
※ペレットストーブをはじめとする全ての価格は予告なしに変更する
   場合がございますので予めご了承下さい。

ペレットストーブ

JASTY CATALOG



ペレットストーブの燃料である木質ペレットは、間伐材を
利用しており大気中のCO2を吸収しています。このため
ペレットを燃焼させても元々の大気に戻っていくだけで、
空気中のCO2濃度を上げることはありません。ペレット
ストーブは地球温暖化にも優しい暖房方法なのです。

炎が身近に見える暖房機

ボタンひとつでカンタン操作

手間いらずの自動燃料補給

場所を選ばず手軽に設置

煙が少なく、手軽で簡単操作のペレットストーブは
薪ストーブと石油ファンヒーターのいいところを合
わせもった次世代の循環型暖房機です。暮らしの中
に本物の炎が身近に楽しめます。

点火から火力調整、消化までの操作がボタンひとつで
できるので（機種によっては手動着火のものもあります）
ご家族どなたでも安心して使用できます。排気筒や本体
のメンテナンスも薪ストーブに比べて容易です。

ペレットストーブは、燃料である木質ペレットを効率良く
燃焼させます。そのうえ燃料タンクに貯蔵されたペレット
を少量ずつ自動で燃焼部に供給するため、燃料補給の手間
が最少限で済みます。

ペレットストーブは、煙突などの大がかりな施工が不要で
給排気筒工事のみで設置可能です。しかも煙が少なく（FF,
FE 方式）だから室内の空気をキレイに保ちます。

環境にやさしい循環型エネルギー

ペレットストーブとは



DISK E
燃焼方式　　　FE 式（強制気式）　　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W465×D465×H830　重量 100 kg

暖房目安　　　6 ～ 17 畳

価格（税抜）　 328,000 円

色　　　　　　ブラックスチール

機種特徴　　　密閉型で高さ 830mm のコンパクトボディー大きな
                    暖房能力を必要としない高気密住宅におすすめで温風
                    が上部からの吹き出しです。　　　　　

数値はメーカー発表値です。

燃焼方式　　　FE 式（強制気式）　　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W500×D450×H950　重量 137 kg

暖房目安　　　6 ～ 20 畳

価格（税抜）　 298,000 円

色　　　　　　ブラック，パンナホワイト、ワインレッド

機種特徴　　　イタリア特有のデザインで高級感が表れています。
　　　　　　　コストパフォーマンスで選ぶならこの一台。　　　　　　　

POINT

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W670×D560×H1030　重量 202 kg

暖房目安　　　7 ～ 23 畳

価格（税抜）　 478,000 円

色　　　　　　ブラック , ホワイト、ワインレッド

機種特徴　　　おしゃれな外観でお部屋が映えます。もちろんお部
　　　　　　　屋をお好みの温度で保ちます。　　　　　　　

LOGO



NARA PLUS
燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W460×D490×H990　重量 170  kg

暖房目安　　　7 ～ 23 畳

価格（税抜）　 498,000 円

色　　　　　　ブラック、ホワイト、レッド

機種特徴　　　背面の温風吹出口からダクトを延長することで他の
                    部屋に温風を送ることができ、24 ㎏の大容量ペレット
                    タンクが長時間の連続運転を可能にしました。　　

数値はメーカー発表値です。

ANIA
燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W540×D540×H1110　重量 200  kg

暖房目安　　　6 ～ 20 畳

価格（税抜）　 628,000 円

色　　　　　　ブラック、ホワイト

機種特徴　　　高気密住宅用に設計されたペレットストーブです。　　

IDROSALLY
燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W570×D620×H1110　重量 257 kg

暖房目安　　　10 ～ 35 畳

価格（税抜）　648,000 円

色　　　　　　ホワイト、ワインレッド

機種特徴　　　温水を作り、各部屋に付けたパネルヒーターや床暖房
                    などの温水循環暖房ができるペレットストーブボイラー　　　　　　　



P43

ＸＸＶ

写真はオプション仕様

ACCENTRA

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）・輻射熱式　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W559×D724×H813　重量 96kg

