
●給排気の種類 ●暖まり方の種類

●点火の種類

FF

強制給排気式

輻射

感震センサー
振動を感知すると燃焼を停止

自動点火 自動調整

過熱防止センサー
本体の過熱を感知すると、自動で消火

（燃焼停止）

強制対流式

※FFとFEは電源が必要です。

強制排気式 自然対流式
FF FE

自動点火

温風自然

手動点火
●燃料調整の種類
自動調整 手動調整

輻射

※本ガイドは、ペレットストーブの導入を検討いただくための情報を判りやすく紹介したものです。詳細は、お気軽に
販売店にお問い合わせください。
◎ここでご紹介している以外にもさまざまな機種があります。　◎価格は本体の参考価格（税抜き）です。実際の価格
は販売店にお問い合わせください。　◎ストーブの機能はオプションのものも含まれます。　◎設置の際には、別途
工事費などがかかります。　◎暖房面積は目安です。販売店に事前にご確認ください。　◎2015年12月現在の情報
です。　◎使用燃料について、品質によっては調整が必要な場合や使用できない場合もありますので、メーカーや販
売店にお問い合わせください。

FF

ONタイマー
タイマーで自動点火

FE

ON・OFFタイマー
タイマーで自動点火と消火（燃焼停止）

輻射

温度センサー
着火失敗時の感知センサー

輻射

給気量自動補正システム
最適な燃焼空気を自動で調整（補正）

自動点火

手動点火 自動調整

自動調整

Aria

ペレットストーブカタログ

暖まり方

給排気の種類

暖房の目安について

ペレットストーブカタログ凡例

温風

輻射熱 輻射熱 輻射熱

給気口

排気

排気

給気口

給気

給気

炎で温められた温風で暖房します
ので、比較的早く室内が暖かくなり
ます。
前面の扉やガラス面などからの輻
射熱による暖房効果もあります。

薪ストーブのように、ストーブ本体か
らの輻射熱によるジンワリとしたぬく
もりが得られ、室内はゆっくりと暖か
くなります。
床や壁へのストーブの熱を遮る炉台
等が必要となります。

●

●

煙突内の上昇気流によるドラフト効果で排気
をするので、ファンを動かすための電気を必要
としません。
ドラフト効果が必要なので、薪ストーブ同様の
長い煙突が必要です。

●

●

室内外温度差が30℃の「寒冷地」における目安です。
「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75㎜の木造戸建住宅、「コンクリー
ト」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30㎜のコンクリート集合住宅を
指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍
の広さまでが目安となります。

●
●

屋外から給気し、燃焼炉内を密閉化して燃焼
時の空気量を調節します。
室内の空気をクリーンに保てるため、高気密住
宅やマンションにお勧めです。

●

●

室内空気を利用して燃焼させ、燃焼排気を強
制的に屋外へ排出する方式です。
外気よりも温度の高い室内の空気を燃焼に使
うので、冬季は立ち上がりが安定しています。

●

●

●

●

温風タイプ（強制対流式）

自然排気

暖房機適室基準値

強制給排気（FF式）

強制排気（FE式）

輻射タイプ（自然対流式）

木造（戸建）住宅1畳当たり
コンクリート（集合）住宅1畳当たり

392W（1㎡当たり：237W）
246W（1㎡当たり：149W）

※上記の諸条件・諸数値は、（一社）日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

【価格】498,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W1,115×D387×H893
【暖房出力】最大13.0kW
　　　　　　最小5.1kW
【燃料消費】最大3.0㎏/h
　　　　　　最小1.2㎏/h
【タンク容量】21㎏
【本体重量】120㎏
【暖房面積】木造：～約36畳（56.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約54畳（84.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

日陽
ひなた

（株）山本製作所

学校の教室、図書館などの公共施設にもお勧めです。
高気密住宅にも対応しています。

温風

自動点火

FF

手動調整

【価格】480,000円(税別)
【本体寸法(㎜)】W670×D920×H1,720
                       (組立寸法)
【暖房出力】最大11.0kW
　　　　　　最小3.4kW
【燃料消費】最大3.2㎏/h
　　　　　　最小1.0㎏/h
【タンク容量】20㎏
【本体重量】145㎏
【暖房面積】木造:～約25畳（39.2㎡）
　　　　　　コンクリート:～約40畳（62.4㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

