
薪ストーブ

JASTY CATALOG 

※薪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。



薪ストーブは本当にとても暖かく、そして心地よい

輻射熱

対流

一つ目は輻射熱。薪を燃焼させた時に発生した熱エ

ネルギーは、ストーブ本体または正面のガラスから

赤外線として放出されます。

はじめて薪ストーブの購入を考えるとき、本当にあたたかいの？と気になるのではな

いでしょうか。

この疑問に対する答えは「YES」です。薪ストーブは本当にとても暖かく、そして心

地よいのです。薪ストーブの暖かさを感じる仕組みは、大きく分けて 2 種類あります。 

もう一つは、空気の流れ（対流）を利用した暖房方

法です。

 通常空気は、温度の高い場所→温度の低い場

所へ流れる性質があります。薪ストーブから発

生した暖かい空気が上方に向かって流れ、部屋

の中を対流して全体を暖める方式です。この対

流方式の利点は、素早く均一に室内を暖めるこ

 温度が高いほど多くの赤外線が放出されるので、

薪の熱エネルギーでストーブ本体が高い温度になるとより

強い赤外線が放出されます。この放出を「輻射」といい、輻射熱は人を暖めるのはも

ちろん、自然素材やガラスなどに吸収されてその熱が留まる性質があります。そのた

め、ストーブの火が消えたあとも穏やかに放熱され続けるので部屋全体が心地よく、

優しい暖かさを保ちます。



PV85

CPV5W

PV5W

本体￥480,000- （税抜き）

ﾛｸﾞｽﾄｱS￥58,000- （税抜き）

ﾛｸﾞｽﾄｱS￥49,000- （税抜き）

ﾛｸﾞｽﾄｱM￥69,000- （税抜き）

ﾛｸﾞｽﾄｱM￥56,000- （税抜き）

本体￥480,000- （税抜き）

Charlton & Jenrick
 Best  of  Br it ish fires,fireplaces&stove

本体￥420,000- （税抜き）

出力 ( 最大 )︓10kW
使用可能薪長︓65 ㎝
本体寸法︓W804×H600×D442
本体重量︓153 ㎏ ( 本体 )

出力 ( 最大 )︓8kW
使用可能薪長︓40 ㎝
本体寸法︓W630×H760×D512
本体重量︓146 ㎏ ( 本体 )

出力 ( 最大 )︓8kW
使用可能薪長︓40 ㎝
本体寸法︓W554×H600×D442
本体重量︓120 ㎏ ( 本体 )

数値はメーカー発表値です。

Charlton＆Jenrick のフラッグシップモデル
大型のガラスに映る、クリアな炎は上質な時間を約束します。
大型ボディで最小出力を 4.9 ㎾に留める高効率ストーブです。

ピュアビジョンシリーズの先進の燃焼テクノロジーを
備えながらも親しみ易いクラシカルな装いのイギリス
らしいミドルレンジストーブ。鋳鉄製のストーブトップ
と安定感のある土台は品のある重厚感をもたらします。

PV85 ダウンサイジングモデル。5KW クラスながら薪長
40 ㎝まで使用可能、日本国内の高性能住宅に最適です。
ピュアヴィジョンシリーズのベストセラーモデル

少ない薪で長く温かい次世代ストーブ

未来のストーブが今ここに

Ecodesign A+ を誇るハイパフォーマンス

ピュアヴィジョンシリーズのベストセラー



Herald 8 ヘラルド

SKAGEN スカゲン

ASPECT 5  ｱｽﾍﾟｸﾄ5

本体￥480,000- （税抜き）

本体￥370,000- （税抜き）

本体￥320,000- （税抜き）

出力︓11kW
暖房面積︓59 ㎡～
使用可能薪長︓49 ㎝
本体寸法︓W635×H624×D434
本体重量︓107 ㎏

出力︓7.5kW
暖房面積︓47 ㎡～
使用可能薪長︓40 ㎝
本体寸法︓W590×H694×D404
本体重量︓120 ㎏

出力︓7kW
暖房面積︓44 ㎡～
使用可能薪長︓40 ㎝
本体寸法︓W494×H899×D364
本体重量︓104 ㎏

数値はメーカー発表値です。

独自の燃料方式である 3 次燃焼ｼｽﾃﾑにより、煙の排出を最小限に
抑えながらﾜﾝｸﾗｽ上の高出力を実現しています。ﾐﾄﾞﾙｸﾗｽとしては
ｺﾝﾊﾟｸﾄなﾃﾞｻﾞｲﾝながら、天板や炉内が広くｽﾄｰﾌﾞｸｯｷﾝｸﾞも十分に
楽しめる実用性を兼ね備えています。

鋼板ﾊﾟﾈﾙを周囲に追加することで対流式に開発。ほどよく
抑えた輻射熱で柔らかく室内を暖めてくれます。天板は高
温になるため煮焚きをはじめｽﾁｰﾏｰ等の利用に最適です。
3 次燃焼ｼｽﾃﾑによりさらに吸入した燃焼用空気のﾌﾟﾘﾋｰﾄを
行い世界最高峰の燃焼効率 80％を実現しています。

縦に大きなガラス面は薪から立ちのぼる美しい炎をあますことなく
堪能できます。ハンターストーブの特徴でもある窓ガラスの曇りに
くさを生かしエレガントな炎を最大限に楽しめます。
アスペクトは実用性に優れるだけではなく、その燃焼性能も見逃す
ことは出来ません。

