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ノルウェーの美しい暮らしかた

北欧の雄大な自然と長い冬に磨かれた、良質でデザイン性に優れ
たインテリア。それらに囲まれて家族と過ごす暖かで心地よい時
間。それがノルウェーの人たちの美しい暮らしかた、ノルウェジアン
スタイルです。
貴重な太陽の陽射しを取り込んだ明るい室内。夕食には必ずキャ
ンドルに火を灯し、家族と団欒を楽しむ暮らし。また、休日を過ごす
別荘を拠点に、短い夏はキャンプや水辺で遊び、冬はスキーを楽し
むひととき。そこでは、遠くヴァイキングの時代から受け継がれて
きた暖炉・薪ストーブの炎が、今も変わらずに人々を寒さから守り、
暖めています。
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1雄大な自然と共に過ごす日常生活

川ではサーモンが飛びはね、森では木イチゴなどのベリー類が実を
つける、まぶしいばかりの木々の緑に晴れ渡った青空。これはノル
ウェーの夏の醍醐味です。遅い春の５月には一斉に花開き、6月から
8月の夏を経て、10月にはまた雪に包まれる暮らしは、日本では北海
道の気候風土と似ているかもしれません。
ただ、少し違うのは、北極圏に近いので、夏には白夜と呼ぶ日照時間
の長い日が続くこと。夏の夜には、遅くまで屋外で談笑を楽しむ声が
聞こえてきます。そして太陽も昇らない漆黒の闇に閉ざされる冬の
一時期には、見渡す限りの銀世界が広がり、頭上には神秘的なオー
ロラがゆらめきだします。
そんな美しいノルウェーの自然をさらに際立たせるのが、フィヨルド
です。長い年月をかけ、氷河によって浸食された海岸線は複雑に入り
組み、切り立った断崖は独特な風景をつくり出しています。
ノルウェーは高緯度に位置しているにもかかわらず、近くを通るメ
キシコ暖流の影響で海が完全に凍ることはありません。ノルウェー
は日本とほぼ同じ大きさの国ですが、そこに住んでいるのは約500
万人。ふだんは都市部に住んでいても、自宅から少し足を延ばせば、
海と山をあわせ持つ雄大な自然に触れることができる暮らし。その
ため、小さな頃から休日だけでなく、日常のちょっとした時間にも、
自然の中で過ごすことが習慣になっています。山や海など自然に親
しむ暮らしの要となるのが、ヒュッテと呼ぶ小屋の存在です。電気
や水道が通っていないものも多く、トイレは戸外にあるものも。テレ
ビもインターネットもない自然の中で過ごす時間を大切にするノル
ウェー人は、こうした不便をむしろ楽しみます。このようなヒュッテ
が、国内には約40万軒も点在しています。「ノルウェー人はスキーを
履いて生まれてくる」のことわざ通り、このヒュッテを拠点に、冬は
スキーを楽しみ、夏は釣りや水遊びを楽しみます。人々にとって、ス
キーはスポーツではなく「歩く」「走る」といった日常の移動手段のひ
とつで、スキーで通勤や通学をする人もいて、暮らしの中では散歩感
覚の身近なものなのです。
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コーセリな暮らしに欠かせない暖炉

「コーセリ（koselig）」は、ノルウェー人がよく口にする言葉です。
「とてもコーセリな家ね」「あの人はとてもコーセリだ」と･･････。
このコーセリという単語には、心地よい、気が置けない、くつろげ
る、といった意味合いがあります。年収の1割を自宅の手入れに費
やすほど、住まいにこだわりを持つといわれるノルウェー人です
が、そのキーワードとなるのもコーセリ。どんなに豪華な家であっ
ても、コーセリでなければ――私が私らしくなければ意味がない
のです。
そんなコーセリな空間を作るために欠かせないのが、炎です。オ
スロの住宅情報サイトを検索すると、戸建てのほとんどが「暖炉あ
り」。裸火を楽しめる伝統的な暖炉があるかどうかは、家を購入す
る際の大きな決め手となるのです。また、日本のように家の側面な
どに煙突はつけず、暖炉や薪ストーブは家の中心部、つまり家族
が集まる広い空間のリビングに設置します。
ノルウェーでは、灯油やガスを暖房に使うことはあまり一般的で
なく、暖炉以外の暖房といえば電気ヒーターです。ノルウェーの
発電は9割以上が水力由来ですが、その需要が高まると電力価格
も上がるという仕組みで、冬季の電気料金はとても高額になりま
す。この点でも、暖炉や薪ストーブはノルウェーの家にとって欠か
せないものになっているのです。
また、日常的な暖炉の煙突掃除は最低１年に１度行うため、屋根
には煙突掃除用のはしごが常備されています。自分で煙突掃除を
するほか、最近は煙突掃除業者に頼むことも多くなっています。し
かし、小さな頃から暖炉や薪ストーブになじんできた人々は、簡単
なメンテナンスはほぼ自分たちで行います。おじいさんやひいお
じいさん、ひいひいおじいさんの代の年代物の暖炉や薪ストーブ
が今でも多く使われているのは、的確な手入れと使い方を熟知し
ているからなのです。
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ヨツールの薪ストーブ・暖炉は長く大切に使える鋳物製。
ノルウェーでひとつひとつハンドメイドされています。
創業から160 年を超える歴史の中で、
その製品は常に磨き上げたクラフトマンシップと、
北欧の厳しい寒さに立ち向かうための技術を融合させてきました。
ヨツールは、クオリティーの高い製品を求める
世界中のお客様に選ばれているブランドです。

ABOUT JØTUL
Timeless Norwegian Craft

“New Nordic”（新しい北欧）を世界に発信
しているオスロ出身Anderssen＆Vollの二人
と創業1853年のヨツール社の最新の技術が
融合したモデル、JØTUL F 305。ヨツール社
独自の鋳物の滑らかさを際立たせるフォル
ムや最新のクリーンバーンを搭載したゆった
りとした炎を眺められる大きなガラス扉は部
屋の中心的存在になるはずです。世界的な
デザインアワードreddot賞を受賞し、さら
に微粒子排出量1.5g/kgを実現した最新型
薪ストーブです。

JØTUL F 305
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JØTUL F 373 ADVANCE

世界的なデザインアワードreddot賞の最優
秀賞であるbest of the best賞を受賞した
JØTUL F 373の進化したモデル。自由にカ
スタマイズできるストーブをコンセプトに、
さまざまなオプションで変化が楽しめる。オ
プションのターンプレートは360度回転し、
薪ストーブの可能性を無限にしたモデル。

JØTUL F 400 ECO

フロント扉のガラス面が大きく、炎を存分に
堪能できるJØTUL F 400 ECO。ヴァイキ
ングなどをはじめ、海運国の歴史もあるノル
ウェー。本体のモチーフには、ノルウェーの
フィヨルドや船の様子、海図や羅針盤などの
レリーフが施され、海を感じるストーブとも
いわれている。

炎をデザインする
ビルトインの暖かさと迫力

壁に埋め込むインサート暖炉は、化
粧部分（暖炉周りの壁）を自由にアレ
ンジできることが魅力です。好みの
石やレンガなどで、炎がインテリアと
して家に溶け込むように、暖炉周り
をデザインします。すべてのモデル
にガラス扉がついて、そのフラットガ
ラスからはインサート暖炉の迫力の
炎を楽しめます。また、輻射熱と対流
熱、両方の暖かな炎を十分に堪能す
ることができます。歴史ある暖炉は、
化粧部材の種類も増えて魅力を増
し、その人気は今も健在です。

INSERT

JØTUL I 520

憧れの暖炉のある暮らし。これから長く使い続けることを考えると、
その存在はインテリアの核となる大切な要素です。
JØTUL I 520 はガラス面を1面から3面まで自由に選択し、部屋の設
計に合わせてデザインができます。バーンプレートはエナメル仕上げ
で、軽く優美な炎がゆらめきます。扉は基本的に右開きですが、オプ
ションで左開きも可能。シンプルなデザインと鋳物の安定感で、時代
のトレンドに左右されず、長くご愛用いただけるモデルです。

炎の色や形も楽しい。
それはまるで、モダンアート

ヨーロッパで主流のモダンライン。それは、椅子に座っ
た視線で、フロントガラスにゆらめく炎が眺められるか
らです。
縦型ストーブの素晴らしさは、薪が入る燃焼室から繰
り出される炎の美しさ。立ち昇る炎の先まで鑑賞でき、
次々に変わるアートのような燃焼は見あきることがあり
ません。“炎のインテリア”と呼ばれるモダンライン。室内
を暖かな、やすらぎのある空間に変えてしまいます。
一年を通して室内に置かれる薪ストーブは、機能性と共
に本体フォルムのデザイン性にもこだわりたいもの。モ
ダンラインの現代的なフォルムには、それぞれ個性的な
魅力があります。デザインにこだわる北欧の人々が愛す
るヨツールのモダンラインは、日本の住宅インテリアに
も新しい提案をしてくれる製品です。

MODERN
LINE

語り継ぎたいデザインと
歴史と技術が育てた温もり

変わらない人気のクラシックライン。どこか郷愁を誘
う伝統的な雰囲気は、日本の住宅にも似合うデザイ
ン。シンプルで使いやすい機能性も兼ね備えていま
す。ガラス扉からは、ヨーロッパの厳しい環境基準を
クリアしたクリーンバーン（自動二次燃焼システム）
によるオーロラの炎が堪能できます。クラシックライ
ンは、豊富な本体カラーや暖房面積の違う各種モデ
ルをラインアップ。置き場所や暖房能力にあわせて、
ストーブライフを楽しめます。

CLASSIC
LINE
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SCAN（スキャン）は、童話作家アンデルセン生誕の地として有名な、
デンマークのオーデンセに生まれた薪ストーブブランド。1978年の
創業以来、デザインと先進性、そして使いやすさにこだわった最高の
薪ストーブを追求してきました。暖房としての機能を求めるだけでな
く、美しい炎にこだわること、薪ストーブをデザイン性の高いインテリ
アとしてとらえることを目標にしてきました。先進のデンマークデザ
インとチャレンジ精神、細部へのこだわり。それが薪ストーブの信頼の
ブランド、スキャンです。

ABOUT SCAN Warming ideas

SCAN 85
Colorful Inspiration
ホワイト、ブラック。
選べるカラーで、インテリアに合わせたり、
アクセントをつけるのも、あなた次第。
ストーブの窓から、炎のアートを楽しもう。
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SCAN 83

円筒形のボディと大きなガラス扉から、素晴らしい炎が楽しめます。耐食性、耐
摩耗性を強化するアルマイト処理が施されたハンドルと、ガラス扉の縁取りが
黒のベーシックなSCAN 83-1、磨き上げられたアルミニウム仕上げのSCAN 
83-2の2種からお選びいただけます。

A MODULAR
CONCEPT

SCAN 1003

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。

※モジュール：組み立てボックス

SCAN 85

広い室内に熱が素早く伝わり、シンプルなデザインのフォルムから見られる
芸術的な炎と共に、薪ストーブの暖かさを感じることができます。世界的な
デザインアワードを受賞したデンマークデザインの代表的なモデルの一つ
です。

COLORFUL
INSPIRATION

SIMPLE DESIGN AND 
BEAUTIFUL DETAILS
炎のゆらめきとおだやかな暖かさ、
それを演出するシンプルなデザイン

デンマークの有名な工業デザイナー、Harrit & Sørensenによるデザイン。機能とデ
ザインを追求する2人ならではのシンプルなデザインが特長です。ディテールにもこ
だわっています。カーブしたガラス扉は炎を美しく見せるだけでなく、ゆっくりと自動
で閉まる機能性も併せ持っています。また、ハンドルは全体のデザインと調和する位
置で、熱くならないような場所を考えて設計しました。燃焼室内のベース（ボトムとグ
レート）は鋳物製で耐久性がアップ。オプションのターンプレートを取りつければ360
度回転し、部屋のどこからでも美しい炎を眺められます。

モジュラーコンセプト

薪ストーブという枠にとらわれない、スキャンの
テーマである「ヒーティング・ファニチャー」を形に
したモデルの誕生です。暖炉とモジュール※を合わ
せることができるため、インテリアに自然な調和が
生まれます。整った空間の中で、自由なスペースが
生まれ、さらに個性を活かした暮らしが実現できま
す。ラージモジュールとスモールモジュールの組み
合わせで、無限の可能性が広がります。

カラフルインスピレーション

コントラスト、ハーモニーを創造するSCAN 85。ホ
ワイト、ブラックの2色でインテリアに合わせたり、
アクセントをつけるのも自由です。滑らかな表面の
円筒形フォルムと大きなガラス扉からの炎の眺め
が美しいストーブで、燃焼室内のベースのボトムプ
レートとグレートは鋳物で、大きな出力にも対応。ハ
ンドルは埋め込み型で、軽く押すと飛び出す仕組み
で、スムーズにスライド扉を動かせます。SCAN85-
7、SCAN 85-3は燃焼室の位置が高く、かがむこと
なく薪を入れることができます。また、SCAN85-6、
SCAN 85-3はオプションのヒートストレージを搭
載すると蓄熱性が高まり、最後の薪を投入してから
最大12時間、暖かさが持続します。
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JØTUL 
PIPE SYSTEM
暖炉・薪ストーブと煙突は車とタイヤのような関係。車がタイヤをつけてはじめて走行
できるように、暖炉・薪ストーブに煙突を取り付けることで、燃焼ができる排気システ
ムが整います。「JØTUL PIPE SYSTEM」（ヨツールパイプシステム）は、ヨツール・ス
キャンの暖炉・薪ストーブの燃焼能力を最大限に発揮させるための排気システム。すべ
て、Made in JAPANで開発されました。