DK-15
（株）さいかい産業

最大の暖房能力を発揮する輻射式大型ストーブ。
大きな炎は大空間をやさしく暖めてくれます。

【価格】460,000円(税別)
【本体寸法(㎜)】W580×D530×H950
【暖房出力】最大7.2kW
　　　　　　最小2.5kW
【燃料消費】最大1.8㎏/h
　　　　　　最小0.7㎏/h
【タンク容量】16㎏
【本体重量】78㎏
【暖房面積】木造:～約19畳（29.5㎡）
　　　　　　コンクリート:～約31畳（48.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット
　　　　　　（いずれもサンポット指定のもの）

FFP-7202TS
サンポット（株）

スタンダードかつスタイリッシュ。
窓から見える炎は上品な癒しを演出します。

【価格】470,000円(税別)
【本体寸法(㎜)】W900×D605×H700
【暖房出力】最大7.0kW
　　　　　　最小3.0kW
【燃料消費】最大1.7㎏/h
　　　　　　最小0.8㎏/h
【タンク容量】16㎏
【本体重量】65㎏
【暖房面積】木造:～約19畳（29.5㎡）
　　　　　　コンクリート:～約31畳（48.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット
　　　　　　（いずれもサンポット指定のもの）

FFP-702DF
サンポット（株）

インテリアに調和するモダンデザイン。
部屋に確かな落ち着きを提供します。

【価格】480,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W621×D495×H721
【暖房出力】最大6.0kW
　　　　　　最小2.5kW
【燃料消費】最大1.5㎏/h
　　　　　　最小1.0㎏/h
【タンク容量】18㎏
【本体重量】127㎏
【暖房面積】木造：～約16畳（24.7㎡）
　　　　　　コンクリート：～約20畳（30.9㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

※畳数は、暖房面積（平米）を江戸間（1.548㎡）換算（小数点以下切り捨て）したものです。

Ravelli （株）山武産業

力強い炎と可愛らしいフォルムを併せ持つストーブ。
今までにないやすらぎある空間が楽しめます。

輻射

自動点火 自動調整

FEFF

【価格】400,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W790×D260×H950
【暖房出力】最大7.0kW
　　　　　　最小2.1kW
【燃料消費】最大1.5㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】15㎏
【本体重量】135㎏
【暖房面積】木造：～約19畳（29.5㎡）
　　　　　　コンクリート：～約30畳（46.9㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

MICRON
EDILKAMIN 北越融雪（株）

和室にもすっきり収まる超薄型デザインは
部屋に一体感をもたらします。

温風

自動点火 自動調整

FEFF

【価格】488,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W630×D532×H700
【暖房出力】最大6.9kW
　　　　　　最小1.9kW
【燃料消費】最大1.8㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】14㎏
【本体重量】120㎏
【暖房面積】木造：～約18畳（28.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約25畳（40.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

PelleStar HPS-110S
豊実精工（株）

シンプルなデザインながらクラシックなフォルムは
上質な空間を演出します。

温風

自動点火

FF

手動調整

【価格】478,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W535×D568×H644
【暖房出力】最大6.9kW
　　　　　　最小1.9kW
【燃料消費】最大1.8㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】9㎏
【本体重量】115㎏
【暖房面積】木造：～約18畳（28.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約25畳（40.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

PelleStar HPS-200S
豊実精工（株）

クラシックなデザインを採用。
コンパクトで暖房能力を向上させたストーブです。

温風

自動点火

FF

手動調整

温風 輻射

【価格】450,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W470×D507×H772
【暖房出力】最大6.0kW
　　　　　　最小2.4kW
【燃料消費】最大1.5㎏/h
　　　　　　最小0.6㎏/h
【タンク容量】10㎏
【本体重量】90㎏
【暖房面積】木造：～約16畳（24.8㎡）
　　　　　　コンクリート：～約21畳（33.1㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

ALCOTT
（有）シモタニ

2011年度グッドデザイン賞受賞。
大きな窓にゆらめく炎が美しいストーブです。

自動点火

FF

自動調整

スタンダード(40万円～50万円） エントリー（～40万円） ハイスペック（50万円～） 無電源 暖房以外



ペレットストーブカタログ

【価格】298,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W480×D560×H910
【暖房出力】最大5.8kW
　　　　　　最小1.9kW
【燃料消費】最大1.5㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】12㎏
【本体重量】120㎏
【暖房面積】木造：～約17畳（27.4㎡）
　　　　　　コンクリート：～約28畳（43.6㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