燃料を選ばない、経済的で効率的な薪ストーブ

さらに進化した高効率燃焼 & 対流輻射式モデル

大きなガラス面でエレガントな炎を最大限に楽しむ



Federal Convection Heaters
フェデラル コンベクションヒーター

キャタリティックコンバスターを搭載した高性能ストーブ

　理想の燃焼システムは、キャタリティックコンバスター（触媒装置）

によって実現しました。一次～三次燃焼室のトリパワー燃焼システム

で、煤やクレオソートなどの汚染物質の量は、バッフル板による従来

の二次燃焼システムの薪ストーブに比べて１０分の１以下です。　

FA225 FA285FA265

Enlight
エンライト

リーンバーン燃焼を採用した「次世代ストーブ」

942AF742AF FA248

　触媒技術を使わずにリーンバーン燃焼という高効率・低燃費

のシステムを搭載したモデル。究極の四次燃焼で、きれいな排

気を実現し、複合式（輻射対流式）で室内を理想的に暖めます。

プリマス　Plymouth クリーンバーン燃焼

伝統の美しさをまとったコンパクト＆高性能薪ストーブ

1625 クラシックブラック

本体価格 220,000 円

最大熱出量 ：6,800kcal

暖 房 目 安 ：93㎡（約56畳）

最 大 薪 長 ：40ｃｍ

サ イ ズ ：W410×D584×H610(mm)

重　　　量 ：113kg 

130 ㎡ ( 約 79 畳 ) 48 ㎝ Ｗ560×Ｄ590×Ｈ750  172 ㎏ｽﾓｰﾙ FA225

ｴｷｽﾄﾗﾗｰｼﾞ FA285

ﾗｰｼﾞ FA265

Ｗ720×Ｄ650×Ｈ835  287 ㎏

Ｗ660×Ｄ590×Ｈ750  197 ㎏

216 ㎡ ( 約 131 畳 )

149 ㎡ ( 約 90 畳 )

63 ㎝

55 ㎝

320,000 円

390,000 円

440,000 円

8,800kcal/ 時

10,100kcal/ 時

13,900kcal/ 時

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）最大熱出量

キャタリティック燃焼

クラシックブラック
バーモント・ナイトＷ610×Ｄ610×Ｈ750  152kg

ミディアム FA248

Ｗ735×Ｄ672×Ｈ826  218kg

Ｗ675×Ｄ640×Ｈ757  191kg 

223 ㎡ ( 約 135 畳 )

リンバーン燃焼

61 ㎝

56 ㎝

360,000 円
420,000 円
420,000 円
480,000 円
470,000 円
530,000 円

10,100kcal/h

13,100kcal/h

17,600kcal/h

スモール FA247

ラージ FA249

130 ㎡ ( 約 79 畳 ) 48 ㎝

149 ㎡ ( 約 90 畳 )

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）最大熱出量

クラシックブラック
バーモント・ナイト

クラシックブラック
バーモント・ナイト

やわらかな曲線を装った圧倒的な存在感

Secuoia
セコイア

数値はメーカー発表値です。

室内を隅々まで暖める

複合型システム

最大熱出量 ：12,600kcal/h

暖 房 目 安 ：180㎡（約109畳）

最 大 薪 長 ：58ｃｍ

サ イ ズ ：W660×D600×H762(mm)

重　　　量 ：235kg 

本体価格 400,000 円

シガータイプ独特の燃え方が魅力の機種。



DISCOVERY Ⅱ 2100 MILLENNIUM

エクスプローラーシリーズ　WXPLORER SERIES

クワドラファイアの代名詞「クワドラバーンシステム」を搭載した
クリンバーンの最高峰

クラシックブラック

本体価格 320,000 円

ミレニアム レッグ

　本体価格 280,000 円

クラシックブラック

本体価格 38,000 円

最大熱出量 ：11,000kcal

暖 房 目 安 ：195㎡（約118畳）

最 大 薪 長 ：35ｃｍ

サ イ ズ ：W594×D671×H709(mm)

重　　　量 ：118kg 

220 ㎡ ( 約 134 畳 ) 46 ㎝ Ｗ683×Ｄ632×Ｈ705  168 ㎏エクスプローラーⅠ

エクスプローラーⅡ

エクスプローラーⅢ Ｗ765×Ｄ711×Ｈ783  287 ㎏

Ｗ737×Ｄ679×Ｈ737  197 ㎏

372 ㎡ ( 約 225 畳 )

316 ㎡ ( 約 191 畳 )

56 ㎝

51 ㎝

420,000 円

490,000 円

560,000 円

13,200kcal/ 時

15,400kcal/ 時

17,700kcal/ 時

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）最大熱出量

四次燃焼システム

特許を受けたクワドラ バーン システムが、
最高のパフォーマンスを発揮。ストーブと
一体化したログラックは、約1日分の薪を保
管可能です。自動燃焼制御システム(ACC)は、
信頼性と簡単な着火、燃焼を約束。アメリカ
で実証されたパフォーマンスを体感できます。

コンパクトなボディながら強力な燃焼パフォー
マンス。自動燃焼制御システム(ACC)が確実な燃
焼をサポートします。クワドラファイアの伝統に
のっとり、強固な構造を守り続けています。。

セネカ

数値はメーカー発表値です。

最大熱出量 ：14,400kcal

暖 房 目 安 ：242㎡（約146畳）

最 大 薪 長 ：41ｃｍ

サ イ ズ ：W641×D677×H978(mm)

