保持されているか、煙突内部に腐食がないかなどを確認して、必要があれば修理し

ます。煙突の場合掃除も点検も作業は屋根に上って行います。屋根の上はとても高い

場所で危険が伴います。万が一の事故に備え、ヘルメットや命綱も装着しましょう。

□薪ストーブ本体：薪ストーブ本体の灰はすべて取り除きます。灰を残したままにして

いると、灰が水分を吸って、ストーブの床が真っ赤に錆びてしまうこともあります。しばら

く焚かずに放っておき、火の粉もなくなってから取り除く作業をします。ガラス面はガラス

クリーナーで磨き、塗装の剥がれなどはストーブポリッシュを使用して補修しましょう。

本体の点検箇所は、〇ガスケット（すり減ったり、潰れていないか）、〇ドア（しっかり閉
まるか。ラッチという留金がぶかぶかしていないか）、〇バイパスダンパー（スムーズに開
け閉めできるか）、〇エアコントロールレバー（スムーズに開け閉めできるか）など。不具
合があれば、取り替えや修理を行います。

薪ストーブは火を扱うものです。危険が伴うものなので、一つでも間違いや迷いがあっ

てはいけません。不安があればプロに点検＆掃除をしてもらうとよいでしょう。それは薪ス
トーブを安全に安心して使い続けるためには必要なことなのです。

薪ストーブでお料理をしてみたいけれど、汚してしまったら・・・と躊躇している方はいま

せんか？　そんな方に知っておいてもらいたいのが調理後の掃除方法です。料理の吹き

こぼれや油のはねは、焦げ付きやシミにならないようすぐに拭き取ればいいですし、また、

料理後は薪ストーブが冷えてから水を含ませて固く絞った柔らかい布で拭けばとてもき

れいになります。それでも落ちない場合は、パーム素材のたわしとストーブポリッシュを

使用して磨き上げます。床面壁面や煙突は水拭き、レンガに黒いシミなどがついてしま

った場合はレンガクリーナーで落とします。このように料理後の薪ストーブの掃除はそれ

ほど大変なものではありません。ぜひ料理にも気軽にチャレンジしてください。

日 々 の メ ン テ ナ ン ス

シ ー ズ ン オ フ の メン テ ナ ン ス

料 理 後 の 掃 除 方 法

薪ストーブのはなし ④
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繊細ながら力強く、趣のある器を制作する島さん。
その器を薪ストーブで使えたらという希望を伝えたところ、耐熱陶器がラインアップに加わることに。
直火で使用できる鍋や、アロマオイルやお茶を焚いて楽しむ蒸発皿など、
日々を丁寧に暮らす島さんらしい器が生活に彩りを与えてくれます。

幅広く使える程よいサイズ
注ぎ口が付いた直火鍋。程よいサイ
ズなので、鍋としてのほか、湯沸かし
やスチーマーなど、幅広く使えます。
1.◎直火鍋 片口
¥12,100（税込）  品番d1950007
サイズ：約φ150×H120mm　 

おいしさをそのままテーブルへ
陶板焼きなど直火料理が楽しめる平
皿。そのままテーブルに出すこともでき、
おもてなしにぴったりの一枚。
2.◎直火鍋 平皿
¥25,300（税込）  品番d1950011
サイズ：約φ300mm　

料理だけでなく
スチーマーとしても
炒め物や煮込み料理、パエリアまで
多用途に対応する直火鍋。スチーマー
としてストーブトップにおいても〇。
3.◎直火鍋 中鉢
¥23,100（税込）  品番d1950006
サイズ：約φ260×H100mm
 
好みの香りが楽しめる蒸発皿
直火で使える蒸発皿。水を入れてア
ロマオイルを垂らしたり、茶葉を置い
てストーブトップに置いて使います。
4.◎直火蒸発皿
¥3,300（税込）  品番d1950009
サイズ：約φ90×H30mm