全溶接

オスカプラー

全溶接

アウター管 SUS304

メスカプラー

ポイント溶接

インナー管 SUS316

環帯部：
断熱材 スーパーウール

フリー

Made in JAPAN にこだわる理由

弊社では、英国から30年以上にわたり断熱二重煙突を輸
入してきました。暖炉・薪ストーブの歴史が古いヨーロッ
パでは、煙突の製造技術も発達しています。しかし、強い風
や雨量の多い日本の気候では、ヨーロッパ基準の製品は
問題も多く、さまざまな方面から改良を重ねてきました。
この経験を踏まえ、世界に誇る日本の技術を結集し、国産
ステンレスにこだわり、ヨツール製品のためのヨツール
パイプシステムとして、高品質なJPS-W（断熱二重煙突）、
JPS-S（シングル煙突）、関連部材を開発しました。

暖炉・薪ストーブの燃焼で「暖かい空気は
膨張し、軽くなり上昇する」のが、ドラフト

（上昇気流）です。燃焼した高温の排気が
上昇し、屋外に排出されるのはそのためで
す。効率的な燃焼には、煙突内部を暖かい
状態に保ち、よりよい上昇気流で燃焼を促
すことが重要です。それが、煤やタールの
付着の低減にもつながります。ヨツール・
スキャンの暖炉・薪ストーブには、クリー
ンバーン（自動二次燃焼システム）※を搭
載。この機能の最大の特徴は、焚きはじめ
から二次燃焼をし、微粒子排出量の低減を
可能に。このクリーンバーンの能力を引き
出し、高いドラフトを発揮できるヨツール
パイプシステムの主役は、高性能なJPS-W

（断熱二重煙突）です。

選ばれた素材

国内不燃認定を受けた断熱材のスーパーウールは、セラミックファイバーと同等の性能
を持ち、煙道火災と同じ1100℃にも耐えられます。従来のパウダータイプの断熱材とは
違い、均一に断熱効果を発揮します。また、世界的にも厳しい検査機関のある日本製の
ステンレスにこだわり、耐食性・耐酸性を実現するステンレススティールSUS316をイン
ナー管に採用しています。

日本独自の精密な板金加工など、高い技術が活かされたシング
ル煙突。80mmある接続部には段差がなく、ビスの固定なしでつ
なぎ目も目立たず、高い密閉性を誇る設計。また、このシングル煙
突も断熱二重煙突と同じなめらかな艶のある耐熱黒塗装品で、ヨ
ツール・スキャン本体からすべて色調の統一ができます。

JPS-W（断熱二重煙突）
暖炉・薪ストーブの性能を引き出す煙突

JPS-S（シングル煙突）
高い密閉性と段差のないデザイン

ヨツール・スキャン本体と煙突をつなぐ口元、煙突の荷重を支え
る支持部材、日本の気候に合った雨仕舞部材など。長年、日本市場
で暖炉・薪ストーブ、そして煙突部材を通して関わってきた経験、
知識などを結集させた部材をラインアップしています。

関連部材

排気温度を高温に
保つのでスムーズな

ドラフトを実現

※クリーンバーン（自動二次燃焼システム）：炉内で微粒子の90％までを燃やす。
ヨーロッパの厳しい環境基準値に裏打ちされた、環境にやさしい燃焼システム
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設計・施工例

各部材No. 部材
1 直管
2 直管 150L（メスツメ無） 
3 アジャスター 
4 リムーブアジャスター
5 30°Ｌ
6 掃除口付 90°L
7 90°Ｔ
8 SWアダプター 50L
9 SWアダプター 430L 

10 シングル管 スライド90°L 
11 口元 B 
12 ウォールバンドセット 
13 インナーウォールバンドセット
14 スマートウォールバンド Ｓ 
15 一点支持セット 
16 ポールステイ 
17 ルーフサポート

各部材No. 部材
18 アジャスタブル ルーフサポート 
19 JPトップ 
20 ラウンドトップ 
21 ウォールサポート 
22 JPスマートトップ 
23 JPスマートトップ用カラー 
24 角トップ 800角 
25 ストームカラ―フラット 
26 チムニーカバー 800角 
27 ストームカラ―H110 
28 フラッシング 3-5.5寸 
29 屋外用化粧プレート 
30 JPスマートトップ用防鳥網
31 室内用化粧プレート フラット 
32 室内用化粧プレート 勾配用 
33 メガネ石 Φ210 410角

購入から設置までのフロー

情報収集

まずは、どんなストーブライフにするかをイメージしましょう。
家の間取りや広さによっても、設置できる機種は変わります。また、主暖房か、補助的
な暖房かなど、用途によっても選ぶ基準が違ってきます。カタログ、HPや雑誌などから
の情報を集めるのもよいでしょう。できるだけ多くの情報を得て、自分の目で確かめて
から、総合的に判断することが大切です。

お近くのショールームに足を運んでみましょう。
遠慮せずに、わからないことはプロにどんどん質問しましょう。製品によって使い方や
メンテナンス方法などが異なりますので、よく確認してください。また、ショールームを
訪れる際には、あらかじめ設置場所の図面を持って行きましょう。見積りの際に必要に
なります。

暖炉・薪ストーブはメンテナンスが命です。
説明が十分でなかったり、割引率ばかりを強調するのは要注意。これからのメンテナンス
を含めて、永いお付き合いがはじまるのですから、信頼できるストーブ店を選びましょう。

いよいよ施工のはじまりです。
工事の日程が決まったら、ご近所へのご挨拶も済ませておきましょう。工事は、煙突工
事と室内の設置で、だいたい2回に分けて行われると考えていた方がいいでしょう。

慣らし焚きを忘れずに!
設置してから、2～3回は試運転での火入れを繰り返す、それが慣らし焚きです。使用
方法、メンテナンス方法なども、あわせてプロに聞いておくことが重要です（ヨツール・
オーナーズ・トレーニングを受けることをおすすめします）。

相談できる販売店とのお付き合い
火を扱う製品ですから、不具合など何かあれば、すぐ販売店に連絡して対応策を相談
してください。あらかじめ、フォローのしっかりしたお店を選ぶことも大切です。

定期的なメンテナンスは重要です。
煙突掃除や、本体チェックなど、次のシーズンに向けて早めに確認することをおすすめ
します。

ショールーム見学

見積り・契約

施工

完成

アフターフォロー

メンテナンス

吹き抜け
+

角トップ施工

2階建て貫通
+

チムニーカバー
施工

フラッシング施工

壁貫通
+

オフセット施工
壁貫通施工
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商品名

本体価格（税込価格）
商品コード
サイズ（特に指定がない場合 単位: cm）STOVE GOODS

TOOLS

ACCESSORIES,
MAINTENANCE,
CHIMNEY SWEEPING

HEAT PROTECTORS
LOG BASKETS

TRIPP TRAPP®

TROLLS

RUGS

AROMA,  
CANDLES,
OUTDOORS,
OTHERS

炎のある暮らしを楽しくする
ノルウェジアンスタイルのこだわりの道具

P22

P38

P34
P32

P26

P58

P48

P50

凡例
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気がつくと、外には雪がちらつきはじめた。どうりで寒いはずだ。ストーブの扉を開けて薪を入れたら、

ゆっくりと炎が動き出した。今年手に入れた、新しいポーカーで赤くなった薪を崩していく。

オーロラのようにゆらめく炎を見ている時間は、至福のとき。こうして、また冬の一日がはじまる。

ツリー

ツールをつり下げる支柱的役割。しっかりとした安定感がありながら、置き場
所を選ばないシンプルなフォルム。ツールの他に、グローブなども一緒にまと
めて保管できる

品名 本体価格（税込価格） コード サイズ
ポーカー 2,000円（2,200円） CX501 W7 H45
ブラシ 2,800円（3,080円） CX502 W15 H45
シャベル 2,800円（3,080円） CX503 W11 H45
火バサミ 2,800円（3,080円） CX504 W15 H45
スクレーパー 2,300円（2,530円） CX505 W12 H45
替えブラシ 1,000円（1,100円） CX506

替えブラシはグランデツール、ピッコロツールのブラシの
交換部品としても利用可能　[イタリア コメックス社]

ツールパーツ

扱いやすい45cmに揃えたツール。手持ちのツールに追加したり、暖炉の脇に
置いたり、ログボックスに入れたりと、自由に選択できる
[イタリア コメックス社]

スクエアツリー

7,000円（7,700円）　コード：CX588
W24 H51 D17
好みのツールをつり下げるのはもちろ
ん、ストーブに使用する他のアイテム
もまとめたくなるホルダー。しっかりと
したベース土台で安定感も十分
[イタリア コメックス社]

サークルツリー

7,000円（7,700円）　コード：CX587
W18 H50 D18
直径18cmのトレイに深さがあり、
ツールについた灰もしっかりキャッ
チ。必要なツールを必要なだけつり
下げられる
[イタリア コメックス社]

シャベル ブラシ

ポーカー

火バサミ

スクレーパー

オリジナルセットを楽しもう！カスタマイズ・ツール
“もっと楽しく、もっと機能的に”を追求して完成したツールは、イタリア
のコメックス社と弊社の共同開発で誕生しました。コメックス社は、
伝統的な真鍮アクセサリーを一点物で制作するのが得意。そのため
ライン生産とは違うハンドメイドの良さを感じることができます。

1  ツリーを選ぶ
お好きなツリーをお選びください。

2  ツールパーツを選ぶ
最初は必要最低限を選ぶといいでしょう。使用していく中で必要なツールが見つかるはずです。

TOOLS
瞳に映る暖かな炎の色。暖炉や薪ストーブのそばで遊ぶ子どもの頬も、バラ色に染
まる幸せな時間。その暖かさを楽しむために、こんな道具があったら素敵。
薪をくべたり灰を掃除したりと、いつも使うものだから機能性とデザインには凝り
たいもの。世界から集めてきたTOOLSをご紹介!

コメックス社（イタリア）
1974年創業。暖炉や薪ストーブのため
の真鍮アクセサリーを専門に制作する
会社としてスタートした。アルプスの麓
ブレシア地方は、古くから冶金技術が発
達しており、その影響で金属加工の企
業も多い。ここは芸術的な熟練職人が
集中しているエリアで、中でもコメック
ス社は優れた技術に定評があり、現在
でも1点物のアクセサリーのオーダーに
も対応できる数少ない会社の一つ。

サークルツリーセット

12,500円（13,750円）
コード：CX590
W18 H50 D18
モダンなフォルムのツールセット。灰
を受けるトレイもついて実用的。ク
ラシックからモダンまで、幅広いイン
テリアに合わせることができる。3点
セット
[イタリア コメックス社]

スクエアツリーセット

12,500円（13,750円）
コード：CX591
W24 H50 D17
省スペースデザインで、しっかりと
ツールからこぼれた灰をキャッチでき
るような設計。シンプルなデザインは、
どんなインテリアにもしっくりと馴染
む。3点セット
[イタリア コメックス社]

ツールの使い方

 シャベル 暖炉・ストーブに溜まった灰をかき出す。また、燃えている薪に
 灰を被せて長持ちさせることも可能。ブラシとセットで簡単な掃除も。

 ポーカー 火かき棒。燃えている薪を動かしたり、崩すのに適している。

 ブラシ ストーブ周りの灰や木くずを掃除する。
 また冷めた暖炉・薪ストーブの中の灰を集めるのにも使用。

 火バサミ 薪をはさんで、位置を変えたり、崩したり。熾きを整えるのにも役立つ。

 スクレーパー 灰の表面をならしたり、かき出すのに使用。熾きをならすことも可能。
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ツール選びのポイント

ツールも“炎のインテリア”の一部。ス
トーブ周りの印象を決定づけるアイテ
ムです。シンプルで現代的なデザイン
がよいのか、それとも味わいのあるク
ラシカルな雰囲気にするのか。それは、
室内のインテリアにあわせて考えると
選びやすいでしょう。
また、設置する暖炉・薪ストーブの本体
とのバランスも重要です。本体のサイ
ズにあわせて選択するとイメージしや
すくなります。たとえば、小型のJØTUL 
F 100などには、背丈の低いツールが
あわせやすいでしょう。実際に手に
取って、使いやすいかなど、機能を確認
することも大事です。

メイン暖房として薪をたくさん使う。でも、スペースはあまり広くない…

シンプルなお部屋で北欧の雰囲気を楽しみたい!

とにかく使い勝手を重視したツールを選びたい!