暖房目安　　　～７８畳

価格（税抜）　 580,000 円

色　　　　　　ブラック

機種特徴　　　輻射熱式で高い熱量を出せる機種です。
　　　　　　　暖房面積の大きな場所にお勧め︕　　　　　　　

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）・輻射熱式　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W737×D679×H794　重量 170kg

暖房目安　　　～ 94 畳

価格（税抜）　 695,000 円

色　　　　　　ブラック

機種特徴　　　大きなお部屋を暖めるのはもちろん、鋳物による
　　　　　　　重厚で高級感が漂うストーブです。　　　　　　　

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）・輻射熱式　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W625×D589×H800　重量 181kg

暖房目安　　　～ 84 畳

価格（税抜）　 635,000 円

色　　　　　　ブラック

機種特徴　　　おしゃれな外観でお部屋が映えます。もちろんお部屋
　　　　　　　をお好みの温度で保ちます。　　　　　　　

ハーマンの特徴

自動温度コントロール︓お部屋の温度を自動で調整

特許技術の供給器、燃焼ポッド︓どんなペレットでも燃やす
ことができます。

数値はメーカー発表値です。



数値はメーカー発表値です。

ペレスター HPS-200S

燃焼方式　　　FF 式（強制排気式）
使用燃料　　　ホワイト／全木ペレット

寸法　　　　　W535×D568×H644　重量 115kg
暖房目安　　　8 畳～３０畳

価格（税抜）　 500,000 円     ※写真はﾎｰﾛｰ仕上仕様

機種特徴　　　外観は鋳物を使用し、デザインはクラッシックに
　　　　　　　どんなお部屋にもピッタリ︕
　　　　　　　

 　　ホーロー仕上げ
　　　　　　
　　　　　　　

 　　塗膜が厚く光沢があり、所々の色斑が
　　 見る角度によって様々の表情を見せ、高級感が
       漂います。HPS-200,110 両機種に対応　　　　　
　　　　　　　

 　　HPS-110 よりも一回りコンパクトなのに
　　 暖房能力は向上しました︕
　　　　　　
　　　　　　　

カラー例
濃紺、ピンク、グリーン , ネイビー、ホワイト、ベージュ

（受注生産　納期は３ヶ月～）

ペレスター HPS-110S
燃焼方式　　　FＦ式（強制排気式）
使用燃料　　　ホワイト／全木ペレット

寸法　　　　　W66１×D640×H543　重量 120kg
暖房目安　　　8 畳～３０畳

価格（税抜）　 500,000 円

機種特徴　　　HPS-100 をマイナーチェンジして熱効率をさ
　　　　　　　らに UP!　おすすめの 1 台です。
　　　　　　　



Levana （レバナ）
燃焼方式　　　FF 式（強制給気式）
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W482×D482×H1116　重量  120 ～ kg

暖房能力　　　6.0Kw

価格（税抜）　 オープン価格

色　　　　　　ｽﾃｨｰﾙ､ｱｲﾎﾞﾘｰ､ｺｰﾋｰ､ﾅﾁｭﾗﾙｽﾄｰﾝ　　　　

機種特徴　　　静音設計、送風ファンを使わない自然対流方式。
　　　　　　　都会的なイメージを表現したスマートなデザイン。　　　　　　

Arina （アリーナ）
燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W483×D488×H1116　重量  170 kg