優しいあかりと香りでリラックス
蒸発皿に水を入れてオイルを垂らし、
ティーキャンドルに火を灯すと、優しい
香りと柔らかな光が広がる空間に。
5.◎アロマポット
¥6,930（税込）  品番d1950012
サイズ：約φ130×H100mm　 

新潟県柏崎市生まれ。高校卒業後、京都・丹波にて修業し
24歳で柏崎に登窯を築く。1989年、長野県伊那市に移住し、
3年後に穴窯を築き『草草舎』を開店。現在は、長野県伊那
市にて作陶、各地で個展・グループ展を開催。

| Profile

［使用にあたってのご注意］　耐熱陶器は表面に気泡があるため水が染
み出てきます。事前におかゆを炊き、冷めるまで待って気泡をふさいでか
らご使用ください。ただし、長時間水を入れておくと底面が結露する場
合があるので、使わないときは必ずストーブから下ろしてください。

◉お客様にご注文をいただいてからの制作となるためお時間をいただきます。
お近くの正規代理店までお問い合わせください。
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鉄に熱を加え、叩いたり曲げたりしながら制作していく「鍛鉄」「ロートアイアン」という技法で
一つひとつ丁寧に作り上げる今村さんの作品は、癒しの力に満ちています。
薪ラックのほか、新築時に好評の表札とサインをラインアップ。暮らしに優しさとぬくもりを与えてくれます。

森林が国土の67％を占める日本。古代から日本人は森とともに暮らしてきました。
YUICAは、日本の森から生まれたエッセンシャルオイルです。
その香りはまろやかで深みがあり、どこか懐かしさを感じるものばかり。
薪ストーブの暖かさに樹木の香りをプラスして。心豊かな潤いのある毎日を。

長野県長野市生まれ。専門学校を卒業後、鉄骨会社やエクステリア会社などに就職。
朝日村の「鉄細工ゆめ舎」の向井茂氏に師事し、修行した後、独立。
2009年、戸隠に工房『craf』設立。2011年には若穂保科に移転し、製作活動を行う。

| Profile

1年を通して使えるログラック
木とアイアンを組み合わせたログラック。
オフシーズンなど薪を置かないときは棚やチェアとして使えます。
◎ログラック
￥35,000（参考価格 ）
サイズ：約W597×D280×H547mm

家を素敵に印象付ける手作り表札
アイアン製表札は古美仕上げ（写真）と錆仕上げの2種類。
￥30,000〜　
サインの文字数、字体は応相談。
◎表札
￥32,000（参考価格）　
サイズ：約W270×D70　厚み4mm（写真のもの）
◎サイン
￥35,000（参考価格）

◉お客様にご注文をいただいてからの制作となるためお時間をいただきます。
お近くの正規代理店までお問い合わせください。

森が香る空間で暮らす歓び
日本人の生活に密着した樹種をセレクトし、
エッセンシャルオイルに。身近でなじみのある香りは
心と体を癒し、健康へと導きます。オイルは全8種。

◎エッセンシャルオイル
ヒノキ（木）  ￥1,430（税込）  品番dA101-5  容量：5㎖
スギ（枝葉）  ￥1,760（税込）  品番dA104-5  容量：5㎖
モミ（枝葉）  ￥2,640（税込）  品番dA106-5  容量：5㎖
アスナロ（木）  ￥1,650（税込）  品番dA107-5  容量：5㎖
ヒメコマツ（木）  ￥1,870（税込）  品番dA108-5  容量：5㎖
クロモジ（枝葉）  ￥10,120（税込）  品番dA110-5  容量：5㎖
ニオイコブシ（枝葉）  ￥13,420（税込）  品番dA112-5  容量：5㎖
サンショウ（果皮）  ￥8,140（税込）  品番dA113-5  容量：5㎖

益子焼きで有名な栃木県で出会った環さんの陶器製のやかん。その魅力に惹かれて、薪ストーブに使用できる
陶器を依頼しました。何回もの試作の結果、3種類のケトルとスティーマーが完成。
薪ストーブにマッチする、力強くしっかりとした作品が誕生しました。現在は古陶里（ことり）さんとともに制作を行っています。