重　　　量 ：183kg 

※価格は全てクラッシックブラック

針葉樹も焚ける、堅牢な構造

鋼板と鋳鉄のハイブリッド仕様

クワドラバーンシステムが高い燃焼効率を実現



バイオニックファイア
RS850

RS831LQ-TEE

Q-TEE 2C US

最新のテクノロジーと独創性が結びついた最も優秀な機能と
デザイン。

ライフスタイルに寄り添う、 コンパクトなデザイン。

滑らかな湾曲ボディ、優美な曲線美。

出力︓5.5kW
暖房面積︓45/83 ㎡
使用可能薪長︓25 ㎝
本体寸法︓W406×D412xH1,252
本体重量︓180 ㎏

数値はメーカー発表値です。

本体￥640,000- （税抜き）

本体￥430,000- （税抜き）

出力︓6kW
暖房面積︓30/90 ㎡
使用可能薪長︓25 ㎝
本体寸法︓W435×D388xH850
本体重量︓95 ㎏

本体￥540,000- （税抜き）

出力︓8kW
暖房面積︓45/120 ㎡
使用可能薪長︓40 ㎝
本体寸法︓W660×D479xＨ768
本体重量︓156 ㎏

ivory enamel

バイオニックファイアの最大の特徴は、上下に分かれた二つの
火室です。上の火室で通常燃焼した炎は、一定の温度に達すると、
ストーブ内部のダンパーが自動で閉じ、未燃焼ガスの流れを上か
ら下へと経路を変えて、中央のドームトップを通り、下の火室で
二次燃焼が始まります。上部ではゆらめきながら炎が燃え続け、
下部では激しく燃える対極的な燃焼は感動的な美しさです。
自動で空気の給気量を調整する「クレバーエア」を採用して
います。燃焼用の空気を調節するレバー類はなく、着火後はドアを
閉じるだけです。あとはストーブが空気量を自動調整して最適な
燃焼を持続します。

線と面で構成されたデザインのコンパクトなボディに、高い機能性と使い
やすさが詰め込まれています。天板は 250℃を超え、ストーブ料理を楽し
むこともできます。小部屋向きのクラシカルな雰囲気を備え持つ薪ストー
ブは、あなたのライフスタイルにそっと寄り添います。

アメリカ環境保護庁（EPA）が定める基準を大きく下回る、
排気煙量 0.9g/h。その仕組みは、火室内の背部とバッフル
板に、緻密に計算された再燃焼用の空気口にあります。
一次燃焼で燃え残った未燃焼ガスに新鮮な空気を送り込み、
極限まで再燃焼させます。



sedanMスドン M

本体￥320,000- （税抜き）

アンヴィクタのエントリー機種として、賢い選択を
される方のためのコストパフォーマンスに優れた１台です。

モダンな雰囲気を醸し出す対流式構造。品格ある外観にゆとりある
出力と美しい炎が期待を超える満足感を与えてくれます。

オリエンタルな楕円のデザインとシンプルな構造に
最新の燃焼テクノロジーを搭載しました。静寂と高揚、
このストーブの二つの表情を広角な窓からお楽しみ頂けます。

出力︓10kW
暖房面積︓30/85 ㎡
使用可能薪長︓45 ㎝
本体寸法︓W644×H701×D463
本体重量︓126 ㎏

数値はメーカー発表値です。

anthracite finish(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ)

red enamel

red enamel

ivory enamel

ivory enamel

本体￥420,000- （税抜き）

mandorモンドール

ブラッドフォードbradford

本体￥530,000- （税抜き） 本体￥420,000- （税抜き）

出力︓12kW
暖房面積︓４0/1０2 ㎡
使用可能薪長︓55 ㎝
本体寸法︓W730×H690×D613
本体重量︓172 ㎏

本体￥420,000- （税抜き）

出力︓12kW
暖房面積︓40/102 ㎡
使用可能薪長︓65 ㎝
本体寸法︓W852×H770×D492
本体重量︓140 ㎏

ivory enamel



ドブレストーブは｢炎｣が主役です。大きなガラス窓に美しい炎が自慢です。

コンパクトで優しいシルエット

760WD, 640WD

数値はメーカー発表値です。

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）

クリーンバーン方式
輻射熱方式

54.5 ㎡（約 33 畳） 50 ㎝

Ｗ660×Ｄ565×Ｈ760
170 ㎏ 348,000 円

最大熱出量

13KW760WD

640WD

煙突径

150mm
クリーンバーン方式

輻射熱方式
Ｗ780×Ｄ565×Ｈ800
190 ㎏ 423,000 円

46 ㎡（約 28 畳） 45 ㎝11KW 150mm

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）

クリーンバーン方式
輻射熱方式

Ｗ525×Ｄ475×Ｈ790
120 ㎏ 310,000 円

最大熱出量

11KWROCK  500TB

525CB

煙突径

150mm
クリーンバーン方式

輻射熱方式
Ｗ660×Ｄ375×Ｈ745
140 ㎏ 400,000 円

38 ㎡（約 24 畳）

46 ㎡（約 28 畳）

40 ㎝

50 ㎝

10KW 150mm

525CBJROCK  500TB

シンプルながら力強い魅力を持つ、飽きのこない薪ス
トーブの傑作です。天板部分を広くとっており、煮物な
どの料理をお楽しみいただくこともできます。優れた製
造技術と機能性から「薪ストーブの代名詞」と呼ばれる
ドブレストーブの自信作です。ドブレ社自慢の鋳物成型
技術や、燃焼性能、使い勝手でも申し分ありません。
熱効率も高く、ベルギーの環境省承認の薪ストーブです。
性能、デザイン、コストパフォーマンスなどトータルバ
ランスに優れています。