RS-4
（株）さいかい産業

前面を覆う鋳物製の扉と天板は優しい輻射熱を放射。
大きな窓から安らぎの炎が見えます。

FF 輻射

手動点火 自動調整

【価格】240,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W410×D430×H800
【暖房出力】最大3.1kW
　　　　　　最小1.1kW
【燃料消費】最大0.8㎏/h
　　　　　　最小0.3㎏/h
【タンク容量】10㎏
【本体重量】67㎏
【暖房面積】木造：～約8畳（13.1㎡）
　　　　　　コンクリート：～約13畳（20.8㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

RS-mini
（株）さいかい産業

6畳間にも設置できる小型ペレットストーブ。
自然対流でじんわり暖めます。

FF 輻射

手動点火 自動調整

【価格】362,000(税別)
【本体寸法(㎜)】W620×D600×H795
【暖房出力】最大10.0kW
　　　　　　最小3.3kW
【燃料消費】最大2.2㎏/h
　　　　　　最小0.7㎏/h
【タンク容量】20㎏
【本体重量】75㎏
【暖房面積】木造:～約31畳（48.0㎡）
　　　　　　コンクリート:～約42畳（66.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

NST2
日鋼設計(株)

学校・事業所・公共施設に最適です。

FF

自動点火 手動調整

温風 輻射

FF

【価格】300,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W482×D535×H685
【暖房出力】最大5.1kW
　　　　　　最小2.0kW
【燃料消費】最大1.3㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】10㎏
【本体重量】80㎏
【暖房面積】木造：～約12畳（19.8㎡）
　　　　　　コンクリート：～約18畳（28.1㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

EMⅡ
(有)シモタニ

クラシックなデザインを採用。
コンパクトで暖房能力を向上させたストーブです。

自動点火

温風 輻射FF

自動調整

【価格】360,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W440×D465×H957
【暖房出力】最大7.1kW
　　　　　　最小3.2kW
【燃料消費】最大1.5㎏/h
　　　　　　最小1.0㎏/h
【タンク容量】15㎏
【本体重量】115㎏
【暖房面積】木造:～約17畳（27.8㎡）
　　　　　　コンクリート:～約23畳（37.1㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

R70
Ravelli （株）山武産業

スチール鋼板とセラミックタイルで仕上げた
高級感あるストーブ。

温風

自動点火 自動調整

FEFF

【価格】340,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W490×D500×H930
【暖房出力】最大8.0kW
　　　　　　最小2.4kW
【燃料消費】最大1.9㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】15㎏
【本体重量】130㎏
【暖房面積】木造：～約21畳（33.7㎡）
　　　　　　コンクリート：～約34畳（53.6㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

POINT
EDILKAMIN 北越融雪（株）

シンプルなセラミック外装が美しい
パワフルなストーブです。

温風

自動点火 自動調整

FEFF

スタンダード(40万円～50万円） エントリー（～40万円） ハイスペック（50万円～） 無電源 暖房以外

【価格】300,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W418×D487×H972
【暖房出力】最大6.7kW
　　　　　　最小2.8kW
【燃料消費】最大1.6㎏/h
　　　　　　最小0.7㎏/h
【タンク容量】15㎏
【本体重量】99㎏
【暖房面積】木造：～約18畳（28.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約23畳（37.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

  ※オプションで自動調整可

Mon Amour
（モナムール）

THERMOROSSI （有）河西

トッププレートは保温調整が可能。
スタイリッシュなデザインです。

温風

自動点火

FE

手動調整

【価格】355,000（税別）
【本体寸法(㎜)】W480×D498×H834
【暖房出力】最大6.6kW
　　　　　　最小2.2kW
【燃料消費】最大1.5㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】12㎏
【本体重量】75㎏
【暖房面積】木造：～約18畳（28.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約25畳（39.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

NSH
日鋼設計(株)

コンパクトで簡単操作、
やさしい炎をご家庭に。

自動点火 手動調整

FF 温風 輻射

温風 輻射

【価格】560,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W502×D521×H1,040
【暖房出力】最大7.2kW
　　　　　　最小4.5kW
【燃料消費】最大1.5㎏/h
　　　　　　最小1.0㎏/h
【タンク容量】20㎏
【本体重量】140㎏
【暖房面積】木造：～約19畳（30.9㎡）
　　　　　　コンクリート：～約25畳（38.7㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