シンプルなフォルムのスティーマー
乾燥を防ぐ薪ストーブ用加湿器。蓋のくぼ
みにオイルを垂らすほか、水の中にオイル
や花びらを浮かべても。
1.◎スティーマー
¥24,200（税込）  品番KS1
サイズ：約φ220×H135mm　容量：約2.5ℓ

味わい深い陶器製のトリベット
シンプル形状で、ストーブトップで料理の温
度調節を行うほか、テーブルでは鍋敷きと
しても使用できます。
2.◎トリベット
¥9,900（税込）  品番KS9
サイズ：約φ230×H20mm

シンプルかつモダンなやかん
シンプルかつモダンなフォルムで口はこぼ
れにくいデザイン。持ち手は一つひとつ叩
いて作られたアイアン製。
3.◎ケトル モダン ブラック
¥17,600（税込）  品番KS3
サイズ：約φ190×H165mm（柄含む）　
容量：約1.5ℓ

［使用にあたってのご注意］　耐熱陶器は表面に気泡がある
ため水が染み出てきます。事前におかゆを炊き、冷めるまで待っ
て気泡をふさいでからご使用ください。ただし、長時間水を入
れておくと底面が結露する場合があるので、使わないときは必
ずストーブから下ろしてください。
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   「火のある暮らし」　薪ストーブと料理　¥1,540（税込） 　  

信州・伊那の木曽地方でIRON DOGの薪ストーブとともに「火の
ある暮らし」を楽しむご夫妻が作る、薪ストーブ料理のレシピ集。
旬の食材を使用し、地域の食文化を取り入れたレシピを季節ご
とに紹介しています。料理は、薪ストーブでじっくり火を入れるこ
とで味わいが増すシンプルなものばかり。レシピ本としてだけでな
く素敵な里山暮らしの写真集としても楽しめます。

 　「火のある暮らしⅡ」　BBQ　¥1,760（税込）　   

BBQを、自宅の庭先やバルコニーでもっと気軽に楽しむための
入門書。30品のBBQレシピのほか、当カタログでも紹介している
おすすめのBBQグリル、薪・炭の選び方、火おこしや火力調整の
コツといったBBQの基礎知識を解説しています。火の達人であ
る有元葉子さん、大森まゆみさん、広沢京子さん、横山亮平さん、
吉田祐治さんの独自のノウハウが詰まった一冊です。

「薪ストーブを含めた直火の料理を、もっと気軽に楽しんでほし
い」そんな思いから、エープラスが季刊で発行しているレシピ集。
薪ストーブやBBQグリル、鋳物鍋など、「火のある暮らし」を楽し
むためのツールと、旬の食材を組み合わせて作るレシピを紹介
しています。バックナンバーは正規代理店まで。

BOOKS

エープラスでは、薪ストーブやBBQグリルとともに
「火のある暮らし」を楽しむアイディアを満載した書籍を発行しています。

TOOL & COOKING

CATALOG 

Living with a flame  薪ストーブカタログ
デンマーク・ワム、ドイツ・ブルナーをはじめ、エープラスが自信を持っ
てお勧めする、最高品質の暖炉・薪ストーブを揃えました。
導入の疑問やプランニングのヒントなども、わかりやすく解説。

Outdoor Kitchen  カタログ
個性的なBBQグリルやファイヤーピットなどが満載。さらにグリ
ルセットなどのBBQツールからキャンドルやライトまで、アウトド
アがもっと幅広くなるグッズもラインアップしています。

MTD  ガーデンプ ロダクツカタログ
全米で高いシェアを誇るガーデン機器メーカーMTD。エンジン
式薪割り機、芝刈り機、除雪機など幅広いラインアップを掲載。
一般家庭からプロフェッショナルまで使用できる機器が揃います。

Wolfgarten  ガーデニングツールカタログ
高い機能性とデザインでガーデニングのプロからも定評のあるド
イツのウルフガルテンのガーデニングツール。土壌や芝などあら
ゆるガーデニング作業に対応できるアイテムを紹介しています。
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