暖房能力　　　6.0Kw

価格（税抜）　 オープン価格

色　　　　　　ﾅﾁｭﾗﾙｽﾄｰﾝ、ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝ

機種特徴　　　静音設計、送風ファンを使わない自然対流方式。
　　　　　　　より重圧感が溢れるデザイン。　　　　　

輻射熱と自然対流による暖房は温度むらを作らず、 薪ストーブと同等の
快適な暖かさをお部屋の隅々まで届けます。

数値はメーカー発表値です。



数値はメーカー発表値です。

PE-6  Mimi
燃焼方式　　　FF 式（強制排気式）
使用燃料　　　ホワイト／全木ペレット

寸法　　　　　W400×D450×H842　重量 69kg
暖房目安　　　～ 11 畳 ( 木造）　 ～ 17 畳（コンクリート）

価格（税抜）　 418,000 円

機種特徴　　　暖かさはそのままでサイズとエネルギーををコン
                    パクトに。生活を遮らない静かな音
　　　　　

エンプレス
燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）
使用燃料　　　ホワイト／全木ペレット

寸法　　　　　W653×D621×H695　重量 104kg
暖房目安　　　8 畳～３０畳（ｺﾝｸﾘｰﾄ）6 畳～ 22 畳（木造）

価格（税抜）　 オープン価格

機種特徴　　　高級感あふれる優雅で重厚なデザインと高い機能
　　　　　　　性。気品に満ちた佇まいのなかに騒音抑制システム
　　　　　　　を備えています。

　　　　　　　

PE-8  MUUMUU( ムームー）
燃焼方式　　　FF 式（強制排気式）
使用燃料　　　ホワイト／全木ペレット

寸法　　　　　W492×D461×H813　重量 69kg
暖房目安　　　～ 13 畳 ( 木造）　 ～ 21 畳（コンクリート）

価格（税抜）　 330,000 円

機種特徴　　　大窓で癒しの炎、簡単な操作、暖房機メーカー
　　　　　　　TOYOTOMI ならではの安心安全な設計です。
　　　　　



数値はメーカー発表値です。

〔 type SS-10 〕
燃焼方式   FF 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W482×D570×H770 重量 82kg

最大出力　　　12.6kw   

価格（税抜）  360,000 円

着火方式   手動

機種特徴   SS5の２倍の大きな暖房能力を持ちます。
　　　　　　　大勢の人が集まる空間にやさしく力強い暖かさを
　　　　　　　お届けします。

〔 type SS-5〕
燃焼方式   FF 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W480×D541×H774 重量 85kg

最大出力　　　6.5kw   

価格（税抜）  198,000 円

着火方式   手動

機種特徴   温風と輻射熱の放射により、温度ムラが少ない快適な
　　　　　　　空間を作ります。熱をムダなく前面より放出するため
　　　　　　　ストーブの上部や側面は熱くなりません。

ガンメタリック

〔 煙管熱交換システム 〕
ペレット燃焼で暖められたパイプを空気で包みこみ、熱交換します。
この方式は「煙管清掃」というメンテナンス作業が必要になります
が、抜群の暖房能力を発揮します。

学校教室などにも最適︕



数値はメーカー発表値です。

〔 type RS-mini 〕
燃焼方式   FF 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W410×D430×H800 重量 67kg

最大出力　　　3.1kw   

価格（税抜）  270,000 円

着火方式   手動

機種特徴   高性能住宅で能力を発揮するコンパクトサイズの輻射式ペレット
                    ストーブ。

〔 type RS-4〕
燃焼方式   FF 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W480×D560×H910 重量 120kg

最大出力　　　6kw   

価格（税抜）  350,000 円

着火方式   手動

機種特徴   前面全てをおおう鋳物製の扉と天板はやさしい輻射熱を放射し、
                    大きな窓から見える炎は心まで暖めます。



数値はメーカー発表値です。

MON AMOUR（モナムール）
燃焼方式   FE 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W418×D487×H972 重量 99kg

最大出力　　　7.7kw   

価格（税抜）  300,000円

着火方式   自動

機種特徴   低価格ながら様々な改良、改善がなされています。
日本仕様の専用にメーカーと交渉して「感震機能」を装備いたしました。
今、一番の人気モデルです。 

 

BellaVista（ビラベスタ）
燃焼方式   FE 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     670～971×H1493 重量 180kg

最大出力　　　10.5kw   

価格（税抜）   オープン価格

着火方式   自動

機種特徴  SILENT︓送風ファンが無く輻射と自然対流で温めます。静か
なストーブライフを実現します。
PLUS︓送風ファンが追加になり、ストーブトップ及び背面から強制対流が
可能です。また他室へ送風出来る様に送風ポートが設けられております。
レバーで送風の切り替えが可能です。 
 

CIAO（チャオ）
燃焼方式   FE 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W481×D588×H1015 重量 103kg