Natural７
Ravelli （株）山武産業

スタイリッシュなデザインと自動灰処理機能を有す、
高気密住宅対応の次世代ストーブです。

自動点火 自動調整

FEFF

FF

自動点火 手動調整

【価格】オープン価格
【本体寸法(㎜)】W446×D445×H783
【暖房出力】最大6.1kW
　　　　　　最小2.2kW
【燃料消費】最大1.4㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】11㎏
【本体重量】65㎏
【暖房面積】木造:～約17畳（26.5㎡）
　　　　　　コンクリート:～約26畳（41.5㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

ほのか
（株）山本製作所

足元から温風が100％出てくる
高気密住宅にも対応したストーブです。

温風 輻射

【価格】300,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W492×D461×H855
【暖房出力】最大5.1kW
　　　　　　最小2.8kW
【燃料消費】最大1.5㎏/h
　　　　　　最小0.8㎏/h
【タンク容量】13㎏
【本体重量】69㎏
【暖房面積】木造：～約14畳（21.8㎡）
　　　　　　コンクリート：～約22畳（35.2㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

PE-8
豊臣工業（株）

使いやすくて使いたくなる
暮らしになじむペレットストーブ。

FF 温風

自動点火 自動調整

【価格】400,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W480×D535×H663
【暖房出力】最大5.1kW
　　　　　　最小2.0kW
【燃料消費】最大1.3㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】10㎏
【本体重量】80㎏
【暖房面積】木造：～約12畳（19.8㎡）
　　　　　　コンクリート：～約18畳（28.1㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

EMERSON
（有）シモタニ

インテリアに存在感を放つ
シンプルで洗練されたコンパクトフォルム。

温風

自動点火

FF

手動調整



【価格】780,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W483×D646×H1,504
【暖房出力】最大9.0kW
　　　　　　最小3.3kW
【燃料消費】最大2.2㎏/h
　　　　　　最小0.8㎏/h
【タンク容量】25㎏
【本体重量】180㎏
【暖房面積】木造：～約23畳（37.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約32畳（51.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

  ※オプションで自動調整可

Bella Vista
THERMOROSSI （有）河西

小型ペレットストーブとして人気が高く
先進技術を織り込んだ機種です。

温風 輻射

自動点火

FE

手動調整

【価格】630,000（税別）
【本体寸法(㎜)】W482×D482×H1,116
【暖房出力】最大6.0kW
　　　　　　最小2.1kW
【燃料消費】最大1.4㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】20㎏
【本体重量】148㎏
【暖房面積】木造：～約32畳（50.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約42畳（66.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

Levana（セラミック）

オルスバーグジャパン（株）

スマートでモダンなデザインに
蓄熱と立ち上がりを両立したバランスモデル。

自動点火 自動調整

輻射FF

【価格】680,000（税別）
【本体寸法(㎜)】W483×D488×H1,116
【暖房出力】最大6.0kW
　　　　　　最小2.1kW
【燃料消費】最大1.4㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】20㎏
【本体重量】172㎏
【暖房面積】木造：～約32畳（50.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約42畳（66.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

Arina
オルスバーグジャパン（株）

天然石を身に纏い重厚感と
シリーズ最強の蓄熱性能を持つモデル。

自動点火 自動調整

輻射FF

自然 輻射

手動点火 手動調整

【価格】オープン価格
【本体寸法(㎜)】W550×D561×H1,100
【暖房出力】最大6.8kW
　　　　　　最小3.0kW
【燃料消費】最大2.0㎏/h
　　　　　　最小0.9㎏/h
【タンク容量】15㎏
【本体重量】125㎏
【暖房面積】木造:～約19畳（29.5㎡）
　　　　　　コンクリート:～約29畳（46.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット
　　　　　　（いずれもサンポット指定のもの）

PSH-7010MC
サンポット（株）

電気不要で停電時も安心な温もりをお届け。
簡単な調理ができるオーブン機能搭載。

ペレットストーブカタログ

【価格】920,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W1,600×D1,030×H1,550
　　　 (煙突・テーブル・移動ハンドル込み)
【消費電力】約100W
【タンク容量】30㎏
【本体重量】330㎏
【使用燃料】木質ペレット
                 （バークは除く、6～7㎜対応）
　　　　　 （使用ペレットによる設定調整は不要）