薪がたっぷり入るボックスを
選びましょう。薪は意外に重い
もの。キャスターがついている
と、楽に移動できます。そして
ツールは必要なパーツを選び、
ログボックスにそのまま入れ
てもOK!ツールパーツを必要なだけ オーバルログボックス or

ログボックス（P.26）

透明なガラスツールは、お部
屋の雰囲気に溶け込みます。
また、シンプルなので、どのス
トーブにもマッチします。さら
に、ログキャリーで北欧のシン
プルで暖かな雰囲気を演出し
ましょう。

ポーターガラスツール

ツールが短いので、動かしやす
く細かな作業にも適していま
す。日常の手入れであればブラ
シとシャベルで掃除するだけ
でも十分です。

ピッコロツール or スクエアツリーセット or サークルツリーセット

グランデツール

17,000円（18,700円）
コード：CX543
W21 H57 D21
コメックス社が日本市場向けに作ったオリジナル
製品。木の風合いとブラックのシンプルなデザイン
で、長く使用できるツール。ブラシ部分交換可能

［イタリア コメックス社］

ピッコロツール

13,000円（14,300円） 
コード：CX559
W21 H42 D21
使いやすさを追求した実用性No.1ツール。短い
ツールで機能的。どのインテリアにも合い、設置場
所を問わない。ブラシ部分交換可能

［イタリア コメックス社］

MC004ツールセット

8,000円（8,800円）
コード：MC004
W22 H64 D22
手軽なサイズで使い勝手を重視した3点セット
ツール。飽きのこないデザインが魅力

［台湾 MCI社］

1

2

1

2

シルバーツールホルダー

35,000円（38,500円）
コード：CX960
W15.5 H62 D15.5
ホルダーに4点のツールがすっきりと納まるタイ
プ。機能性を重視したシンプルモダンなセット

［イタリア コメックス社］

ポーターガラスツール

46,000円（50,600円）
コード：CX919
W25 H68 D15
機能性を重視した、きれいに納まるシンプルな
ツール。ガラスのため、圧迫感なく設置できる

［イタリア コメックス社］

フェルトログバッグ（P.26）

持ちやすい木の取っ手
はブナ材を使用。木製
のデザインが暖かさを
演出してくれる

1
メキシコの“Tampico”
地方のリュウゼツラン
の葉から採った繊維。
天然素材のため、燃え
てもいやなにおいがせ
ず、ブラシの先端から
徐々に磨耗していくた
めに長く使用できる。
ブラシ部分交換可能

2

ピッコロツール
と同じ！

ログキャリー（P.26）のツールと、
ピッコロツールのツールは同商品！

柄が短いので使い勝手は抜群！
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ログキャリーM／L

M：22,000円（24,200円） コード：CX111
 L：25,000円（27,500円）  コード：CX112
全　体：（M)W59 H50 D36、（L)W59 H50 D45
薪容量：（M)W52 H44 D36、（L)W52 H44 D45
薪をオブジェのように見せるログキャリー。下部の
キャスターで移動可能。ブラシとシャベルがセット
され、灰受け付き。

［イタリア コメックス社］

キャリーバッグ  レッド／ネイビー

4,000円（4,400円） 
コード：K788（レッド）、K789（ネイビー）
W50 H30 D25
丈夫な生地で350gと軽量。薪運びに最適なバッグ。中面
は防水性に優れたPVC。持ち手はレッドとネイビーの2色

フェルトログバッグ　レッド

14,000円（15,400円） コード：JH4211
W45 H35 D30
落ち着いたレッドが目を引く、厚手フェルト生地バ
スケット。ログバスケットだけでなく、新聞や雑誌
の収納などにも活躍（フェルト製）

［ノルウェー ヨツール社］

LOG BASKETS

オーバルログボックス

20,000円（22,000円） コード：CX554
W32 H40 D60
設置しやすいオーバル型で、薪をたくさんストック
できる。キャスターと取っ手もついているので、重
くなっても移動が簡単。（スティール製）

［イタリア コメックス社］

ログボックス

42,000円（46,200円） コード：CX604
W32 H42 D60
薪をたっぷり収納できる大型サイズ。楽に移動で
きるように便利なキャスターつき（スティール製）

［イタリア コメックス社］

ゆらゆらとした炎を見ながら、暖かな室内でくつろぎの時間を過ごす。その傍らに薪のス
トックが用意できていると、ゆとりを感じます。薪は電気や灯油などとは違い、使う人が
手間をかけることで、はじめて心地よい燃焼と暖かさをもたらすもの。それを室内にストック
して、すぐに投入できるようにスタンバイするのに使うのがログバスケット。薪を運ぶとき
にも役立ちます。ここでは、インテリアとしても楽しめるアイテムを紹介します。

ガラスログバスケット

21,000円（23,100円） コード：JH7127
W42 H40 D40
ガラスとステンレスを組み合わせた、オブジェのよう
なバスケット。薪をモダンなインテリアとして演出
[ノルウェー ヨツール社]

▲

一日に使用する薪が多い方は…
　・ログキャリー　・オーバルログボックス　・ログボックス　

▲

移動が簡単で軽いものは…
　・フェルトログバッグ

▲

薪を持ち運ぶときは…
　・キャリーバッグ　・帆布ログバッグ

ログバスケットは用途にあわせて、実用的なのはもちろん、素材や色などのデザイ
ンはインテリアにも合うものを選びましょう。
具体的にイメージしてみましょう。一日にどのくらい暖炉・薪ストーブを焚きます
か? どれくらいの薪の量を使いますか? ストックは? 薪の移動は? 室内の雰囲気
は? また、ログバスケットは薪の保管だけでなく、移動のための道具としても活躍
します。用途に応じて、使い勝手のいいものを選んでください。

ポケットには
着火剤や

ライターなどを
イン!

ログキャリーM ログキャリーL

薪長によって選べるサイズ
［お勧めの薪の長さ］
ログキャリーM：～35cm
ログキャリー L：～45cm
上記のサイズは薪がボックスに収まる長さです。

Mの
＋10cm

35cm 45cm

短いツールはピッコロツールと同商品
特に使用頻度の高いツールをチョイス！

ツールと薪置きが一体化省スペース設計

POINT 1

POINT 2

POINT 3

ヨツール、スキャンのロゴタグ付き

ポケット付きで細かなものを収納可能

そのまま暖炉・薪ストーブの側
に置いて薪置きとしても活躍

帆布ログバッグ

12,000円（13,200円） コード：K790
W50.5 H35 D30
自立型の日本製オリジナル薪バッグ。古くは帆船に使わ
れていたことから名づけられた丈夫な帆布を薪入れとし
てデザイン。撥水加工で汚れにくく、厚手の帆布のため形
が崩れず自立する。創業130年の歴史を持つ老舗の倉敷
帆布で、職人の手によるオリジナル薪バッグが完成

柔らかな
持ち手は

2種のカラー
バリエーション

1

1

2

2

1

2

ログバスケット選びのポイント

握りやすい
持ち手は

肩掛けでもOK
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使用方法

スマートスプリッター

22,000円（24,200円） コード：LG610
全長140cm　重量9.5kg
森林大国スウェーデンで人間工学に基づいて開
発、デザインされた薪割り機。北欧を中心に50万
台以上も販売されており、狙った位置に最大14ト
ンの破壊力でヒットさせ薪を割ることができる。約
9.5kgと手軽に持ち運びができて使用場所を選ば
ずに、肩や背中の負担も少ないので、女性やお年寄
りにも簡単に薪割りが楽しめる。薪割りを、家族の
イベントにしてみてはいかが？

※詳しい組み立て・使用方法
はWEBをご覧ください。

（動画での紹介もございます）
https://www.norwegianstyle.jp/
SHOP/LG610.html

1  土台（切り株等）に指定の穴をあける 2   スマートスプリッターを取り付ける 3  薪長40cm（最大55cm）の薪を割る
　 ことができる

焚き付け用の小割も容易に作れる

ログストア ラージ

49,000円（53,900円）  コード：WB020 
サイズ：W1930 H1950 D600
容量：2.4㎥

https://www.norwegianstyle.jp/SHOP/WB010.html

ログストアの組み立て方

❶ A ボトムパネルと B サイドパネルを付属のビスで固定する
❷ C バックパネルと B サイドパネルを付属のビスで固定する
❸ D 屋根を載せ、B サイドパネルを付属のビスで固定する
❹ ログストア スタンダードは、付属の棚を設置する

※ログストア ラージには棚は付属していませんが、一段取り付け可能。棚（約1900×
510（mm））はホームセンター等で購入してください。
購入の前に、実測することをおすすめします。

B

A ボトムパネル

C バックパネル
B サイドパネル

D 屋根

ログストア スタンダード

35,000円（38,500円）  コード：WB010 
サイズ：W1250 H1950 D600
容量：1.03㎥

木製パネル式のログストア（薪棚）。ボトムパネル、サイド
パネル、バックパネル、屋根のパーツを付属のビスで固定
すれば組み立てが完了。2人で所要時間約30分。あたたか
みのある木の棚は、どの家の外観にもしっくりと馴染む

※詳しい組み立て・使用方法はWEBをご覧ください。
（動画での紹介もございます）

サイズ（単位: mm）28 29表示価格はすべて税抜きの本体価格（税込価格）を併記しています。



トールフレイ

バルドルオーディン

ØYO
ノルウェーの唯一の斧メーカーØYO（オヨ）は、ノルウェーで1882年に創業しました。ノル
ウェーの首都オスロと第二の都市ベルゲンの中間に位置するGeilo（ヤイロ）という町で創
業者であるKnut Øyo （クヌート オヨ）が鍛冶場を設立し、ØYOの歴史は始まります。ヤイ
ロでは2000年前から斧の製造が行われており、伝統的な産業の一つでした。特に1909年
にベルゲン鉄道などの交通網の発達に伴い、ØYOも大きく成長しました。現在は斧だけで
なく、ナイフや包丁なども生産しており、創業者の遺志を継ぎ、現在は5代目がその技術を
守り続けています。徹底的な品質管理と持続可能な生産体制に注力しています。

トール

フレイ

バルドル

オーディン

ヴァイキング ヒュッテ

ヴォル ウッドカップ

フェルトバッグハイキングカトラリーセット

品名 本体価格 （税込価格） コード
斧頭（mm）

柄長 刃カバー
幅 刃渡り 重さ（g）

Odin　オーディン 20,000円（22,000円） OY006 205 70 3000 930 〇

Balder バルドル 18,000円（19,800円） OY005 200 90 2000 800 〇

Frey　 フレイ 15,000円（16,500円） OY004 180 95 1400 640 〇

Thor　トール 13,000円（14,300円） OY003 155 85 1000 525 〇

Vor　   ヴォル 14,000円（15,400円） OY007 170 95 1000 525 〇

Viking ヴァイキング 11,000円（12,100円） OY002 125 60 500 325 〇

Hytte　ヒュッテ 9,000円 （9,900円） OY001 130 70 500 340 〇

斧

替え柄

品名 本体価格（税込価格） コード 柄長（mm）
オーディン 5,500円（6,050円） OY106 930
バルドル 5,500円（6,050円） OY105 800
フレイ 4,500円（4,950円） OY104 640
トール/ヴォル 4,000円（4,400円） OY103 525

その他

品名 本体価格
（税込価格） コード

サイズ（mm）
W H D

シャープナー 5,000円
（5,500円） OY101 ｰ ｰ ｰ

ウッドカップ 3,000円
（3,300円） OY201 130 60 95

フェルトバッグ 6,000円
（6,600円） OY202 300 305 215

ハイキングカトラリーセット 3,000円
（3,300円） OY203 75 215 30

※替え柄はナチュラルカラーです

幅

刃
渡
り

柄
長

使うごとにツヤや色の変化を
楽しめるヌメ革仕様。
日本製

フェルト生地でやさしく刃を
保護。

着脱しやすい本革カバー。

斧はもちろん、包丁
やナイフにも使用
可能。ダイヤモンド
粒子が入った砥石
で摩耗した刃先を
研ぎ、滑らかに仕上
げる。20度の角度に
こだわり、誰でも簡
単に使用可能。シャープナー

刃カバー（付属）

ヒュッテヴァイキング

ヴォル
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RUGS
暖炉や薪ストーブの正面に陣取って、薪がはぜる音を聞いたり、
炎の色を心ゆくまで眺めていたい。ただ、気になるのが扉を開け
たときに飛び散る火の粉や、熱風。この難燃性の素材でできた小
ぶりのカーペットのラグがあれば、火の粉から床を保護し、薪か
ら落ちた木くずなどもしっかりサポートします。

ハースラグ

W90 H60
デンマーク、コペンハーゲンに本社があるリニエデザイン社。スカンジナビアの代表的な高級ハンドメイドラグ
を扱うブランド。長い冬を快適に過ごすためのインテリアが発達した北欧で、手織りの技術と素材に徹底的に
こだわり、長く使っていただける究極のモダンデザインラグをラインアップ。熟練した織工によって丁寧に手作
りされた逸品は、暖炉・薪ストーブ周りだけではなく、玄関やエントランスなどでも楽しめる。両面使用も可能

キャラバン グリーンキャラバン パステル

ラグの扱い方について

ラグは、暖炉・薪ストーブのフロント部分の床を保護する役目がメイン。
このラグを敷くことで、薪がはぜたときに出る火の粉から床を保護しま
す。また、薪を投入する際に木くずが落ちたり、灰がこぼれたりすることも
ありますが、そんなときもラグごと外で振り払えば、簡単に手入れができ
ます。また、生地に入り込んだ細かなゴミなどは、適度に掃除機をかけて
取り除いてください。
ときどき敷く向きを変えて使用することで寿命を長持ちさせることがで
きます。

品名 本体価格（税込価格） コード 素材 デザイン
ボローニャ レッド 15,000円（16,500円） LN001 ウール、リネン BODIL JERICHAU

ボローニャ ブラック 15,000円（16,500円） LN009 ウール、リネン BODIL JERICHAU

キャラバン パステル 15,000円（16,500円） LN003 ウール、リネン KIM NAVER

キャラバン グリーン 15,000円（16,500円） LN004 ウール、リネン KIM NAVER

ユニット ワイン 15,000円（16,500円） LN010 ウール、リネン、ポリエステル URD MOLL GUNDERMANN

ユニット グリーン 15,000円（16,500円） LN011 ウール、リネン、ポリエステル URD MOLL GUNDERMANN

アスコ ミックス 9,000円 （9,900円） LN012 ウール、コットン LINIE DESIGN TEAM

アスコ トープ 9,000円 （9,900円） LN013 ウール、コットン LINIE DESIGN TEAM

※ドライクリーニング、またはウール洗い（手洗い）の方法でのお洗濯をおすすめします

※ハンドメイドのためサイズや柄の位置が異なる場合がございます。

ボローニャ レッド ボローニャ ブラック

New! New!

ユニット ワイン ユニット グリーン

New! New!