最大出力　　　7.5kw   

価格（税抜）  オープン価格

着火方式   自動

機種特徴    ストーブ本体が床から浮いているので床の断熱処理は
必要ありません。暖房能力はエコサーモ1000と同じ能力です。 
 



数値はメーカー発表値です。

エコティ PS302
燃焼方式   FF 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W450×D480×H850 重量 80kg

最大出力　　　6,220kcal   

価格（税抜）  オープン価格

機種特徴   日本の住まいに適したコンパクトな設計。6220kcal
(ホワイトペレット使用時)の高い熱量。16～35畳ほどの室内を暖められます。 

エコティ PR02
 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W600×D460×H860 重量 124kg

最大出力　　　8,600kcal   

価格（税抜）  オープン価格

機種特徴    エコティPR02は側面までまわりこんだ広い窓で前面180°
から炎をたのしむことができます。フロントコーナーはやさしいアールを
持たせた形状です。アールに合わせたカーブガラスを採用しています。  

調理が出来るグリルトップ仕様

炎を愉しめるワイドなガラス窓



P158

P920C

燃焼方式　　　FE 式（強制気式）　　FF 式（強制給気式）
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W490×D480×H1,020　重量  95 kg

暖房能力　　　8.6Kw

価格（税抜）　 450,000 円

色　　　　　　全 3 色  　黒、赤、白

機種特徴　　　外装パネルにスチールを採用 , 下吹き出し、タイ
　マー機能、コストパフォーマンスに優れたリーズナブルな一台。　　　　　　

P220C
燃焼方式　　　FE 式（強制気式）　　FF 式（強制給気式）
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W530×D526×H1,143　重量  145 kg

暖房能力　　　8.5Kw

価格（税抜）　 790,000 円

色　　　　　　全 2 色

機種特徴　　　高次元の高気密・高断熱住宅であるパッシブハウス
に設置可能なペレットストーブです　　　　　　

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W510×D550×H1,156　重量  155 kg

暖房能力　　　8.5Kw

価格（税抜）　 660,000 円

色　　　　　　全 3 色　　茶、赤、白

機種特徴　　　鋼板と陶板のメリハリが効いたスタイリッシュな
デザインのストーブ。省スペースで設置できるのも大きな魅力です。 　　　　　　　

数値はメーカー発表値です。



OU ( オウ )
燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W422×D483×H813　重量 100kg

暖房目安　　　～ 15 畳

価格（税抜）　 オープン価格

色　　　　　　ブラック

機種特徴　　　普遍的な佇まいのペレットストーブ。作為的な造形に
頼らず、素材の持つ美しさと手仕事で、工芸品のような１台に

日陽 （ひなた）
燃焼方式　　　FF 式（強制給排気式）　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W490×D508×H938　重量 120kg

暖房目安　　　～ 50 畳

価格（税抜）　 498,000 円

色　　　　　　白

機種特徴　　　足元から暖かい温風下噴出し。オフィス、カフェ
　　　　　　　などの店舗、学校の教室等 公共施設にお勧めです。

ほのか  PS-631F
燃焼方式　　　FF 式（強制給排気式）　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W446×D445×H783　重量 65kg

暖房目安　　　～２9 畳

価格（税抜）　 オープン価格

色　　　　　　選べる 7 色

機種特徴　　　足元から暖かい温風下噴出し。炎による輻射
　　　　　　　熱の他に温風による暖房でさらに温まります。

数値はメーカー発表値です。



ペルラ 514S

ミッリー 515LS

Olga501LX

燃焼方式　　　FF 式（強制給気式）

燃焼方式　　　FF 式（強制給気式）

使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W480×D500×H885　重量  84 kg

暖房能力　　　6.8Kw

価格（税抜）　 275,000 円

色　　　　　　ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ､ ﾍﾞｰｼﾞｭ､ ﾌﾞﾗｯｸ

機種特徴　　　日本の住まいぴったりのコンパクト＆シンプル
　　　　　　　タイプ。色も３色からお選び頂けます。　　　　　　

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）　
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W490×D550×H865　重量  96 kg