PGY16
（株）さいかい産業

プロが認める木質ペレットの火力！
簡単操作で移動も可能な本格ピザ窯PGY16誕生！

手動点火

【価格】窓が大きいタイプ360,000円(税別)
　　　　窓が小さいタイプ300,000円(税別)
【本体寸法(㎜)】W400×D600×H1,020
【暖房出力】最大8.0kW
　　　　　　最小2.0kW
【燃料消費】最大2.0㎏/h
　　　　　　最小1.0㎏/h
【タンク容量】15㎏
【本体重量】108㎏
【暖房面積】木造:～約21畳（33.7㎡）
　　　　　　コンクリート:～約34畳（53.6㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

クラフトマン
石村工業（株）

ペレットは8時間連続燃焼。電気不要で停電時も安心。
お湯も沸かせて簡単な煮炊きも可能。

自然 輻射

手動点火 手動調整

スタンダード(40万円～50万円） エントリー（～40万円） ハイスペック（50万円～） 無電源 暖房以外

【価格】700,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W540×D540×H1,110
【暖房出力】最大8.0kW
　　　　　　最小2.4kW
【燃料消費】最大1.8㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】20㎏
【本体重量】200㎏
【暖房面積】木造：～約21畳（33.7㎡）
　　　　　　コンクリート：～約34畳（53.6㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

ANIA 
EDILKAMIN 北越融雪（株）

力強い炎と優しさを感じさせるフォルムは
上質な時間を約束します。

自動点火 自動調整

FF 温風 輻射

温風 輻射

【価格】550,000円（税別）
【本体寸法(㎜)】W560×D665×H1,114
【暖房出力】最大11.4kW
　　　　　　最小4.3kW
【燃料消費】最大2.7㎏/h
　　　　　　最小1.0㎏/h
【タンク容量】19㎏
【本体重量】132㎏
【暖房面積】木造：～約30畳（47.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約41畳（65.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

  ※オプションで自動調整可

DORICA
THERMOROSSI （有）河西

曲面を生かした優しいフォルムは
特別な空間を演出します。

FE

自動点火 手動調整

【価格】オープン価格
【本体寸法(㎜)】W619×D740×H811
【暖房出力】最大11.7kW
　　　　　　最小1.9kW
【燃料消費】最大2.5㎏/h
　　　　　　最小0.4㎏/h
【タンク容量】25㎏
【本体重量】109㎏
【暖房面積】木造:～約27畳（43.0㎡）
　　　　　　コンクリート:～約35畳（55.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

EF3Bi FS
豊臣工業（株）

FE 温風

自動点火 自動調整

火を魅せるワイドスクリーンモデル。
美しい炎が、やすらぎの時間を演出します。

【価格】オープン価格
【本体寸法(㎜)】W653×D621×H695
【暖房出力】最大10.0kW
　　　　　　最小2.6kW
【燃料消費】最大2.2㎏/h
　　　　　　最小0.5㎏/h
【タンク容量】25㎏
【本体重量】104㎏
【暖房面積】木造：～約23畳（37.0㎡）
　　　　　　コンクリート：～約31畳（48.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

エンプレス
豊臣工業（株）

モダンなデザインで
インテリア性の高いストーブです。

温風

自動点火 自動調整

FE

手動点火

【価格】39,800円（税別）
【本体寸法(㎜)】W360×D640×H670
　　　　　　　（煙突を装着した時）
  (ピザ用ピール・ベーキングボード・組み立て
   工具一式込み)
【最大火力】6kWh（約500度）
【電源】無電源
【本体重量】12.5㎏
【使用燃料】木質ペレット

Uuni3
（株）アブレイズ

ペレットの高火力と携帯可能なシンプルデザインを
両立したペレットピザ窯。 

手動点火

FE 輻射

自動点火 手動調整

【価格】オープン価格
【本体寸法(㎜)】W670×D740×H735
【暖房出力】最大6.4kW
　　　　　　最小2.9kW
【燃料消費】最大1.9㎏/h
　　　　　　最小0.9㎏/h
【タンク容量】11㎏
【本体重量】175㎏
【暖房面積】木造:～約17畳（26.5㎡）
　　　　　　コンクリート:～約27畳（43.0㎡）
【使用燃料】全木ペレット・木部ペレット

禅
（株）山本製作所

高級車などを手掛ける奥山清行氏がデザインし、
山形鋳物で1台毎に生産。最高級のストーブです。