「薪ストーブの代名詞」ドブ
レからコンパクトスペースに
対応の薪ストーブです。
ドブレ自慢の鋳物、炎、使い
やすさを兼ね備え、小型なが
ら天板も広く、料理も楽しめ
ます。 

いつまでもそばに置きたい　薪ストーブと
いう名のアクセサリー。黄金比のモダンな立
ち姿「まるで家具のように空間にとけこむ」
というデザインコンセプト  ※受注発注品



燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

クリーンバーニング方式 40 ㎡ 35 ㎝ マッドブラック
Ｗ460×Ｄ360×Ｈ915 
85 ㎏

C850 390,000 円

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

クリーンバーニング方式 62.5 ㎡（約 38 畳） 30 ㎝ ブラック
Ｗ460×Ｄ518×Ｈ665 ・90 ㎏NECTRE15

数値はメーカー発表値です。

220,000 円

■二次燃焼用給気口調整／上部
調整板を調整することにより給
気量を一定にできます。

Contura
コンツーラ　（スウェーデン）

PECAN
ピキャン　（オーストラリア）

冷たく長い冬の北欧で鍛えられた本格派。

C850

NECTRE15
冬が待ち遠しくなる薪ストーブです。

ネクター 15
サイドヒートシールド付

ネクター 15

■エアーコントロール
エアーをワンタッチで３段階に
切り替えられます。 ■サイドウィンドウ

サイドからの炎も格別です。

Ｗ520×Ｄ518×Ｈ665・94 ㎏NECTRE15
 サイドヒートシールド付

245,000 円



Ｒockport  ロックポート

Ｒockport  ロックポートオックスフォードブラウン

本体￥630,000- （税抜き）

本体￥570,000- （税抜き）

出力︓15kW
使用可能薪長︓56㎝
本体寸法︓W715×H744×D549
本体重量︓205㎏

出力︓17.6kW
使用可能薪長︓56㎝
本体寸法︓W715×H744×D549
本体重量︓205㎏

数値はメーカー発表値です。

鋳鉄ﾊﾟﾈﾙは技術力に定評のあるﾍﾞﾙｷﾞｰ工場で生産して
おり緩やかに弧を描く美しいﾃﾞｻﾞｲﾝは滑らかで美しい
仕上がりです。ｵｰﾛﾗをいとも簡単に。ｼﾝﾌﾟﾙなｸﾘｰﾝﾊﾞｰﾝ
構造により簡単に操作できます。ｶﾞﾗｽが曇りにくいﾒｯｼｭ
ﾌﾟﾚｰﾄ式のｴｱｰｳｫｯｼｭ機能を搭載し、大きなｶﾞﾗｽ面で美
しい炎を堪能できます。

ロックポートは世界最小排煙量を誇るケープコッドの
デザインや構造を踏襲し、ハイブリッド燃焼により低
排煙量、高燃焼効率を誇ります。鋳鉄パネルは技術力
に定評のあるベルギーの工場で生産し、緩やかに弧を
描くデザインは滑らかで美しい仕上がりです。
また、コンベクション（対流熱）システムを搭載し、
より効率よく部屋を暖めメッシュプレート式のエアー
ウォッシュ機能によりガラスが曇りにくく、大きなガ
ラス面で美しい炎を堪能できます。

世界最小排煙量︕

世界最小排煙量「ケープコッド」のミドル
サイズ・バージョン登場

トラビスインダストリーズ



TrueNorth 10LE トゥルーノース

Neo 1.6 LE  ﾈｵ1.6

Vista LE  ﾋﾞｽﾀ

本体￥385,000- （税抜き）

本体￥345,000- （税抜き）

本体￥405,000- （税抜き）

本体￥190,000- （税抜き）

パシフィックエナジー

出力︓8kW
使用可能薪長︓35 ㎝
本体寸法︓W543×D378×H654
本体重量︓110 ㎏

出力︓15.3kW
使用可能薪長︓45 ㎝
本体寸法︓W689×D511×H958
本体重量︓153 ㎏

出力︓12kW
使用可能薪長︓45 ㎝
本体寸法︓W610×D403×H704
本体重量︓121 ㎏

数値はメーカー発表値です。

写真　白

True North 20 の良さはそのままに、
小型サイズが登場しました。シンプル
なデザイン＆構造と省スペース設置を
兼ね備えた実力のある 1 台です。

クラシックとモダンが融合したネオ・モダンのデザイン
はどんな部屋にも違和感なく合わせられます。
炉内の気密性が高いためガラスが曇りにくく、
背が高いため部屋のどこにいても炎を楽しめます。

クラシカルなデザインの鋼板製ストーブ。炉内の気密性が
高いためガラスが曇りにくく、長時間炎を楽しめます。
オプションでドア枠やレッグをシルバー／マットシルバーに
変更することができます。

コストパフォーマンス抜群の最強鋼板製ストーブ

ネオ・モダンの秀逸な鋼板製ストーブ



ECO  エコ

E929M  E929M

本体￥570,000- （税抜き）

本体￥480,000- （税抜き）

ライカ

ピアツェッタ

出力︓8kW
使用可能薪長︓32㎝
本体寸法︓W584×D515×H1,101
本体重量︓285㎏

出力︓7.5kW
使用可能薪長︓35㎝
本体寸法︓W550×D550×H1,150
本体重量︓163㎏

数値はメーカー発表値です。

天然石のｿｰﾌﾟｽﾄｰﾝ、ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝ
が美しい重厚感のあるﾐﾃﾞｨｱﾑ
ｻｲｽﾞの薪ｽﾄｰﾌﾞです。独自の
ｴｱｰｳｫｯｼｭ機能でｶﾞﾗｽはｸﾘｰﾝ
に保たれ炉室には 32ｃｍまで
の薪を入れられます。