アスコ ミックス アスコ トープ

New! New!
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十和田石仕上げ

HEAT
PROTECTORS

暖炉・薪ストーブは、部屋の中心的な存在。その周りをもっと印象的に、
インテリアとして楽しみたい。それには、ストーブの輻射熱から壁や床を
守るヒートプロテクターをデザインの一部として上手に活用したいも
の。ここでは、ガラスや石、ブリックなどから厳選しておすすめする部材
をご紹介。フロアプレートやウォールプレートとして、さまざまな素材を
自由にカスタマイズしてオリジナル空間をお楽しみください。
＊施工に関しては、販売店までご相談ください

芦野石

品名 本体価格
（税込価格） コード

サイズ（mm）
使用量（1㎡あたり）

W H 厚さ
トラディショナル・
ペイバー プラム

550円/個
(605円)/個 M3032 230 114 50 約38個/㎡

トラディショナル・
ペイバー オフホワイト

640円/個
(704円)/個 M3036 230 114 50 約38個/㎡

春風 480円/個
(528円)/個 M3222 215 102.5 65 積み：60個　敷き：46個

夏風 480円/個
(528円)/個 M3224N 215 102.5 65 積み：60個　敷き：46個

秋風 480円/個
(528円)/個 M3226 215 102.5 65 積み：60個　敷き：46個

冬風 480円/個
(528円)/個 M3228 215 102.5 65 積み：60個　敷き：46個

品名 本体価格
（税込価格） コード

サイズ（mm） 使用量
（1㎡
あたり）W H 厚さ

大谷石 中目 5,000円/枚
(5,500円)/枚 M4706 600 300 30 約6枚

十和田石 8,200円/枚
(9,020円)/枚 M4724 600 300 22 約6枚

芦野石 6,300円/枚
(6,930円)/枚 M4721 600 300 30 約6枚

品名 本体価格（税込価格） コード 種類
スタンダード
桜 50,000円 (55,000円) K667 磨き/バーナー
サビ 54,000円 (59,400円) K669 磨き/バーナー
グレー 54,000円 (59,400円) K671 磨き/バーナー
ロイヤルブラック 78,000円 (85,800円) K673 磨き/バーナー

品名 本体価格（税込価格） コード 種類
コーナー
桜 42,000円 (46,200円) K668 磨き/バーナー
サビ 45,000円 (49,500円) K670 磨き/バーナー
グレー 45,000円 (49,500円) K672 磨き/バーナー
ロイヤルブラック 70,000円 (77,000円) K674 磨き/バーナー

夏風

秋風 冬風

トラディショナル・ペイバー  プラム 春風

こちらの商品の詳細は弊社メイクランド

カタログを参考にしてください

トラディショナル・ペイバー  オフホワイト

十和田石大谷石　中目

大谷石

耐火性、耐震性のある日本の銘石。ゼオライト成分
が、シックハウス症候群の防止、消臭に効果あり 
全面：機械切り

十和田石

マイナスイオン放出機能が癒やし効果を発揮。
消臭効果もあり、周辺の臭いを軽減する
全面：機械切り

芦野石

耐久性、耐熱性に優れた準硬石。ゼオライト成分
が、シックハウス症候群の防止、消臭に効果あり
全面：機械切り

STONE

風シリーズ

国産レンガ。色調に変化のある人気のシリーズ

トラディショナル・ペイバー

国産の高品質レンガ。空間のあたたかみを演出

BRICK

＊受注発注品のため、納期に約1週間かかります
＊磨き・バーナー仕上げは同一価格です
＊重量物なので設置の際は取り扱いに十分ご注意ください
＊製品に油分が染み込むと取り除くことが困難になります
＊天然石のため多少色むらがあることがあります
＊製品の色や仕上げはサンプルで確認してください
　詳細は別途お問い合わせください
＊t＝20mm　重量：600角約19kg

ナチュラルストーングラニット

自然石の美しさを活かした炉台。色は４種、仕上げ
は２種からお選びください。輸送、組み立て、破損等
を考慮して4分割されています

桜

磨き バーナー

サビ

磨き バーナー

グレー

磨き バーナー

ロイヤルブラック

磨き バーナー

破線は分割線です。（600角）

コーナー

600

600

921

321

394

1200

スタンダード
1200

600

600

776
300

988

3534



ハースゲート

20,000円（22,000円） コード：黒 BD001、白 BD003
スモールパネル W330mm H710mm   2枚
ラージパネル W720mm H710mm   2枚
ドアパネル W720mm H710mm   1枚
付属品：壁固定部材セット・パネルバー
重量：13kg　材質：鉄（塗装）、樹脂  組立式
ヨーロッパ安全基準 EN1930:2011　デンマーク製

デンマークのセーフティーゲート専門ブランドのベビーダン社の製品。5枚のパネルで
構成されたフェンスは、子どもやペットを暖炉・薪ストーブの危険から守る。組み立て
後、自立させることもできるので、暖炉・薪ストーブからのガードだけでなく、キッチン、
玄関などへの侵入を防ぐフェンスとしても活躍。出入口になるゲートとパネルを自由
に組み合わせたり、オプションでパネルを増やしたり、設置場所や用途に合わせて自由
なレイアウトができる。サークル状にすることも可能。ゲートは片手で開閉できる二重
ロックシステム

＊暖炉・薪ストーブから75cm以上、裸火の場合は90cm以上離して設置してください。また、暖炉・薪ストー
ブの温度範囲は一定ではないため、設置位置はお使いのユニットにより異なります。目安位置としてご理解く
ださい＊ヨーロッパ安全基準EN1930：2011認証を取得しているため安心してお使いいただけます

追加パネル

追加パネルは１枚から何枚でも増設可能。必要なパネルを足して、自由なレイアウトができる

HEARTH 
GATE

ガラスフロアプレート

圧迫感がなく、シンプルな北欧スタイルにアレンジできるノルウェー製の
ガラスフロアプレート。

クリアガラス

＊スクエアとティアーの端25mmはスロープ形状です。本体の幅をご確認ください

コーナー

フロントサークルスクエア

ティアー

ネイル コーナー

スクエア ティアー

Cエッジ

スロープエッジ

クリアガラス ティアー

スクエア

品名 本体価格（税込価格） コード 重量 エッジ
クリアガラス コーナー 44,000円 (48,400円) JH5015 16kg Cエッジ
クリアガラス スクエア 33,000円 (36,300円) JH5253 12kg スロープエッジ
クリアガラス ティアー 49,000円 (53,900円) JH5255 15.2kg スロープエッジ

＊最大積載量は300kg（強化ガラス）
＊設置の際は下地仕上げのレベルをきれいにとってください
＊ノルウェー製

t=6mm

炎が美しく燃える暖炉や薪ストーブを囲む団欒は、楽しいひととき。大
切な子どもやペット、そして高齢者の方などにも配慮した、“炎の門番”
としての危険防止柵Hearth gate(ハースゲート)があると安心です。
このハースゲートは、北欧デンマークのベビーダン社の製品。1947年
の創業以来、ベビー用品に特化したさまざまな製品を企画し、世界中
に安心を送り出しています。

品名 コード 本体価格（税込価格） サイズ（mm）

スモールパネル
黒 BD201 

3,300円 (3,630円) W330 H710
白 BD206

ラージパネル
黒 BD202

4,300円 (4,730円) W720 H710 
白 BD207

ドアパネル
黒 BD203

7,400円 (8,140円) W720 H710
白 BD208

壁固定部材
黒 BD205

3,000円 (3,300円) −
白 BD209

ドアは正面でも側面でも組み合わせることができます

ハースゲート黒

ハースゲート白

脱着がしやすい設計の
壁固定部材セット（壁固定必要）

スティールフロアプレート

シンプルで重厚なフロアプレート。薪ストーブの素材、
デザインを問わず、さまざまなシーンでも合わせやすい。
床に固定する穴があり、しっかりと設置することが可能。
黒塗装済み。ボンデ鋼板

品名 本体価格（税込価格） コード サイズW
アジャスタブルウォールプレートM 37,400円 (41,140円) K607B 914
アジャスタブルウォールプレートL 45,000円 (49,500円) K608B 1200

アジャスタブルウォールプレート

高さが調整できる自立式のヒートシールド。壁に固定できる金具が付属。
ボンデ鋼板
プレートt＝1.6mm　レッグt＝3.2mm
壁固定金具：受足130mm（壁～プレート）、ボルト、ナット、ワッシャー
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品名 本体価格
（税込価格） コード 重量

スクエア 30,000円
(33,000円) SA043 18.9kg

フロントサークル 32,000円
(35,200円) SA021 12.5kg

ネイル 32,000円
(35,200円) SA025 17.0kg

コーナー 32,000円
(35,200円) SA051 17.0kg

ティアー 32,000円
(35,200円) SA057 14.4kg

t=1.5mm

サイズ（単位: mm）36 37表示価格はすべて税抜きの本体価格（税込価格）を併記しています。



ACCESSORI  ES
快適なストーブライフを過ごすには、便利なアイテムを揃えるのがおすすめ。それぞれに特徴
があり、暖炉・薪ストーブの使用だけでなく、アイデア次第でバーベキューなどアウトドアにも
活用できるものもあります。

ストーブファン

10,000円（11,000円） コード：DL001　W180 H189 D100 (mm)　重量：545g
ストーブのトップに置くだけでファンが回転。電気や電池を使用せず、ストーブの熱で
発電し、ファンが回り、効率的に暖気を室内に循環させます。
運転開始温度：50℃、最大運転温度：350℃、最適運転温度：80-250℃、運転開始
時間：28-50秒、風量（200-350℃）：200-360Feet/MIN、最大回転数（350℃）：
1350RPM　作動原理：ゼーベック効果

フリューファン

13,000円（14,300円） コード：DL002　W180 H190 D130 (mm)　重量：790g
シングル管に付属のバンドで固定。煙突の熱で発電しファンが回転。
取付可能直径：φ100～φ197mm、運転開始温度：100℃、最大運転温度：
400℃、最適運転温度：150-350℃、運転開始時間：1分以内、風量（200-400℃）：
170-350Feet/MIN、最大回転数（350℃）：1230RPM　作動原理：ゼーベック
効果

水分チェッカー

3,000円（3,300円） コード：DL100
W55 H135.6 D29.4 (mm)　重量：108g
木材や建材など、測定可能な材質が幅広いデジ
タル含水計。樹種によって4タイプに分けて測定
でき、さらにモルタルやレンガなども計測可能。
最大値、最小値表示もあり、より正確な含水率を
チェックすることが可能
誤差：±2％（ウッドタイプ１）、使用環境温度：
0-40℃、使用環境湿度；20-90＆RH、自動電源オ
フ：約10分、探針長：約9.8mm、バッテリー：単4電
池2本

ストーブ温度計

3,300円（3,630円） 
コード：ヨツール CD548、スキャン CD748
φ65 D10 (mm)
各温度帯が色分けされた温度計。
ストーブの適正温度は、200～320℃を目安に

ヨツールサーモメーター

13,500円（14,850円）
コード：K704　φ65 D20 (mm)
ロゴが印刷されたヨツールオリジナルの温度
計。温度を示す精度も高く、シルバーの文字盤
がガラスでカバーされているため、温度管理を
正確に行うことができる。精度±5度

［日本製］

適正温度：200～320℃

この温度を目安に
運転してください

過燃焼温度：320℃以上

レッドゾーンで
運転し続けるとトラブルの
原因になります

温度分布図
ストーブファンなし ストーブファンあり フリューファンあり

さまざまな
ストーブに適用

約50℃から
運転開始

自家発電 簡単設置

静音

シングル
煙突に適用

約100℃から
運転開始

自家発電 簡単設置

静音

使 用 例 を 見 る
ことができます
https://www.
norwegianstyle.jp/
SHOP/DL001.html

エコ着火材

1,200円（1,320円） コード：WB050　50個入り
人にも環境にもやさしい100％ナチュラルな着火材。
材料はバイオマス資源の木材とベジタブルオイルで、
化学薬品、添加物等は不使用。100％自然由来の素材
で無臭。WWF（世界自然保護基金）が推奨している
FSC（森林管理協議会）の認証を得ている木材を使用
しており、FSC製品を選ぶことは適切な森林管理を
行っている林業者を支援し、世界の森林保全に貢献
することにつながる
燃焼時間約8～12分

オーガニック着火材

500円（550円） コード：WB032　32個入り
100％天然素材を使用した着火材。再生可能な木材
と植物由来のベジタブルオイルのみで製造。化学薬
品などの有害なものは一切入っていないので、安心
して使える。必要数を割って使う。FSC製品
燃焼時間約8分

ファイヤースターター　着火剤

・1バレル 100個入り（写真）　2,000円（2,200円） 
コード：BC8888
・1バルク 500個入り　8,500円（9,350円）
コード：BC0500
ヨーロッパで広く使われている着火剤。袋のま
ま燃やす。透明な袋は炭素と水素でできたポリ
エステルとポリエチレンなので無害。ひと袋ず
つの個別包装のため、保管もしやすく散らかり
がちなストーブ周りもすっきり

FSC製品：WWF（世界自然保護基
金）が推奨しているFSC（森林管理
協議会）の認証を得ている木材を
使用。それは適切に管理された森
林であると保障された環境配慮型
の商品である証

バレル（100個入り） バルク（500個入り）

ヨツールグローブ

8,000円（8,800円）
コード：MJ400　L400mm
丈夫な革製で、腕全体をしっかり
カバー
革製

MCグローブ

4,000円（4,400円）
コード：MC001　L340mm
アウトドアでも使える、手軽なサイ
ズが魅力　
革製

フイゴ

9,000円（9,900円）
コード：MC005　L480mm
細い口から一カ所に風を当てることができるため、
灰が舞うことなくスムーズに着火できる。木片から
薪へ着火するときや、消えそうな熾き火の状態で薪
を追加したときに役立つ。また、バーベキューなどア
ウトドアにも活躍