暖房能力　　　9.1Kw

価格（税抜）　 475,000 円

色　　　　　　ホワイト、ブラック、レッド

機種特徴　　　フォルムの美しさからは想像できない驚きのパワー
　　　　　　　ペルラのワンランク上の性能を実現。　　　　　　　

使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W855×D293×H955　重量  106 kg

暖房能力　　　11.1Kw

価格（税抜）　 675,000 円

色　　　　　　ﾎﾜｲﾄ、ﾚｯﾄﾞ

機種特徴　　　燃焼室の扉にミラーガラスを使用。シーズンオフも
インテリアとしてお部屋にマッチします。
　　　　　　　　　　　

数値はメーカー発表値です。



A6 Simple
燃焼方式　　　FF 式（強制給気式）
使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W461×D466×H970　重量  85 kg

モレッティから、20 万円を切るリーズナブルタイプが誕生。
シンプル＆スモールでありながら、暖房出力 6kw の優れた効率を
実現しました。

暖房能力　　　6.0Kw

価格（税抜）　 198,000 円

色　　　　　　ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ､ ﾎﾜｲﾄ

機種特徴　　　コストパフォーマンスを上げたシンプルな外観。
日本の部屋の広さに最適なサイズと能力が特徴です。　　　　　　

数値はメーカー発表値です。



Nice

Rondo

Evo

使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W570×D470×H950　重量  94 kg

暖房能力　　　7Kw

価格（税抜）　 オープン価格

色　　　　　　タイル , ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ､ ﾎﾜｲﾄ、黒  , スティール (4 色）

機種特徴　　　イタリア産の高級タイル” マヨルカタイル” を
　　　　　　　贅沢にほどこした豪華な外観。　　　　　　

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）　

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）　

燃焼方式　　　FE 式（強制排気式）　

使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W460×D460×H795　重量  70 kg

暖房能力　　　5.5Kw

価格（税抜）　 オープン価格

色　　　　　　ﾎﾜｲﾄ

機種特徴　　　フォルムがとても美しく、静かなモーター音。
　　　　　　　新しいこれからのペレットストーブです。　　　　　　　　

使用燃料　　　ホワイト・全木ペレット・バーグ

寸法　　　　　W572×D488×H972　

暖房能力　　　8.5Kw

価格（税抜）　 オープン価格

色　　　　　　石 or ﾏﾖﾙｶﾀｲﾙ or ｽﾁｰﾙ

機種特徴　　　艶のある前面パネルがすてきな空間を演出いたします。　

数値はメーカー発表値です。



数値はメーカー発表値です。

ぬくもりはココロにも

ペレットストーブ リベルは現代版の暖炉を
イメージしながら、気軽に火のある生活を
愉しんでいただく事をコンセプトとして誕生
しました。

 リベルはドイツ語で「蜻蛉（とんぼ）」
日本国内では限られた場所でしか見ることが
出来ない「ハッチョウトンボ」をモチーフに
「豊かな自然環境を守りながら、快適な暮らしを」
そんな願いが込められています。

 「ココロもホット温まる」
リベルのある暮らしで、ゆとりの時間を。

Libelle リベル

燃焼方式   FF 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W442×D540×H800 重量 90kg

最大出力　　　6.2kw   

  

着火方式   自動

機種特徴   お湯を沸かすことが出来るほど高温になる天板プレートで
　　　　　　　お鍋を温めたり、朝起きた時にコーヒーを入れるためのお湯
　　　　　　　が沸いていたり、使い方で快適スローライフを愉しめます



数値はメーカー発表値です。

燃焼方式   FF 式（強制給排気） 

使用燃料   ホワイト・全木ペレット

寸法     W384mm×D507mm×H938mm　重量 85kg

最大出力　　　5kw   

価格（税抜）  オーブン価格

着火方式   自動

機種特徴   オーブンによって料理が出来ます。独特な形でオシャレな
　　　　　　　空間をお楽しみいただけます。

May  メイ
今までとは違う。
新しい概念のストーブ

"May（メイ）"

火のある暮らし。
火で楽しむ暮らし。
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