ラウンド型のガラスにより、立ち上がる炎をより立体的
に楽しめます。フロントドアは独自のラッチシステムに
より動きも滑らかで開閉も簡単、1 回のハンドル操作で
2 ヶ所のドアラッチを固定しストーブの気密性を高めます。
オプションの温風ファンを使って離れた部屋へ送風するこ
とが可能です。

独自のエアーウォッシュ機能で揺らぐ炎がいつも楽しめます

弧を描くマジョリカ焼きが美しいモダンなストーブ
オプションの送風ファンにより効率的に部屋を暖めます

外装が美しい、RIKA のスタンダードモデル

スタイリッシュな円柱型薪ストーブ



燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

キャタリティック方式

フレックスバーン方式

214 ㎡ 55 ㎝
クラシックブラック

レッド
Ｗ686×Ｄ615×Ｈ663 
214 ㎏

578,000 円

682,000 円

最大熱出量

14.0KW

ENCORE
〔アンコール〕

精巧につくり上げられた、時代を超越した美しいデザイン。キャタリ

ティック燃焼が織りなす繊細な炎の揺らめき。重厚感ある鋳物から伝

わる柔らかな温かみ。世界中で愛用されているバーモントキャスティ

ングスのフラッグシップモデルです。サーモスタット制御燃焼やトッ

プローディングなど、長い年月をかけて築き上げられた機能は完成の

域に達しています。さらに、4つのカラーからリビングの雰囲気に合わ

せてお選びいただけます。

時代を超越した美しいデザインと鋳鉄構造の最新機種。中型サイズであり

ながら、独自のフレックスバーン燃焼によりワンランク上の暖房能力を発揮。

オプションの触媒を組み合わせることで、燃焼効率を最大限に引き上げるこ

とが可能。広いクッキンググリドルでは様々な調理ができる他、オプション

のクッキンググリルを使用することで、家に居ながら本格的炭焼き料理を楽

しむこともできます。

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

185 ㎡ 40 ㎝
クラシックブラックＷ625×Ｄ651×Ｈ654 

176 ㎏
486,000 円

最大熱出量

14.4KW( 非触媒）
12.2KW( 触媒）

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

クリーンバーン方式 111 ㎡ 40 ㎝ クラシックブラックＷ406×Ｄ691×Ｈ637 
97 ㎏

284,000 円

最大熱出量

10.2KW

ASPEN C3
〔アスペン〕

コンパクトでありながら力強い燃焼性能を持つアスペン C3 は、

くつろぎの空間に暖かさと愛しい雰囲気を提供します。着火か

ら熾火燃焼までエアーコントロールの手動操作は不要。常に適

切な燃焼空気が自動的に供給され、最適化された熱出力と効率

が保たれます。奥行きのある火室には長い薪が入り、手前から

奥にゆっくり燃えることで長時間燃焼も可能にしています。

数値はメーカー発表値です。

空間のスタイルを選ばないエレガントな外観

バランスの良さで愛され続けている定番モデル

日本の家庭にジャストフィット

高い料理機能も持つ最新モデル

ハイスペック住宅にもベストマッチ

自動燃焼を搭載した最も進んだモデル

DAUNTLESS FLEXBURN
〔ダントレス フレックスバーン〕



燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

クリーンバーン方式 30 ～ 120 ㎡ 40 ㎝
Ｗ570×Ｄ498×Ｈ1,210 
229 ㎏

675,000 円
ソープストーン

オーブン

最大熱出量

8KW

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

クリーンバーン方式 30 ～ 120 ㎡ 50 ㎝
Ｗ768×Ｄ476×Ｈ958 
244 ㎏

592,000 円ソープストーン

最大熱出量

14KW

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

クリーンバーン方式 50 ～ 130 ㎡ 45 ㎝
Ｗ540×Ｄ418×Ｈ913 
131 ㎏

370,000 円ブラック

最大熱出量

12KW

NORN
〔ノルン〕

シンプル構造の簡単操作で、世代を問わず家族全員が楽しめる。

優れた燃焼効率とトータルバランスのよさ。現代に生きる私た

ちのライフスタイルに寄り添い、暮らしの選択肢を広げてくれ

る一台です。

LOGI
〔ロギ〕

50 センチの薪が入る大きな炉内、86% を誇る燃焼効率、さらにソープ

ストーンの蓄熱機能も加わり、寒い冬をパワフルに暖める HETA 最大モ

デル。厳しい北欧の冬を乗り切るために開発され、ダイナミックな懐の

深さで家族を暖かく包み込んでくれる、頼もしい冬の相棒です。

ambition
〔アンビション〕

緻密なエアーコントロールが生み出す優雅な焔の眺め。ワンレバーで

簡単に操作できる高機能設計。薪がしっかり入る炉内の奥行きも満足

のいくものです。基本の直線構造ですっきりと、随所に採用された繊

細な曲線で優しい印象に。シンプルで洗練された造形はアーバンなラ

イフスタイルにもフィットします。

数値はメーカー発表値です。

家族全員が楽しめるバランスの一台

常につかえる余裕のオーブン

寒冷地も大きな体でガツンと暖める

※写真はソープストーンオーブン

　オーブン無し、 ソープストーン無しも有り

※写真はソープストーン

　オーブン有り、 ソープストーン無しも有り

インテリアを選ばない洗練のシンプルデザイン



輪郭のはっきりした顔立ちと、美しく精細な装飾性を
兼ね備えたデニッシュデザイン

暮らしに調和する
ヒーティング・ファニチャー

スチール製の中型モデルでありながらも、ドアー部分は鋳鉄で作られており、
また炉床部分が深底構造となっているため、開戸時の灰のこぼれ落ちを解消
する共に、より大きくなったガラスドアーによって、他の大型モデルを凌ぐ
程の臨場感を味わえます。