3938 表示価格はすべて税抜きの本体価格（税込価格）を併記しています。



ガスケット

ストーブの扉、天板などの気密性を高める補修材。ガスケット
が細くなってきたら交換の時期。ストーブの機種、部位によっ
てサイズや長さを使い分ける

ヨツール ガスケット
メートル売り

品名 本体価格
（税込価格） コード

φ4.7×1M 500円
(550円) 5047-1

φ6.3×1M 700円
(770円) 5063-1

φ8.0×1M 900円
(990円) 5080-1

φ8.6×1M 1,000円
(1,100円) 5086-1

φ9.5×1M 1,100円
(1,210円) 5095-1

ボックス売り

品名 本体価格
（税込価格） コード

φ4.7×100M 30,000円
(33,000円) 51013860

φ6.3×50M 26,000円
(28,600円) 50027241

φ8.0×50M 37,000円
(40,700円) 50027214

φ8.6×50M 40,000円
(44,000円) 50027234

φ9.5×25M 22,000円
(24,200円) 51013861

ヒット剤（耐熱セメント）

ストーブのパネル同士の隙間を埋める。
耐熱温度は1000℃

品名 本体価格
（税込価格） コード

350g（チューブタイプ） 1,700円
(1,870円) JH1124

600g（ガンタイプ） 2,000円
(2,200円) JH1122

本体補修用ペイント

［ヨツール］　品名 本体価格
（税込価格） コード

ブラックペイント用スプレー（300ml） 2,500円
(2,750円) K773

ブルーブラックエナメル 2,200円
(2,420円) JH4146

アイボリーエナメル 2,800円
(3,080円) JH2790

ホワイトエナメル 8,000円
(8,800円) JH8356

ブラックペイント ハケ付（125ml） 3,800円
(4,180円) JH1350

［スキャン］　品名 本体価格
（税込価格） コード

ブラックペイント用スプレースチール用 3,500円
(3,850円) K774

ガスケットグルー

1,200円（1,320円）
コード：KK149　59ml
硬化させるために熱を必要としないグルー。耐熱温
度427℃。古いガスケットと接着剤をきれいに取り
除き、溝に沿ってグルーを薄く塗布。その上からガ
スケットをしっかりと押し込み10～15分乾かす

スレッドコンパウンド（超耐熱潤滑剤・焼付き防止剤）

3,000円（3,300円）
コード:K705　300ml

（エアゾールタイプ、使用温度範囲： -30～850℃）
銅粉を主成分とした微粉末金属粒子と、極圧剤によ
る耐熱潤滑剤。耐熱耐荷重の擦れによるカジリ（凝
着）や溶着を防ぎ、錆や腐食による取り付け部の固
着を防止する。また扉などの可動部に塗布すること
で、開閉をスムーズにして、焼付き防止にもなる

ガラスクリーナー（ムース状）

2,000円（2,200円）
コード: JK101　400ml
ムース状で、ガラスについたタールや煤を包み込
んで落とす。ガラス全体にスプレーし、15分放置し
た後に拭き取る。ヨツール純正品

ガラスクリーナー（泡タイプ）

2,000円（2,200円） 
コード:LT101　500ml
やさしい泡で頑固な汚れを落とす泡
タイプのガラスクリーナー。浴室用
クリーナーのようなふんわりとした
泡で汚れを包み込む。イタリア製

ストーブポリッシュ

2,500円（2,750円）
コード：KK059　170g
扱いやすいペースト状の水溶性ストーブポリッ
シュ。布やスポンジで塗布し、5～10分乾かした
後、磨いて仕上げる

暖炉・薪ストーブをいつも快適に使い続けるために、メンテナンスは欠かせない作業。
シーズンオフには、本体と煙突の点検も兼ねて必ず行いましょう。定期的に点検する
ことで、安全で安心に使えます。

使うたびに愛着がわくストーブ。冬の間、フル稼働

してくれた本体にストーブポリッシュを塗り込む。横

で「お肌のお手入れと同じね」と妻が笑う。メンテナ

ンスで手間をかけると、より一層親しみがわく。“来

シーズンもよろしく”と、そっと心の中でつぶやいた。

1. 本体の燃焼調整レバーとクイックベント（焚き付け用レバー）を全開にしてくだ
さい（クイックベントの位置や有無は機種別取扱説明書をご覧ください）。

2. 炉内の両サイドに、中くらいの薪を2本置きます。
3. その上に、着火用の薪（直径：2～5cm）を8本程度交差させて置きます。
4. さらに、その上に中くらいの薪を1～2本置きます。
5. 最後に2～3個の着火剤や小枝を一番上の薪の下に差し込み、着火します。
6. 薪に火がつき、勢いよく燃えてきたらクイックベントを閉じてください。
7. クリーンバーンがはじまっているかを確認します。二次燃焼用の空気が吹き出

す口の前面の炎が、黄色になっているのがわかるはずです。

クイックベント燃焼調整レバー

ヨツールの着火方法：トップダウン式

一般的には、細い着火用の小枝などを組み、下から
着火しますが、ヨツール社では組み上げた薪の上
の方から火をつけるトップダウン式の着火をおす
すめしています。この方式は、クリーンバーン（二次
燃焼システム）のヨツールならではの機能を活か
したもの。ドラフトを促進し、熾きの状態を早く作
ることができ、無駄な排ガスも少なくて済みます。

【 燃焼時の注意点 】
一度に大量の薪を投入すると、急激に必要以上の高温となり、本体や煙突に影響
をおよぼします。薪の追加は、適度な量にしましょう（機種別に1時間当たりの目
安となる薪量が設定されています。詳細はヨツールカタログ、スキャンカタログ
をご覧ください）。
薪を長持ちさせるために、空気を絞って燃焼させる方法はおすすめしません。ノル
ウェー語で「ピーネフィーリング（傷めつける燃やし方）」といって、言わば「首が絞め
つけられて、息がやっとできるような状態」とたとえられます。この状態では、燃焼効率
も悪く、薪のエネルギーを最大限に熱に換えられず、しかも大気汚染につながります。
適切な空気の量で燃焼してください。目安は「目に見えない煙が出ている状態」です。

MAINTENA NCE

使用例を見る
ことができます
https://www.
norwegianstyle.jp/
SHOP/LT101.html
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CHIMNEY SWE   EPING

クレオソートクリーンパウダー　

4,000円（4,400円） コード:JH1155
1箱10袋入り
ガスを発生させ、煤やタールを中和し、
少しずつ取り除く。また、定期的に使用す
ることにより、煙道内をコーティングし、
新しい煤やタールを付着しにくくする

［使用方法］
1. このクリーナーをはじめて使用する場合、
    燃焼温度が安定したときに2～3袋入れて燃やす
2.2回目、3回目、4回目と3回連続で着火の際に
　1袋（汚れが激しいときは2袋）入れて燃やす
3.その後は、年に数回1～2袋を着火時に入れて燃やす
＊年1回の煙突掃除は必ず行ってください

スティールブラシ・バー

2,000円（2,200円） コード:K710
スティール製の煙突掃除ブラシとバー。硬
くこびりついた煤やタールもしっかりと落
とす。あわせてクレオソートクリーンパウ
ダーを使うと、より効果がある

スターターセット ナイロンブラシ+イージーロッド スターターセット スティールブラシ+イージーロッド

クレオソートは可燃物質。引
火した場合に「煙道火災」が
発生する危険性も増す。煙突
の根元から発火して上昇し、
最後に煙突トップから炎が上
がるので、十分な注意が必要

Attention!

快適なストーブライフに、煙突掃除は欠かせない作業。次のシーズンへの準備はもちろん、シーズン中の
薪の状態や、不完全燃焼の履歴など、使用状態もチェックできるチャンス。この手入れが、暖かで快適な
炎との暮らしを約束してくれます。一年に最低一回は、点検も兼ねて煙突掃除を行いましょう。

煙突掃除で健康診断!

Q１:  煙突内部の様子はどうですか?
掃除の時期は、シーズンが終わった直後の春が理

想。シーズンオフの間に、煙突の中に鳥の巣が入って
いる場合などもあるとか。早めに本体を含めたメンテ
ナンスをすることで、次のシーズンにゆとりができま
す。シーズン直前にも一度点検をすることがおすすめ
です。

Q２:  煤やクレオソートの状態はどうですか?
量もあまりなく、

　サラサラの煤が落ちてきた。………
十分な乾燥の薪を焚き、必要な空気を供給できてい
るとサラサラの煤になります。それは理想の燃料の状
態と焚き方ができている証拠。ストーブマスターレベ
ルです! 

ゴツゴツと大量に出てきた。………
薪の乾燥が足りずに、必要以上に空気を絞りすぎる
と、煤やクレオソートが煙突にこびりついて大量に出
てきます。この状態は、燃料や焚き方に問題がある兆
候。ぜひ、一度販売店にご相談ください。

合格!

不合格!

セット内容：イージーロッド5本、ナイロンブラシ、
イージーロッド用アダプターをセット

セット内容：イージーロッド5本、スティールブラシ、
イージーロッド用アダプター、スティールブラシ用アダプターをセット

品名 本体価格（税込価格） コード
ナイロンブラシφ150+イージーロッド 16,300円 (17,930円) M001
ナイロンブラシφ200+イージーロッド 17,200円 (18,920円) M002

品名 本体価格（税込価格） コード
スティールブラシφ125+イージーロッド 16,900円 (18,590円) M011
スティールブラシφ150+イージーロッド 17,500円 (19,250円) M012
スティールブラシφ175+イージーロッド 18,200円 (20,020円) M013
スティールブラシφ200+イージーロッド 19,300円 (21,230円) M014

スプリングコイル

6,000円（6,600円） コード:LT004
L:240mm
イージーロッドを、より曲がりやすくするコ
イル。90度の曲がりでも対応し、曲がりの多
い箇所でもスムーズな掃除を可能にする

プッシュロック式の簡単着脱

イージーロッド用アダプター

ナイロンブラシ

イージーロッド用アダプター
スティールブラシ用アダプター

スティールブラシ

ナイロンブラシの接続

ナイロンブラシ

スプリングコイル

イージーロッド用アダプター

イージーロッド

スティールブラシの接続

イージーロッド用アダプター

イージーロッド

スティールブラシ

スティールブラシ用アダプター

スプリングコイル

イージーロッド
イージーロッド

使 用 例 を 見 る
ことができます
https://www.
norwegianstyle.jp/
SHOP/GE001.html

掃除ブラシバー
イージーロッド　920mm

2,500円（2,750円） コード：GE001
握りやすく、力が入りやすい直径約2cmの
煙突掃除ロッド。ネジ式ではなく、プッシュ
ロック式の簡単着脱
接続：ナイロンブラシ（イージーロッド用アダプターが
必要）、スティールブラシ（スティールブラシ用アダプ
ターとナイロンブラシ用アダプターが必要）

スティールブラシ用アダプター

1,200円（1,320円） コード：K711
スティールブラシとイージーロッドをつなぐアダプター

スティールブラシ
硬くこびりついた煤やタールもしっかりと落とす

品名 本体価格（税込価格） コード
スティールブラシφ125 3,200円 (3,520円) K706
スティールブラシφ150 3,800円 (4,180円) K707
スティールブラシφ175 4,500円 (4,950円) K708
スティールブラシφ200 5,600円 (6,160円) K709

品名 本体価格（税込価格） コード
ナイロンブラシφ150 3,800円 (4,180円) LT271
ナイロンブラシφ200 4,700円 (5,170円) LT273

ナイロンブラシ

柔軟性のあるナイロン素材で、ステンレス
製煙突の表面を傷つけにくいブラシ

イージーロッド用アダプター

1,500円（1,650円） コード：K778
ナイロンブラシやスプリングコイルとイージーロッドを
つなぐアダプター

お得な
セットを
ご用意！

お得な
セットを
ご用意！

サイズ（単位: mm）42 43表示価格はすべて税抜きの本体価格（税込価格）を併記しています。



薪を燃焼させると、煙突内部に煤やタールが付着します。大量の
煤やタールが付着したまま使用すると、スムーズな排気ではな
かったり、煙道火災を引き起こしたりと、トラブルの元となりま
す。また、煙突掃除から出る煤やタールで使い方や薪の乾燥が正
しかったのかがわかります。快適なストーブライフを過ごせるよ
うに、ご自分でチェックしてみましょう。

【こんなところに気をつけて】
□煙突の内径と同じサイズの掃除用ブラシを選びましょう。

□煙突の配管をチェックして、煙突が曲がっている場合はスプリン
グコイルをブラシに取り付けるとスムーズに掃除ができます。

□煙突掃除後は、小鳥、枯れ葉などが入らないように、カバーなど
の覆いをするとよいでしょう。その場合、シーズン前には取り外
すことを忘れずに。

【ここもチェック!】
□掃除で落とした、煤の状態をチェックしてください。

サラサラの煤……GOOD!
乾燥したよい薪を使い、十分な空気が入っている証拠です。また、適正な温
度で燃焼できています。
大きな塊の煤や粘着質のタール……BAD!
乾燥が不十分な薪を燃やした可能性があります。また、空気調整レバーを絞
りすぎて空気の供給が足りない不完全燃焼も考えられます。その煤をビンな
どに保存しておき、来シーズンの煙突掃除で出る煤と比べると改善できたか
がわかります。

