
メーカー名 ヨツール ヨツール コンツーラ ドブレ モルソー スキャン ヨツール レダ RAIS HETA ヨツール ヨツール ヨツール
国名 ノルウェー デンマーク スウェーデン ベルギー デンマーク デンマーク ノルウェー ドイツ デンマーク デンマーク ノルウェー ノルウェー ノルウェー
機種名 F105LL F134 C51　ヤンソン 525CBJ 6140CB Scan83 F100　ECO2 アレグラ350 Q-TEE2 ノルン F163 F200　 F373V2ADV

写真（WEBへリンク）

価格（税込） ¥473,000 ¥660,000 ¥462,000 ¥396,000 ¥418,000 \770,000～ ¥352,000 ¥430,100 ¥633,600 \533,500～ ¥517,000~ ¥473,000 \825,000～
暖房面積（㎡） 86㎡ ~101㎡ 29~46.4㎡ 41.4~66.2㎡ 45~90㎡ 100㎡ 93㎡ 45~110㎡ 45~120㎡ 30~120㎡ 129㎡ ～122㎡ 129㎡
暖房面積（坪） 26坪 31坪 9~14坪 13~20坪 14～27坪 30坪 28坪 14~33坪 14~36坪 9~36坪 39坪 37坪 39坪
燃焼方式 クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン 02ｱｸﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑ クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン
素材 鋳物 鋳物 鋳物 鋳物 鋳物/スチール スチール 鋳物 鋳物 スチール スチール 鋳物 鋳物 鋳物
最大薪長さ(縦置き) 33㎝ 25㎝ 36㎝ 40㎝ 30㎝ 35㎝(縦置） 38㎝ 35㎝ 40㎝ 40㎝(縦置） 33㎝ 40㎝ 33㎝
暖房タイプ 輻射式 輻射対流式 対流式 輻射式 対流式 輻射式 輻射式 輻射式 対流式 輻射式 輻射式 輻射対流式 輻射対流式

メーカー名 ダッチウエスト ﾈｽﾀｰﾏｰﾃｨﾝ HETA モルソー ハースストーン ヨツール ヨツール ヨツール ダッチウエスト レダ スキャン モルソー レダ
国名 アメリカ ベルギー デンマーク デンマーク アメリカ ノルウェー ノルウェー ノルウェー アメリカ ドイツ デンマーク デンマーク ドイツ
機種名 エンライトスモール S33 アンビション 7110CB キャッスルトン8031 F400 ECO　 F305 F520 エンライトミディアム アレグラ500 Scan85-2 1630CB アルバ450

写真（WEBへリンク）

価格（税込） ¥440,000 \456,500～ ¥440,000 ¥462,000 \781,000～ \594,000～ \572,000～ ¥968,000 ¥514,800 ¥456,500 ¥869,000 ¥528,000 ¥522,500
暖房面積（㎡） 130㎡ 130㎡ 50~130㎡ 60~135㎡ 139㎡ 144㎡ 144㎡ ～144㎡ 149㎡ 60~150㎡ 160㎡ 160㎡ 70~160㎡
暖房面積（坪） 39坪 39坪 15~39坪 18～41坪 42坪 44坪 44坪 44坪 45坪 18~45坪 48坪 48坪 22~48坪
燃焼方式 リーンバーン woodbox多次燃焼 クリーンバーン クリーンバーン ﾄｩﾙｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン リーンバーン 02ｱｸﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑ クリーンバーン クリーンバーン 02ｱｸﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑ
素材 鋳物 鋳物 スチール/鋳物 鋳物 ソープストーン 鋳物 鋳物 鋳物＋スティール 鋳物 鋳物 スチール 鋳物 鋳物
最大薪長さ(縦置き) 48㎝ 40㎝ 45㎝ 42㎝ 45㎝ 50㎝ 41㎝ 50㎝ 56㎝ 50㎝ 50㎝(縦置） 56㎝ 45㎝
暖房タイプ 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射対流式 輻射対流式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式

メーカー名 ドブレ ドブレ ドブレ ﾈｽﾀｰﾏｰﾃｨﾝ ヨツール ﾊﾞｰﾓﾝﾄｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｽ ハースストーン HETA モルソー ﾊﾞｰﾓﾝﾄｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｽ ﾊﾞｰﾓﾝﾄｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｽ ハースストーン クワドラファイア
国名 ベルギー ベルギー ベルギー ベルギー ノルウェー アメリカ アメリカ デンマーク デンマーク アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ
機種名 640WD ロック500TB 760WD S43 F500 ECO　 ダントレス ヘリテイジ8024 ロギ 3610CB アンコール　 デファイアント マンスフィールド8013 エクスプローラⅢ

写真（WEBへリンク）

価格（税込） ¥451,000 ¥528,000 ¥544,500 \555,500～ \693,000～ \575,300～ \918,500～ \654,500～ ¥726,000 \723,800～ \787,600～ \968,000～ \728,200～
暖房面積（㎡） 45.5~72.9㎡ 45.5~72.9㎡ 53.8~86.1㎡ 150㎡ 158㎡ 185㎡ 185㎡ 50~200㎡ 90~210㎡ 214㎡ 260㎡ 225㎡ 372㎡
暖房面積（坪） 14~22坪 14~22坪 16~26坪 45坪 49坪 56坪 56坪 15~60坪 27~64坪 65坪 79坪 68坪 113坪
燃焼方式 クリーンバーン クリーンバーン クリーンバーン woodbox多次燃焼 クリーンバーン フレックスバーン ﾄｩﾙｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ クリーンバーン クリーンバーン フレックスバーン フレックスバーン ﾄｩﾙｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ クリーンバーン
素材 鋳物 鋳物 鋳物 鋳物 鋳物 鋳物 ソープストーン スチール 鋳物 鋳物 鋳物 ソープストーン 鋳物
最大薪長さ(縦置き) 45㎝ 50㎝ 55㎝ 50㎝ 55㎝ 40㎝ 53㎝ 50㎝ 58㎝ 55㎝ 63㎝ 53㎝ 56㎝
暖房タイプ 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式 輻射式
※暖房面積はメーカーカタログからの転記ですが参考値となります。燃料や使用方法、設置場所により大きく異なる場合があります。

取扱商品仕様一覧
＜小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小型タイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中＞

＜中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中型タイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大＞

＜大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大型タイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特大＞
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