※その他サイド、ガラス、ソープス
トーン、ソープストーン＆ガラスの
タイプがございます。

薪を置くボックスはいくつ必要か。本棚も欲しい。そんな自由な発想を
SCAN 1003 は受け止めます。たくさんの可能性の中から自分自身でカ
スタマイズした薪ストーブをデザインすることができます。スタンダー
ドは燃焼室 + ラージモジュール + プリンス（台座）の組み合わせ、追
加でラージモジュール、スモールモジュールを自由に組み立ててください。

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）煙突径

クリーンバーン方式
外気導入型

20 ～ 80 ㎡ 30 ㎝
Ｗ494×Ｄ384×Ｈ1,110 
123 ㎏        ( 65-1)

最大熱出量

8KW 450,000 円150 ㎜

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）煙突径

クリーンバーン方式
外気導入型

～ 140 ㎡ Ｗ649×Ｄ479×Ｈ1,037 
181 ㎏

最大熱出量

9KW 700,000 円150 ㎜

数値はメーカー発表値です。

SCAN65

SCAN1003



F 500 ECO

Black
paint

Blue-
black
enamel

Ivory
enamel

アイボリーエナメル

F 520
リビングでキャンプファイヤーのような炎を
楽しめます

幅広い大きなガラスでデザインされており、フロント、
両サイドの 3 面ガラス。このガラスは特別なコーティ
ング（熱線反射ガラス）で煤がつきにくく、ガラスを
きれいに保ちます。シンプルな空気調整レバーで、着
火も簡単で日常でもストレスなくご使用いただけます。
50cm の薪が入る燃焼室はホワイトエナメル仕上げで
炎を見ている時も、そうでない時も明るくクリーンな
印象に。ベースには薪を入れることができ、実用面で
も優れています。

数値はメーカー発表値です。

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

クリーンバーンシステム
（非触媒方式）

115 ㎡ ( 約 70 畳 )

115 ㎡ ( 約 70 畳 )

50 ㎝
Ｗ656×Ｄ584×Ｈ718 
170 ㎏

最大熱出量

10.5kw

11kw ブラックペイント

ブラックペイント 490,000 円

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

クリーンバーンシステム
（非触媒方式）

50 ㎝
Ｗ594×Ｄ532×Ｈ1,000 
170 ㎏

最大熱出量

10kw ブラックペイント 750,000 円

F 400 ECO

クリーンバーンシステム
（非触媒方式）

150 ㎡ ( 約 91 畳 ) 55 ㎝
Ｗ758×Ｄ715×Ｈ694 
200 ㎏

570,000 円

F 400

F 500



燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

エコプラスクリーンバーン方式 130 ㎡ 52 ㎝
Ｗ800×Ｄ600×Ｈ860 
195 ㎏

800,000 円ブラック

最大熱出量

10KW

燃焼方式 最大薪長 サイズ暖房目安 価格（税抜）カラー

エコプラスクリーンバーン方式 100 ㎡ 33 ㎝
Ｗ600×Ｄ600×Ｈ860 
180 ㎏

760,000 円ブラック

最大熱出量

7.5KW

Domino 8
〔ドミノ〕

Domino 6
〔ドミノ〕

8 はシリーズ最大、余裕のサイズ。鍋やフライパン

がいくつも置ける大きなクックトップ、直火料理の

ためのクッキングリング、グリルやトレイを使って

何段にも調理できる大容量オーブンがメニューの幅

を広げます。さらに見逃せないのは暖房器具として

の実力。独自の対流構造により燃焼効率 70％を実現、

エコプラスクリーンバーンシステムによるクリーン

な排気で環境にも配慮しています。優れたクッキン

グ機能とハイパフォーマンスな暖房器具、２つの顔

を同時に持つ一台です。

日本のキッチンに納まりやすい、幅、奥行きともに

60cm の正方形。コンパクトながら十分な広さを保っ

たクックトップとオーブンであらゆる調理が楽しめ

ます。本体を耐火レンガで囲んだ二重構造が長時間

にわたり安定した熱を保持。薪から発する自然の熱

はじっくりと素材に浸透し、その味を特別なものに

します。ドミノのまわりでは皆が「おいしい顔」に！

数値はメーカー発表値です。

美味しく、そして暖かい。我が家は

くつろぎのリストランテ

おいしい顔が見たいから。料理自慢

でコンパクトな一台



S43

H33

B-TOP

薪ストーブの存在感と
ダイナミックな炎のゆらぎ

より暖かさをアップ
ワイドなガラス面

燃焼室が 360°回転する炎を楽しむインテリア

ネスターマーティンの新しいモダンライン TQ33。TQ はターニングキュー
ビックの略称で、燃焼室が 360 度回転する「炎を楽しむインテリア」です。
置く場所を選ばないスタンディング・スタイルで例えばダイニングとリビン
グの中央に配置し室内のどこにいても、美しい炎をご覧いただけます。
ログラックを兼ねたスタンドも、シャープなデザインの一部となっています。