補修や部品の交換が必要になることもありますので、早めにメン
テナンスをして、次のシーズンに備えましょう。

□炉内の灰をすべて取り除きましょう。
バーンプレートやバッフルプレート、ブリックなど、燃焼室内部に付着した煤
やタール、灰をブラシなどで取り除きます。灰は最高の断熱材。灰が燃焼室
を断熱し、本体表面に熱を伝えにくくします。取り除いた灰は、次の着火のた
めに残しておきましょう（灰がある状態で着火することで、火がつきやすく、
本体も傷みにくくなります）。

□損傷した部品は早めに注文・交換を。
炉内をきれいにしたら、バーンプレートやバッフル
プレート、ブリックやボトムプレートなど、ヒビや割
れがないか確認してください。

□扉の開閉の状態なども確認してください。
扉のガラスを磨きながら、開閉をチェックしましょう。ハンドルや空気調整レ
バー、クイックベントなども動かしてみましょう。固かったり、動きが鈍い場合
は、メンテナンスの合図です。潤滑剤を適量注入して、数回動かしてなじませ
てください。

□炉内の気密性を確かめましょう。
本体と扉の気密を保つのがガスケットです。扉の周りにあるロープ状のもの
で、これが経年変化で劣化してきます。劣化すると、隙間から空気が流入し続
け、空気調整レバーが作動しません。扉に紙を挟んでみて抜けなければOK!
また、ライターや線香などを近づけて空気が炉内に入っていかなければ気
密性は保たれています。もし、炉内への空気の流れがあるようでしたら、ガス
ケットの交換時期です。

□本体の塗装の状態はどうですか?
ブラックペイントの場合
数年の使用で色が変わってきます。傷や錆を見つけた場合は、素材にあわせ
て塗料や補修材でメンテナンスしておきましょう。塗り替える前にブラシをか
けて錆やホコリなどをきれいに払ってください。

ブルーブラックエナメル、アイボリーエナメルの場合
エナメル製品（BBEやIVEなど）の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
水や石鹸は決して使用しないでください。

>> P.40

>> P.42, 43

>> P.40

>> P.40, 41

暖炉・薪ストーブを最良の状態で使用し続けるために、メンテナンスは欠かせない作業です。
煙突掃除、本体補修など、ちょっと大変? と思っている方もぜひトライしてみてください。
年間を通してのメンテナンスカレンダーをもとに、チェックリストを確認していきましょう。

暖炉・
薪ストーブ

春 夏 秋 冬

煙突

メンテナンスカレンダー

薪ストーブメンテナンス

掃除は少なくとも年に１回は行いましょう。

煙突掃除

煙突掃除とセットで本体も掃除を!

ブルーブラックエナメル
アイボリーエナメル

スレッド
コンパウンド

ヒット剤

ガスケットグルーガラスクリーナー ガスケット

ブラックペイント
用スプレー

ブラックペイント
ハケ付

ストーブ
ポリッシュ

ナイロンブラシ
スプリングコイル
イージーロッド
スティールブラシ用アダプター
スティールブラシ・バー
クレオソートクリーンパウダー

メンテナンス

掃除

最終確認

最終確認

使用開始

使用開始

薪について

薪にする木の伐採は、冬の終わりから春のはじめに行うのがベスト。そこから玉切りと呼ぶ円筒形に切り揃え、薪割
りをして乾燥させましょう。ストーブの各機種には「薪長○cm」と記載されていますが、それよりも短いおよそ30～
40cmの薪長にすることをおすすめします。短い薪の方が乾燥しやすく、燃料として理想的な状態になるからです。
薪は割ることで空気にふれる面積が多くなり、乾燥が速くなります。切ったばかりの薪は含水率約50%です。この水分
を飛ばし、よく乾燥するような風通しがよい場所に積んでおきましょう。1～2年の乾燥が目安（含水率17%以下が理
想の薪）です。

○乾燥が十分な薪とは?
・薪と薪をぶつけたときの「カーン」という乾いた音はOK
・丸太状態の薪の切り口の表面に放射状のヒビが入って入れば乾燥はOK
・室内でビニール袋に薪をしばらく入れ、水滴が袋につくのはNG

○ヨツールがすすめる薪
“質のよい薪”とは、含水率17%以下の薪。“質のよい薪”1kgのエネルギーは約3.9kW/hですが、含水率60%の薪は
1.5kW/hと低くなります。そのため乾燥が不十分な薪を燃やしても、暖房能力が低く室内が暖まりません。十分に乾
燥していることが、最も重要なポイントになります。また、同じ容量でも、針葉樹は広葉樹よりも燃焼エネルギーが低
く、多くの量が必要になります。それぞれの特性を理解して使い分けましょう。

○薪の入手について
薪の入手方法はさまざまです。薪は運送コストがかかるため、できるだけ近所で入手することがおすすめ。まずは販売
施工店へご相談ください。地元ならではの情報が得られます。割ってある薪はその分だけ価格が高くなります。また、
乾燥が不十分な場合もあるのでご注意を。
暖炉・薪ストーブを存分に楽しみたい! という方は、やはり丸太を入手し、自分で薪作りからはじめることをおすすめ
します。入手先としては、森林組合や製材所、林業関係や造園業者、果樹園など木に関連する業者を探し、そこからの
情報をもとに条件を絞り込んでいくとよいでしょう。
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ノルウェーのワークライフバランス

一般的に、ノルウェーの人々の勤務時間は朝8時から夕方4時まで。
基本的に残業は少なく、4時前後には仕事を切り上げて子どもたち
を迎えにいきます。子どもたちと家に帰ったら、夕食は少し早い夕
方5時頃。すぐに食べられる焼いた魚か肉に温野菜のつけ合わせな
どの夕食です。その後、子どもたちは友だちと遊んだり、スポーツク
ラブの練習に出かけます。夜7時頃、戻ってきた子どもたちがヨーグ
ルトとパンなどの軽い夜食を食べてベッドに入ると、大人の時間が
やってきます。
ノルウェーでは、フレックスタイム制や、自宅勤務を許可している企
業も多く、自宅のコンピュータからログインすれば、オフィスと同じ
作業環境にアクセスできる仕組みが提供されています。これで、オ
フィスで残業せずに、子どもたちが寝静まった夜、自宅で残りの仕事
を片づけることもできるというわけです。
北欧には専業主婦はいないといわれます。ノルウェーでは女性が一
人でも自立できる制度もあるためか、最近は事実婚を選ぶカップル
も多いようです。
ところで、ノルウェーは世界で初めて男性に育児休暇制度を制定し
た国。その影響もあるのか、平日に子どもと一緒にいる父親を非常に
多く見かけます。育児休暇を取得中の男性は、当然ほぼ一日中子ど
もと一緒に時間を過ごします。それ以外の父親も帰宅時間が早いの
で、帰宅後に子どもと一緒に外出したり、遊んだりする時間がたっぷ
り。おむつ替えからしつけまで、育児について男女が同等に役割をこ
なすという点も、ノルウェーの男女参画社会※は成熟しているといえ
ます。
※女性の社会進出を推進する上で雇用の際に性別を採用条件とすることは禁止されており、上
場企業の取締役会では男女がそれぞれ40％以上を占めなければならないと定められています

©CH - Visitnorway.com
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ストームグレーウォームレッド ソフトミントTRIPP TRAPP®

Be together.
Grow together.TM

足が床につかず、座っている姿勢を変えたくても変えられなかったら、どうしますか。椅子を低くしてしまうと、今度
はテーブルに手が届かなくなってしまいます。ではどうしたらよいでしょうか。床を足が届く高さに上げてみてはい
かがでしょうか? それがトリップ トラップです。子どもの足を支える安定した足のせ板がついていて、腕がテーブル
の高さになり、正しい高さで快適に安全に座れます。背もたれが遠すぎて上半身が支えられないという問題も、椅子
の奥行きを調節できるユニークなトリップ トラップなら解決できます。だから子どもの体の大きさにかかわらず、足
と背中をいつも完璧にサポートできるのです。子どもと共に成長する椅子は、いつも快適で自然な姿勢で座れるよ
うに体にあわせられる椅子です。

Tripp Trapp® Newborn SetTM

（トリップ トラップ ニューボーンセット）

9,900円（10,890円）
W36 H57（座面） D47.5
このセットを使うと、赤ちゃんをテーブルに集う家族のそばへ連れてくる
ことができるので、家族との貴重な時間を共有し、強い絆を築くことがで
きます。また、赤ちゃんの食事の世話がしやすく、赤ちゃんの消化にもよい
快適な角度です。人間工学に基づいたサポートで快適に休めます

Tripp Trapp® Baby SetTM

（トリップ トラップ ベビーセット）

8,000円（8,800円）
背もたれとガードのセット。ガードは1つの穴に片
足しか入らないデザインで安心して使用できま
す。子どもが一人座りできるようになる頃（6～9
カ月頃）から3歳頃まで使用できます。家族が集う
テーブルに参加することで、家族の動作や会話を
真似ながら、社会性を身につけていきます

Tripp Trapp®（トリップ トラップ チェア）

29,000円（31,900円）
W46 D49 H78　6.4kg（本体のみ）
ビーチ（ブナ）材

「姿勢を変えたら楽になるのは、
それが体にとってベストな姿勢だからだ」

スカンジナビアン・デザイン・ムーブメント
の初期のメンバーでもあるピーター・オプ
スヴィックは、しばしばこの言葉を口にして
います。トリップ トラップには、ムーブメン
トを推進するこの哲学が息づいています。

ノルウェーの代表的なチェア、トリップ トラップは家族と一緒に成長し
ていく椅子。さまざまな家庭のテーブルに合うようにデザインされた、
画期的なベビーチェアです。赤ちゃんも家族と同じテーブルについて、
学び、成長していくことができます。体にぴったり合うようにデザイン
されたトリップ トラップなら、子どもは安心して、自由に動き、遊び、自立
していくことができるのです。

自由に奥行きを調節
できる座板と足のせ板
使う人の体の大きさにかかわ
らず、いつもぴったりと背中を
支え、正しい姿勢で座れる

丈夫な構造
椅子が安全で安定する
条件を満たした構造

高さを調節できる
座板と足のせ板
子どもの成長にあわせ
て、自然な姿勢と動き
をサポートするよう板
の高さを簡単に調節で
きる

平均的なテーブルの高さ

耐久性
ビーチ（ブナ）材を使用。丈夫
で耐久性があるので、長く使
用できる

お子さまとともに成長する椅子TM

トリップトラップクッション

6,750円（7,425円）～
ふわふわで心地よいトリップトラップ専用クッ
ション。ベビーセットにも取り付けができ、洗濯も
可能。北欧デザインがかわいいクッションです。詳
細は専用カタログをご覧ください

Tripp Trapp® Newborn SetTM Tripp Trapp® Baby SetTM

新生児から6カ月 6カ月から3歳頃 子どもから大人まで

モスグリーン ヘイジーグレーセレーヌ
ピンク

ブラック ウォールナット
ブラウン

ホワイトナチュラル ホワイト
ウォッシュ

48 49表示価格はすべて税抜きの本体価格（税込価格）を併記しています。



●薪ストーブの上から香りを室内に広げよう

アロマストーンを薪ストーブのトッププレートに置
き、お好みのエッセンシャルオイルを3滴ほど垂ら
す。熱の効果で拡散作用が増し、香りが広がります。
＊ストーンのみでご使用ください

AROMA
炎のある空間でアロマが薫る暮らしをはじめよう

ここでは、薪ストーブなどの余熱を使ったアロマを楽しむ方法
をご紹介します。素敵な香りは、その場の雰囲気を特別なもの
にしてくれます。香りは五感の中でも人の“感性”や“本能”に働
きかける作用が最もあると言われ、薪ストーブの暖かさでさら
に特別な香りの空間となるはずです。

エッセンシャルオイルは、1種類ではなく、場所やシーンによって複数組み合わせたいもの。そこで、アット
アロマ社のアロマ空間デザイナーが、数あるエッセンシャルオイルの中からおすすめするオイルをセレク
トしました。音楽やアートのように、あなたの感性と自然に調和する香りを気軽に、そしてより豊かなライ
フスタイルとして香り文化を取り入れてはいかがでしょうか。

ベーシックシリーズ（3本セット）

4,600円（5,060円）　コード：HAA18　容量：各10ml
植物本来が持つ素材の力や香りを大切にした、100％ピュアでシンプルなブレ
ンドオイル。幅広い方向けの3本セットで、プレゼントにもおすすめ
■オレンジグレープフルーツ
1,500円（1,650円）　コード: HAA15
フレッシュでかすかな甘さが漂う、誰からも好かれる香り。明るく元気なイメージ
原料:オレンジ、グレープフルーツ、ベルガモット
■ユーカリラベンダー
1,600円（1,760円）　コード: HAA16
心身を落ち着かせる、爽やかな香り。風邪などの空気環境が気になる季節におすすめ
原料:ユーカリ、ラベンダー、ロサリナ
■パインヒノキ
1,500円（1,650円）　コード: HAA17
森林を静かに満たすような、凛とした空気に包まれる香り
原料:パイン、ヒノキ、ユーカリ

リラックスシリーズ（3本セット）

5,000円（5,500円）　コード：HAA28　容量：各10ml
日常の忙しさを離れて、穏やかでゆっくりとした時間を過ごしたい。「リラック
ス」をテーマに、異なる3種の香りをセレクト
■コンフォートリラックス
1,600円（1,760円）　コード: HAA25
上質なファブリックに身をゆだねるような至福に包まれる香り
原料:ローズアブソリュート、ラベンダー、ゼラニウム、ロサリナetc. 
■スリープ
1,600円（1,760円）　コード: HAA37
ラベンダーハーブのクールダウン効果でストレスのない眠りを導く香り
原料:ラベンダー、スパイクラベンダー、マジョラム、シダーウッドetc
■ピースフルスマイル
1,800円（1,980円）　コード：HAA45
ナチュラルな気品をそなえた、シトラスとハーブによる穏やかな香り
原料:グレープフルーツ、ローマンカモミール、ベルガモット、サイプレスetc.