出力︓14kW
暖房面積︓150 ㎡
使用可能薪長︓50 ㎝
本体寸法︓W735×D704xH803
本体重量︓201 ㎏

出力︓14kW
暖房面積︓150 ㎡
使用可能薪長︓50 ㎝
本体寸法︓W735×D472xH803
本体重量︓190 ㎏

数値はメーカー発表値です。

本体￥550,000- （税抜き）本体￥505,000- （税抜き）

TQ33
本体￥415,000- （税抜き）

本体￥460,000- （税抜き）

出力︓12kW
暖房面積︓130 ㎡
使用可能薪長︓40 ㎝
本体寸法︓W648×D390xH717
本体重量︓146 ㎏

出力︓12kW
暖房面積︓130 ㎡
使用可能薪長︓40 ㎝
本体寸法︓W648×D587xH717
本体重量︓201 ㎏

本体￥735,000- （税抜き）

出力︓12kW
暖房面積︓125 ㎡
使用可能薪長︓40 ㎝
本体寸法︓W576×D434xH1,032
本体重量︓157 ㎏ ( 本体）　46kg( 台） ivory enamel

ネスターマーティン鋳物技術の粋を極めた S シリーズのひとつです。
多くの家庭で愛される理由のひとつに は、WOODBOXWOODBOX
多次燃焼方式の採用により針葉樹などが使用できる内部構造で、限り
ある資源を有効利用する、環境にやさしいシステムです。
丸みをおびた優雅でクラシックなフレームをもつデザインはヨーロッ
パスタイルの代表格です。ときにダイナミックな動きをみせる炎のゆ
らめきは最大の特徴。そのアクティブな炎に魅入られる人も多いはず
です。

いかにもどっしりとしたおもむきの H33。
WOODBOX 多次燃焼方式の採用による炎の動きを
最大限までワイドに見せる大きな窓がポイントです。
当然 針葉樹も安心して燃焼できることも特徴です。



3610CB

2B-Rスタンダード CB

放熱形式・・・・・・・・・・・・対流熱式
定格出力・・・・・・・5.0kw（4,300kcal）
最大出力・・・・・・・6.0kw（5,160kcal）
暖房能力・・・・・・・・・45 ㎡－90 ㎡
最大薪長・・・・・・・・・・・・・30cm
本体寸法・・・・・D386 / W451 / H753
本体重量・・・・・・・・・・・・・105kg

懐かしい昔を偲ばせるエレガントなモダン・アンティーク・フォルム

6140CB

サイドローディング機能と観音扉をもつモルソー最大のシリーズ

デザイン性と機能性、高燃焼効率による省エネ性の三拍子が揃ったモデル

放熱形式・・・・・・・・・・・・輻射熱式
定格出力・・・・・・・5.0kw（4,300kcal）
最大出力・・・・・・・6.0kw（5,160kcal）
暖房能力・・・・・・・・・・45 ㎡－90 ㎡
最大薪長・・・・・・・・・・・・・45cm
本体寸法・・・・・D570 / W328 / H708
本体重量・・・・・・・・・・・・・61kg

放熱形式・・・・・・・・・・・・輻射熱式
定格出力・・・・・・・9.0kw（7,740kcal）
最大出力・・・・・・14.0kw（6,880kcal）
暖房能力・・・・・・・・・90 ㎡－210 ㎡
最大薪長・・・・・・・・・・・・・58cm
本体寸法・・・・・D538 / W742 / H797
本体重量・・・・・・・・・・・・・195kg

数値はメーカー発表値です。

本体￥380,000- （税抜き）

本体￥240,000- （税抜き）

本体￥660,000- （税抜き）



最大出力・・・・・・・8.2kw（7,000kcal）
最大薪長・・・・・・・・・・・・・35cm
本体寸法・・・・・ W660 /D620/ H730
本体重量・・・・・・・・・・・・・140kg

最大出力・・・・・・・10kw（8,640kcal）
最大薪長・・・・・・・・・・・・・45cm
本体寸法・・・・・ W605 /D530/ H680
本体重量・・・・・・・・・・・・・200kg

日本の住環境に適した新サイズ

少ない燃料で長時間暖められる

AGNI-CC

AGNI-HUTTE

AGNI の性能はそのまま引き継ぎ、ツイン触媒で長時間燃焼を実現。
よりコンパクトになってどんな部屋にもフィットします。

数値はメーカー発表値です。

ヒュッテ

本体￥540,000- （税抜き）

本体￥437,000- （税抜き）

●AGNI 独自のクリーンバーン＋ツイン触媒のハイブリッド構造
●間伐材対応のエアー調整機構により針葉樹にも対応
●機密性の良さが長時間燃焼と熱効率の良さを実現
●モダンなデザインと自然木をイメージしたレリーフ
●ボトムヒートシールド、リアヒートシールドを標準装備
●強火・中火が同時にできるクッキンググリドル
●オーブン料理に適した広い炉内と取り外し簡単な ( 薪止め）
●炉内には専用五徳を簡単にセットできるプレートフックを設置
●親切設計で自宅でのメンテナンスが容易

●AGNI 独自のクリーンバーン＋触媒のハイブリッド構造
●間伐材対応のエアー調整機構により針葉樹にも対応
●機密性の良さが長時間燃焼と熱効率の良さを実現
●「いつも傍らにいる君」というイメージをデザイン
●ボトムヒートシールドは標準装備
　リアヒートシールドはオプション
●オーブン料理に適した広い炉内と取り外し簡単な（薪止め）
●炉内には専用五徳を簡単にセットできるプレートフックを
　設置
●親切設計で自宅でのメンテナンスが容易



最大出力・・・・・・・38.9kw
最大薪長・・・・・・・・・・・・・45cm
本体寸法・・・・・ W470 /D620/ H650
本体重量・・・・・・・・・・・・・95kg

最大出力・・・・・・・33.7kw
最大薪長・・・・・・・・・・・・・70cm
本体寸法・・・・・ W410 /D950/ H650
本体重量・・・・・・・・・・・・・90kg

無煙薪ストーブ  MD140Ⅲ

無煙薪ストーブ  MD 120ⅢK

薪を選ばない !
（針葉樹　竹　丸太　端材）薪代が安上がり

数値はメーカー発表値です。

本体￥500,000- （税抜き）

本体￥312,000- （税抜き）

間口も広く太い丸太も入れやすい。
長年の「燃焼哲学」研究の結果、従来の薪ストーブのトラブルを
全てクリア。世界初の　” 茂木プレート” で 800°C 高温燃焼を実現

70cm の長い薪が入ります。炊飯と調理はお任せ下さい
薪を選ばないので（針葉樹　竹　丸太　端材）薪代が安
上がり長年の「燃焼哲学」研究の結果、従来の薪ストー
ブのトラブルを全てクリア。世界初の　” 茂木プレート” 
で 800°C 高温燃焼を実現

森林資源活用と省エネに貢献する
世界初の三次燃焼システム「無煙薪ストーブ」



最大出力・・・・・・・14kw
最大薪長・・・・・・・・・・・・・50cm
本体寸法・・・・・ W625 /D420/ H1,024
本体重量・・・・・・・・・・・・・113kg

最大出力・・・・・・・9kw
最大薪長・・・・・・・・・・・・・35cm
本体寸法・・・・・ W465 /D465/ H921
本体重量・・・・・・・・・・・・・83kg

Ecoburn Plus 11

Ecoburn Plus 7

ワイドガラス越しに見るパノラマフレームは圧巻

省スペース型のコンパクトモデル
小さなボディに機能満載 

数値はメーカー発表値です。

本体￥350,000- （税抜き）

本体￥270,000- （税抜き）

特殊構造のグレートにより未燃焼薪の完全燃焼・
熱損失の軽減・自然な灰の積層による燃焼効率の
向上・熱発散によるグレートの長寿命化を実現。
バーは 1 本 1 本交換できるためメンテナンス費用
も抑えることができます。ストーブ上部の二次給
気口から取り入れた空気をガラス面に吹き付け、
ガラスと炎を気流により遮断。これによりガラス
表面に煤や汚れが付着するのを防ぎ、ガラスを常に
きれいな状態に保つことができます。この緻密に設計
されたエアウォッシュシステムにより、薪ストーブ
最大の楽しみの一つである「揺らめく美しい炎」を
思う存分堪能していただくことができます。

幅 465mm の小さなボディでも長さ 350mm
までの薪を焚くことが可能。ドアもそれほど大
きくなく、開閉も楽にできます。
小さなボディの中に、エアウォッシュシステム、
フレキシフュールシステム、二次燃焼構造、
レベル調整脚など、多くの機能を備えた嬉しい
モデル。1 ～ 2 部屋の限られたスペースを暖め
る際にお勧めのモデルです



MS-605TX
可愛らしくてもしっかり｢あったかい｣ストーブ

HTC-60TX
リビングや山小屋に

HTC-90TX
堂々たる最大機種

MS-406TX
最大５５センチの薪が使用可能

本体サイズ：W583×D483×H634mm

重　　　量：138 ㎏

煙　突　径：φ150mm

最大薪長さ：450mm

最大熱出力：約 14,000kcal

暖 房 面 積：40 ～ 50 坪

本体サイズ：W570×D330×H485mm

重　　　量：55 ㎏

煙　突　径：φ106mm

最大薪長さ：400mm

最大熱出力：約 3,200kcal

暖 房 面 積：10 ～ 15 坪

本体サイズ：W385×D700×H570mm

重　　　量：85 ㎏

煙　突　径：φ120mm

最大薪長さ：550mm

最大熱出力：約 7,000kcal

暖 房 面 積：20 ～ 25 坪

本体サイズ：W742×D541×H734mm

重　　　量：198 ㎏

煙　突　径：φ150mm

最大薪長さ：550mm

最大熱出力：約 23,000kcal

暖 房 面 積：60 ～ 75 坪

数値はメーカー発表値です。



PIAZZETTA  M360T

RAIS  Q-20

SCAN  80 MORSO  6643CB

  Jøtul F 520

360°全方向から炎を楽しむ

3方向から炎を楽しむ

2方向から炎を楽しむ

その他、沢山の種類のストーブがございます。お気軽にご相談下さい。

暖房だけではありません。お店の雰囲気作りにも最適な薪ストーブ





For A Growing World

※割ることのできる木材の直径は、樹種や乾燥度合いによって異なります。

※燃料はレギュラーガソリン

8Ton

エンジン式薪割り機

21Ton

22Ton

VH-2200GC

IG-700A

LS8

( 税抜 )
( 税抜 )

( 税抜 )

( 税抜 )

R21LS

49,5000 円

14,2000 円

19,0000 円
39,0000 円

8Ton



  

  有限会社 JASTY （ジャスティ） 

〒910-2525 福井県今立郡池田町市 21-22 

TEL：0778-44-7411 FAX：0778-44-7422 

http://jasty.jp  Mail info@jasty.jp 