クリーンエアーシリーズ（3本セット）

4,500円（4,950円）　コード：HAA50　容量：各10ml
空気をクリーンに整える香りの機能に着目したシリーズ。
すっきりとした香りが清潔な空気環境を作り出す
■クリーンラベンダー
1,500円（1,650円）　コード: HAA26
爽快感の中にフローラルのやさしさがある香り
原料:ユーカリグロブルス、スパイクラベンダー、ニアウリ
■クリーンフォレスト
1,500円（1,650円）　コード: HAA36
凛とした気分になる森林の空気のような香り
原料:ユーカリグロブルス、パイン、ヒノキ
■クリーンミント
1,500円（1,650円）　コード: HAA49
スッとするミントの甘さが印象的な香り
原料：ユーカリグロブルス、ローズマリー、ティートリー、スペアミント

クリーンエアーって何？

天然100％のエッセンシャルオイルはさまざまな効果効力が期待できま
す。中でもユーカリやティートリーを中心にブレンドしたクリーンエアー
シリーズは、空気中の浮遊菌・ウイルスに対する抑制効果を持つことが
試験で明らかになりました。花粉の季節のケアや空気がこもりがちな空
間におすすめです。
＊すべての菌やウイルスに効果があることを保証するものではありません。
＊菌やウイルスを抑制する効果はありますが、感染の予防を保証するものではありません。

アロマストーン ディフューザー トコナメ

2,300円（2,530円）　コード：HAA04
W90 H20 D80 (mm)　重量：122g
常滑焼の質感を生かした静かな佇まいのディ
フューザー。洗練されたフォルムや色合いが特長
で、アロマオイルを数滴たらすと、マットな質感の
表面から自然に香りが広がります。プロダクトデザ
イナーの柴田文江氏デザイン
使用方法：火や電気を使わず、オイルを垂らすだけ
で手軽に香りを楽しめるディフューザーです。お好
みのエッセンシャルオイルを3～5滴、直接ストー
ンに垂らして、香りをお楽しみください
＊アロマオイルはついていません

アロマディフューザー コウ

3,000円（3,300円）　コード：HAA05
W65 H65 D65 (mm)　重量：94g
セット内容：ディフューザー本体（オイルパッド1枚
装着済み）、取換え用オイルパッド1枚、USBケーブ
ル1個
シンプルな操作で、寝室、玄関、デスクまわりなど
の身近な小空間を香りで満たす。音の静かなファン
ディフューザー。電池と電源ケーブルを使い分けら
れるので、場所を選ばず、持ち運びもしやすい。
＊アロマオイルはついていません

交換用オイルパッド　400円（440円）6枚入り
香りの種類を変える場合やオイルパッドが硬くなっ
たりした場合、オイルパッドを交換してください。

アロマストーンミニ缶入り（2枚セット）

950円（1,045円）　コード：HAA03
W43 H8 D43 (mm)　重量：16g
セット内容：アロマストーンミニ２枚、缶ケース
手のひらにすっぽり収まるミニサイズの携帯用
ディフューザー。ポケットやバッグに入れて持ち歩
いて、いつでも好きなときに好きな場所で気軽に
楽しめる。2つのストーンがセットになっているの
で、お部屋と車、デスクとベッドサイドなど、ライフ
スタイルに合わせて使い分けられる
＊アロマオイルはついていません

100%天然芳香成分のエッセンシャルオイル。
ハーブに0.01〜0.2%程度しか含まれない
貴重な精油成分です。

アロマの香りを効果的に拡散させるディフューザー

BASIC RELAX

CLEAN

アロマストーンで楽しむ香りの演出方法

●ロータリーキャンドルホルダーでアロマを楽しむ

薪ストーブの熱による上昇気流で回る、ロータリー
キャンドルホルダー（P53）。キャンドルの代わりに、
アロマストーンミニを入れて、アロマを楽しむことも
できます。

アロマストーンミニ

AROMA DIFFUSER

「ベーシック」「リラックス」「クリーンエアー」の3シリーズをセレクト。セット（3本）でのご購入や、好きなオイル単品を選ぶこともできます

クリーンミントの場合
浮遊ウイルスに対する抑制効果
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※［試験方法］1m3 試験空間内において、当オイルを噴霧させ、試験空間内に浮遊するウイルス数を測定
試験機関：一般社団法人北里環境科学センター

5150 表示価格はすべて税抜きの本体価格（税込価格）を併記しています。



品名 本体価格（税込価格） コード
サイズ

備考
W H D

ムーミン 1,850円 (2,035円) PL001 70 170 70 ムーミンと仲間たちが楽しく回り出すデザイン

ミイ 1,850円 (2,035円) PL007 70 170 70 ムーミンシリーズの中で人気のミイが動き出す

ミッフィー 1,850円 (2,035円) PL011 70 170 70 風船を持った人気のミッフィーが登場

エンジェル 1,800円 (1,980円) PL005 70 170 70 天使がくるくる回る愛らしい幸せモチーフ

クリスマスデコ 1,800円 (1,980円) PL006 70 170 70 カラフルモチーフで北欧テイスト溢れるデザイン

キャット 1,800円 (1,980円) PL012 70 170 70 ちょこんと座っている愛らしい猫を表現

エイトスター 1,800円 (1,980円) PL013 70 170 70 レトロな雰囲気のコッパ―カラー八芒星

太陽と雲 1,800円 (1,980円) PL014 70 170 70 太陽が照らす牧歌的でカラフルな日常を表現

ゴールドスター 1,800円 (1,980円) PL015 70 170 70 星の輝きをゴールドで表現した輝くスター

スノーフレイク 1,850円 (2,035円) PL401 95 115 95 雪の結晶を繊細に表現したシンプルなデザイン

リーフ 1,850円 (2,035円) PL402 105 120 105 細かな葉脈も精巧に作られているモチーフ

ノルウェーの人々にとって、キャンドルはやすらぎや癒し、そして「も
てなしの心」を伝える特別な存在。雪景色に美しく映えるキャンドル
は、レストランやカフェ、ホテル、ショールームなどでは人々の心を
明るく照らします。それは家庭でも同じこと。カーテンのない窓辺に
置けば、道行く人々の目を楽しませ、花と一緒に食卓を飾れば、団欒
を一層楽しいものにしてくれます。暖かな癒しの空間を、簡単に演
出してくれるキャンドル。その炎のゆらめきを楽しみましょう。

CANDLES
「さぁ、キャンドルに火を灯して!」。
それは、暖炉や薪ストーブに火を熾すのと同じ日常のはじまり。
みんなが囲む団欒の食卓は、
ゆらめく炎が心地よいゆらぎの時間を連れてくる。

クリスマスデコ

マッチ

500円（550円）　Ｗ110 Ｈ60  Ｄ20 (mm)
スウェーデンのプルート社のマッチ。10cmもの長さがあるマッチのため、ストーブの焚き
付けに最適。北欧テイストのポップなパッケージでストーブライフに楽しさを！約50本入

キャンドル缶

品名 コード
クリスマスデコ PL301 
キャット PL304
ハッピーバースデイ PL305

商品名 本体価格
（税込価格）コード 香り

トナカイ
800円

(880円) PL409 バニラ（甘いはちみつのよう
な上品で豊かな香り）

ゆりかご
800円

(880円) PL410 バーベナ（レモンに似た清涼
感あふれる柑橘系の香り）

クリスマスデコ キャット ハッピーバースデイ

New!New!

リーフゴールドスター スノーフレイク

New! New!

太陽と雲

キャット

エイトスター

New!

New!

New! New!

ムーミン エンジェルミイ ミッフィー

トナカイ ゆりかご

ロータリーキャンドルホルダー

精巧に作られたモビールがキャンドルの炎や、薪ストーブの熱で
くるくる回る、幻想的なキャンドルホルダー。風でもまわるため
窓際に置いてもGOOD。季節を問わず北欧らしいデザインで素
敵なインテリアに。ギフト用にもおすすめ（キャンドル1個同梱）

プルートプロダクト社（スウェーデン）
スウェーデンを代表するデザインカンパニー。「伝統
的な北欧デザインとモダンデザインの融合」をコン
セプトに、made in Swedenにこだわった優れた
品質の製品を作り出しています。

キャンドルの炎に隠された、癒しの秘密

炎のゆらめきには、小川のせせらぎなど
自然の中にある「1/ｆゆらぎ」と同じ、人が
心地よく感じる癒し効果があるのだとか。
キャンドルや薪を焚いたときの炎も、同じ
ように癒される理由はこの「ゆらぎ」。それ

ロータリーキャンドルホルダーは、熱による
上昇気流で羽根が回転する仕組みです。薪
ストーブをご使用中にトッププレートに置
けばキャンドルなしで、回転し続けます。室
内の照明が反射して、天井や壁に映る陰影
も印象的です（薪ストーブ上でご使用の際
は、キャンドルは外してください）。

また、アロマストーンミニ（P50）がロータ
リーキャンドルホルダーにぴったり収まり
ます。薪ストーブの上にロータリーキャンド
ルホルダーを置き、アロマストーンミニを
セットしましょう。そしてお好きなアロマを
垂らせば・・・。モビールが回り、アロマの香
りが部屋いっぱいに広がります。

は、人の鼓動と同じリズムを刻むからなの
だそうです。また、キャンドルを燃やすこと
で、微量のマイナスイオンが発生するとも
言われ、それがストレスなどを軽減すると
されています。

5352 表示価格はすべて税抜きの本体価格（税込価格）を併記しています。



クッション：ブラック、フレーム：グレー、ラウンジテーブル（H280）：グレー

クッション：ブルー、フレーム：ホワイト、ラウンジテーブル（H280）：ホワイト

SUNDAYS ソファセット

ソファ（2.5シーター）、チェア（1シーター）2脚、
ラウンジテーブル（H280）

590,000円（649,000円） 

SUNDAYS ソファ（2.5シーター）

サイズ：W1700 H660 D800

SUNDAYS チェア（1シーター）

サイズ：W800 H660 D800

SUNDAYS ラウンジテーブル

サイズ：W900 H280 D600　
サイズ：W900 H400 D600

SUNDAYS ベンチ用テーブル

サイズ：W1800 H710 D980

SUNDAYS スクエアチェア

サイズ：W390 H400 D390
※価格、カラーはお尋ねください

SUNDAYS ベンチ

サイズ：W1500 H400 D400

※受注発注品

注意事項

• 不燃性のプレート（ベースプレート）などの上に設置し、可燃物からの安全な距離を確認してください

• 燃料は薪で、焼却炉としては使用しないでください

• 可燃物に直接設置しないでください

• 各地域条例に従い設置してください

• ヨツール テラッツァ、ヨツール フレイヤ以外は受注発注品となります

OUTDOOR CANDLE

OUTDOOR FIREPLACE

OUTDOOR FURNITURE

［カラー］フレーム：●ブラック ○ホワイト ●グレー　クッション：●ブラック ●ライトグレー ●ブルー

※個別での販売もしております。価格等はお問い
合わせください

※フレーム、クッションはお好みで組み合わせる
ことができます

ヨツール テラッツァ

90,000円（99,000円）  コード：51013585
サイズ：W500 H1180 D500  重量：30㎏

［オプション］
ファイヤースクリーン※ 22,000円（24,200円）  
 コード：51012325
グリル※ 20,000円（22,000円）  
 コード：51012326
ベースプレート※ 30,000円（33,000円）  
 コード：51013650

ノルウェーの著名なデザイナー集団「Hareide 
Design」が設計。大きな開口が特徴で、180度から
炎を眺めることができる。厚み2mmのコールテン
スティールで、表面を錆びでコーティングすること
で保護効果を発揮。経年変化する色を楽しめる

S

1,500円（1,650円）  
コード：WB102
サイズ：φ120〜170 
　　　　H250
燃焼時間：0.5〜1.5時間 （目安）

L

1,800円（1,980円）  
コード：WB103
サイズ：φ170〜240 
　　　 H250
燃焼時間：2〜4時間 （目安）

ヨツール フレイヤ

80,000円（88,000円）  コード：50053294
サイズ：W580 H1460 D580  重量15㎏

［オプション］
ファイヤースクリーン※22,000円（24,200円）
 コード：50051883
ベースプレート※ 30,000円（33,000円）  
 コード：51013650

愛、豊穣、黄金を司るフレイヤ（北欧神話の女神）の
ように、美しいフォルムが目を引く。ダイナミックな
炎が楽しめる大きな開口で、少し立ち上がった煙
突によってスムーズな排気を実現。コールテンス
ティールなので、一年中外で使用ができる

ファイヤースクリーン

薪がはぜて火の粉が飛
んでも、このスクリーン
があれば安心

グリル

肉や魚、野菜など、熾き
火の楽しみも味わえる

スウェーデントーチ・ボルケーノ

北欧の伝統的かがり火。厳しい管理のもと、生産、

乾燥されているため、着火もしやすく、スムーズな

燃焼に。着火剤入り

樹種：アルダー（広葉樹：カバノキ科ハンノキ属）

1,500円（1,650円）  
コード：WB101
サイズ：W300 
 H52（脚収納時17） 
 D300

スウェーデントーチ台

SUNDAYS
船舶用のクッションやシートなどのインテリア・ファブリックで培った経験と
知識を、ガーデン・ファニチャーへ進化させたブランド。機能性と美しいデザ
インの100％ノルウェー製で厳しい自然環境への耐久性にも優れています。

簡単にパンを作りましょう！ 手軽にでき
るので、お子様とご一緒にどうぞ。ソー
セージも一緒に焼けば、簡単なランチに
なります。

❶小麦粉、ベーキングパウダー、塩を入れ混
ぜる。

❷❶の中に、油と牛乳を加え、滑らかになる
まで混ぜる。

❸生地の表面に油を塗り、ビニール袋等に
入れる。

❹適度な小枝や棒に生地を抑えながら巻く。
❺熾きの状態で棒を回しながら焼く。

［材料］
●小麦粉…300g　●ベーキングパウダー…15g
●塩…1.5g　●牛乳…180ml　●油…60ml

ノルウェー流  スティック・ブレッドの作り方

炎は何十万年も前から、人類にとって欠かせないものです。獣から身を
護り、あたたかな料理をし、寒さをしのぐ暖かさ、そして仕事の道具とし
ても使われてきました。ノルウェー人の多くは、一年中を通して屋外で
リラックスをして過ごします。家に庭があり、そこに家具をおき、火を見
て、薪がはぜる音を聞き、外の空気を吸う。特別なことではなく、日常の
中にガーデンリビングがあり、気軽に外で楽しむ暮らしをしています。

“Eld på åren og sol på eng, gjer mannen fegen og fjåg”
人が生き生きと暮らし、幸福になるために、火と太陽は欠かせない

OUTDOORS

New!
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北欧デザインは日本の暮らしにも似合う人気のスタイル。北欧の長く寒い冬を
いかに快適に過ごせるようにするかを考え、ただシンプルを追究するだけでは
なく、ポップなスパイスを効かせて。そんな素敵な小物をご紹介しましょう。

温度計

家の中から外の気温を知りたい。そんな声にお応えしてラインアップした
温度計。吸盤は取り外し可能で、取り付ける方向によって室外温度計、室
内温度計と使い分けることができる

ブランケット 

W75 H100　
ハースゲートなど、子どもの安全を守る製品を作り続けてい
るデンマークのベビーダン社。ちょっと肌寒かったり、外出時
にあると便利なブランケットを安心・安全という目線で制作。
PVCフリー※で子どもだけでなく、大人も、そして環境にもや
さしい素材で本当の暖かさをお届け。ポリエステル100％

ダブルフリース 

両面フリース素材のブランケット。まるで綿を触っているよ
うなモコモコな気持ちのいい肌ざわりが特徴。寒さ対策に
も活用できる

品名 本体価格（税込価格） コード
ダブルフリース　ホワイト 3,800円 (4,180円) BD511
ダブルフリース　ブルー 3,800円 (4,180円) BD512
ダブルフリース　ピンク 3,800円 (4,180円) BD513
シングルフリース　ミント 2,500円 (2,750円) BD514
シングルフリース　パープル 2,500円 (2,750円) BD515

PVCフリー
PVCとはポリ塩化ビニル
の略。製造過程、消費、
廃棄時を通して人間の
健康と地球環境に多大
な影 響を及 ぼ すとされ
ている有害なプラスチッ
ク。PVCフリーとはこの
PVCを一切使用せずに
作られたもの。

ふくろう ムーミン

トナカイ

吸盤の取り外しが可能です

吸盤の位置を変えれば、室内用の温度計としても使える

シングルフリース

片面フリース素材のブランケット。幸せを運ぶ動物として
北欧で人気の馬がデザイン。少し肌寒いときにさらっとし
た使用感

ホワイト ピンク

ミイムーミンフィールド

品名 本体価格（税込価格） コード
サイズ(cm)

W H
ふくろう 2,200円 (2,420円) PL101 12 16
ムーミン 2,400円 (2,640円) PL103 12 17
トナカイ 2,200円 (2,420円) PL104 10.5 17
ムーミンフィールド 2,400円 (2,640円) PL106 12.5 11.5
ミイ 2,400円 (2,640円) PL107 11.5 17.5
ミッフィー 2,400円 (2,640円) PL112 13 18

ミント パープル

ブルー

ロートアイアンスタンド

4,000円（4,400円）　コード：K772
W140 H95 D130
鋳物よりも炭素が少なく、強い鉄と言
われるロートアイアンを贅沢に使用
した五徳。暖炉や薪ストーブ、キャン
プなどで調理用五徳として、ヨーロッ
パデザインなので小さな鉢置きとし
ても使用可能。イタリア製

トリベット 唐花

3,000円（3,300円） コード：OG235
W145 H26 D145　重量：430g
滑り止めゴム付き

ホットサンドメーカー

8,000円（8,800円）　コード：OG416
W417 H57 D144　重量：1.5kg
薪ストーブでもガス台でもカリッフ
ワッを。耳まで美味しく焼ける
※納期:約1週間

グリル 27cm

8,500円（9,350円） コード：OG013
W345 H26 D280　重量：3.6kg
グリルに最適なグッズ
※納期:約1週間

OTHERS

キャストアイアン 五徳

3,000円（3,300円） コード：MC006
W200 H100 D200
昔ながらの鋳物製の五徳。暖炉、薪ス
トーブ、アウトドアにも最適
※鋳物特有のバリ（はみ出したヒレ状

の部分）がありますが、ご使用には
問題ありません

トリベット 雪格子

3,000円（3,300円） コード：OG234
W156 H20 D138　重量：380g
滑り止めゴム付き

ピアット
6,000円（6,600円）
取っ手が着脱できる定番ピザ焼き。
ピアットの持ち手は取り外して使用できる

及源鋳造株式会社
岩手県奥州市で約160年鉄器を作り続ける老舗。伝統的なものからデザ
イン性の高い鉄器までを作っている。手作業手仕事を大切にしている

品名 本体価格
（税込価格）コード

サイズ 重量
（kg） 備考

W H D

ピアット 20cm 5,000円
(5,500円) OG465 227 21 203 1.0 小型ストーブにも入る大きさ

（ヨツール F 105にも対応）

ピアット 24cm 6,000円
(6,600円) OG461 283 32 245 1.5 万能サイズ。ピザ以外にも使

用できる大きさ

ニューラウンド万能鍋
丸みのあるフォルムが可愛い鍋。フ
タもフライパンとして使用可能。そ
の名の通り”万能鍋”
セット内容：フタ1枚/本体1枚/木製
台1枚
※納期:約1週間

品名 本体価格
（税込価格） コード

サイズ 重量
（kg）W H D

ニューラウンド万能鍋 22cm 12,000円
(13,200円) OG158 300 85 230 3.3

ニューラウンド万能鍋 27cm 15,000円
(16,500円) OG157 335 95 270 5.0

フライパン
一生ものとして扱いやすい大きさ。
使い込むごとに愛着のわくフライパ
ンに
※納期:約1週間

品名 本体価格
（税込価格） コード

サイズ 重量
（kg）W H D

フライパン 20cm 6,000円
(6,600円) OG008 378 80 220 1.7

フライパン 24cm 7,000円
(7,700円) OG009 433 75 260 2.5

ミッフィー

サイズ（単位: mm）56 57表示価格はすべて税抜きの本体価格（税込価格）を併記しています。



幸せを運ぶ、トロール伝説を
知っていますか?

ふだんトロールたちは山奥で生活しています
が、太陽の光が苦手で、その姿を見かけるの
は黄昏時か夜だけ。陽射しを浴びると石に変
わってしまうからです。こうした伝説を裏付け
るかのように、実際に郊外の山の岩肌には「ト
ロール石」と呼ばれる、シルエットが似ている
石があるそうです。石に姿を変えた、トロール
というところなのでしょうか。
外見からは少し怖そうなトロールですが、その
性格もいろいろで感情も豊かなキャラクター
を持っています。中には人間にだまされるよう
なお人好しや、怒らせると仕返しをするという
過激なトロールもいます。
ノルウェーでは日常の中で、今でも深い森に
棲む不思議な妖精、トロール伝説が生きてい
ます。「早く寝ないと、トロールがくるよ」と、夜
更かしする子どもをベッドへ追いやるなど、暮
らしの中にいつもトロールの存在があります。
たとえば、クリスマス・イブには、ドアの外にト
ロールのために一皿のミルクがゆを用意する
習わしがあります。このようにもてなしをして
くれた家に、トロールは幸せを運んでくるとい
われているからです。
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ダンシングガール

4,200円（4,620円）
コード: 030
10cm

TROLLS
トロールが誕生したのは、オスロの小さな工房。彫刻家のTrygve Torgersenがラテッ
クスを使って人形を作り始めたのが始まりです。彼は優秀な成績で美術アカデミーを卒
業し、彫刻家となりました。はじめは趣味の域の人形作りでしたが、徐々に評判に。そし
て1964年、トロールの冒険が始まりました。それから50年。世界中のトロール愛好家に
愛されて、徐々にコレクターを増やしているトロール。「となりのトトロ」のトトロのモデ
ルとして、また「ハリーポッター」シリーズにも登場します。あのムーミンもトロールの仲
間だと知っていましたか？いつのまにか姿を消すトロールがいる一方、新顔も次々に登
場します。そのためコレクターの関心も高く、世界的なコレクションとしても人気です。

スモールボーイ

3,800円（4,180円）
コード: 018
10cm

ツインズ

5,000円（5,500円）
コード: 020
7.5cm

ベビートロール

3,000円（3,300円）
コード: 047
6cm

スモールガール

3,800円（4,180円）
コード: 015
9.5cm

鍋トロール

3,000円（3,300円）
コード: 054
7cm

木陰トロール

3,000円（3,300円）
コード: 051
9cm

つぼトロール

3,000円（3,300円）
コード: 050
6cm

サッカートロール

3,800円（4,180円）
コード: 014
8.5cm

クローバートロール

4,000円（4,400円）
コード: 012
8.5cm

ムンクの叫びトロール

4,000円（4,400円）
コード: 004
9cm

カエルとトロールガール

4,000円（4,400円）
コード: 023
7.5cm

トロールラブリーカップル

7,400円（8,140円）
コード: 056
12cm

トロールおじいさん

4,500円（4,950円）
コード: 032
10cm

ホルントロール

4,000円（4,400円）
コード: 038
8.5cm

トロールひいおじいさん

4,800円（5,280円）
コード: 040
9cm

エルクトロール

5,200円（5,720円）
コード: 064
8cm

ラブボーイ

3,800円（4,180円）
コード: 072
8cm

お願いトロール

3,400円（3,740円）
コード: 078
7.5cm

トロールマン

9,000円（9,900円）
コード: 111
22cm

トロールガール

5,200円（5,720円）
コード: 115
14cm

プレゼントトロール

3,000円（3,300円）
コード: 143
8cm

トロールボーイ

5,200円（5,720円）
コード: 118
15cm

切り株トロール

6,000円（6,600円）
コード: 265
13cm

トロールファミリー

12,000円（13,200円）
コード: 268
18cm

名札トロール

5,200円（5,720円）
コード: 186
15cm

お笑いトロール

5,200円（5,720円）
コード: 192
14cm

トロールウェルカムサイン

7,000円（7,700円）
コード: 202
17cm

ハッピートロール

7,400円（8,140円）
コード: 241
17cm
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ヨツールとスキャンのロゴがプリントされた、メイク限定のオリジナル
グッズです。
グッズは限定生産のため、在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。
また、継続販売の場合は、色やデザインを変更する可能性がありますので予めご了承ください

ヨツールTシャツ

1,900円（2,090円）
コード：K733（Sサイズ）、K734（Mサイズ）
K735（Lサイズ）、K736（XLサイズ）

（背面プリントなし）

ヨツールキャップ

2,000円（2,200円）
コード：K771

ヨツールカッティングシート

ロゴが切り抜かれたシール。ガラスや車体の表面にも使用で
きる。背景にあわせて2色のロゴから選ぶことができる

スキャンステッカー

ラミネート加工されているため、窓に貼ることも可能

＊過度の摩擦や高熱の環境ではがれる場合がありますのでご注意ください
＊シートをはがす際に、自動車の使用条件によっては車体塗料もはがれる可能性があります。
　念のためご注意ください
＊耐候性：屋外2年（参考値）

色 コード 本体価格（税込価格）
サイズ

W H
赤 黒 K723 1,000円 (1,100円) 10 7
赤 白 K724 1,000円 (1,100円) 10 7
赤 黒 K725 2,000円 (2,200円) 29.7 20.8
赤 白 K726 2,000円 (2,200円) 29.7 20.8

コード 本体価格（税込価格）
サイズ

W H
小 K759 1,000円 (1,100円) 10 9.2
大 K760 2,000円 (2,200円) 29.7 27.4

エコバッグ

1,600円（1,760円） 
コード：K721
W46 H36 D14 （持ち手は含まず）
カラー：生成り
ヨツールとスキャンのロゴが片面
ずつプリント。

ヨツールペン

500円（550円）
コード：K779
ヨツールロゴ入りのボールペン。
スイス製

ORIGINAL
GOODS
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ヨツール日本総代理店  スキャン日本総代理店  一般社団法人日本暖炉ストーブ協会メーカー会員

輸入資材課

恵比寿ショールーム
〒150-0011 東京都渋谷区東3-22-8サワダビル7F
TEL 03-6418-4822 FAX 03-6418-4844

つくばオフィス&ショールーム
〒300-0847 茨城県土浦市卸町2-5-25
TEL 029-841-5147 FAX 029-843-8421

ご注意
○製品の規格および仕様は改良など、メーカーの都合により、予告なく変更することがあります
○掲載製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります
○製造元の都合により、予告なく製造中止される場合があります
○製品の価格は為替相場の変動、メーカーの価格変更などにより予告なく改訂する場合があります
○製品によっては輸入の状況で納品までお待ちいただく場合もあります
○本誌に掲載されているすべての情報および写真の無断転載、複写、複製を禁じます
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