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煙突の掃除と点検は、使用頻度によりますが、少なくとも1年に1度必要です。

METOSは、社会課題解決の意識を高め、

コーポレートステートメント”「人」の「心」と「体」をあたためる”を通じて

企業の社会的責務（CSR活動）とともに、

「持続可能な開発目標（SDGs）」に対しても主体的に取り組んでいます。

当社が行なっているその日々の活動はSDGsの考え方に一致するものであり、

積み重ねた知識や技術を活かしていくことで、

地域・環境問題への配慮ならびにグローバルな社会貢献、

課題解決につながるものと考えています。

「あたためること」からはじまる温もりのある毎日

「あたためること」が生むやさしさと豊かで健康な生活

「あたためる文化」から広がる国境を越えた絆

 

シンボルマーク
ゆらゆらと揺れる炎がモチーフです。
3色は「炎」「湯気と水」「エコロジー」を表現しており、
同時に「光の3原色」でもあります。

コーポレート・ロゴタイプ
私たちのポリシーは「常に人を中心に考えること」です。
中心に「人」を表現したロゴタイプとシンボルマークの
一体化によって「癒しの先端企業」であることを表現しています。
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住宅街で敷地が狭く、薪棚があまり置けない

我が家は、ストックできる薪の量にも限界があり、

1シーズン分の乾燥薪+翌年以降の未乾燥薪を

置けません。

なので、毎日焚く事が敵わず、平日は薪ストーブライフ

ではありません。普通のオール電化生活です。

もちろん電化製品は便利だし、不自由はないので

困ってはいませんが、やはり薪ストーブの暖かさが

欲しい。目の前にあるだけに、余計に恋しいです。

しかし、そのために無理をしては楽しくないので、

生活バランスを考えて、ゆっくり過ごせる日だけ

火で遊び、暖まります。

私はその日のことを「火遊日」と勝手に呼んでいます。

せっかく高いお金払って設置したのにもったいない。

そう言われる事もありますが、私はそうは思いません。

平日使えないからこそ、火を焚いた時の楽しさや、

暖かさの喜びは、何物にも替え難いものがあります。

それはとてもとても贅沢な事。

自分だけの薪ストーブだから、自分が一番幸せな

使い方でいいのです。

毎日使える事も幸せ、たまに使うから感じられる

事も幸せ。

薪ストーブがあれば、みんな幸せ。
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薪ストーブ

STOVE
　火を使うかどうか。火を嫌うかどうか。これが人間と動物たちとの違いです。太古の昔から、

火は人類の道具。だから炎を見ていると心が和み、気持ちが落ち着くのでしょう。

　体をあたため、煮炊きをし、明かりをとる。たき火が文化のはじまりであるとするなら、薪ストーブは

火の文化の最終進化形といえます。

　歴史をひもとくと、薪ストーブを発明したのは、避雷針を考案したことで知られるアメリカの

ベンジャミン・フランクリンでした。彼は科学者としてだけでなく、政治家、文筆家としても活躍し、

アメリカ独立宣言にジェファーソン大統領とともに署名。現在では100ドル札の肖像画として

親しまれている偉人のなかの偉人です。

　彼の手になるフランクリン・ストーブは、鋼板をくみあわせて箱形の本体をつくり、前開きドアを

備えたもの。現在の鋼板ストーブの直系の祖先になります。

　また、鋳物でつくられたストーブはこれとは別の流れ。そのルーツは、寒さの厳しい北欧にあり

ます。囲炉裏の上下左右を煉瓦や石でおおったログストーブといわれるものが原型で、これが

鋳物でつくられ、さらに小型化して現在の鋳鉄ストーブとなりました。厚いかわりに一度暖まると

冷めにくい。鋳物の良さがいきています。

　薪ストーブは囲炉裏や暖炉と違ってどこにでも設置が可能。しかも、火をストーブに閉じこめ、

薪の燃焼をコントロールしやすくした結果、熱効率が飛躍的に向上しました。この二点において、

薪ストーブは、たき火の完成形といえるのです。

　薪ストーブは調理も便利にしました。天板で鍋やヤカンをあたため、炉内の棚でダッチオーブンを

熱します。保温棚のあるタイプは、ヨーグルトの発酵やハーブの乾燥など、用途がさらに拡大

しています。また、独立したオーブンをもつキッチンストーブも生まれました。薪ストーブは、暖房、

換気、そして調理の機能を持つ、マルチに使える道具に高度化したのです。

　現在のストーブは、輻射熱と対流熱をともに利用する効率のよいシステムになっています。

さらに環境対策も新技術を投入。炉を二重構造にすることによって、発生した煙をもういちど燃焼

させて煙をきれいにするクリーンバーン方式で燃焼効率を日々 高めて、機種も進化しています。

　火を使う動物、人間が生み出した究極の道具。それが、薪ストーブ。火と暮らし、火を効率的に

利用するよろこびを、ぜひあなたの暮らしにとりいれてください。

薪ストーブ。
それは、たき火の最終進化形。
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オスロから北へ500キロメートル、優雅にそびえ、堂 と々した山々があります。ノルウェーの誇るドブレ

山脈です。ドブレの名前は、ここに由来しています。

ドブレストーブはベルギー製として知られていますが、1929年、鋳物専門メーカーとしてノルウェーに

て創業を始めました。数々の工業製品の部品、暖房器具製造・販売を行い、1940～1950年代に当時

最先端だった鋳物製造技術を導入し暖炉、薪ストーブの製造・販売に力を注ぎました。

1972年には、ベルギー・フランダース地方アントワープ近郊に24万㎡もの広大な土地を購入。本社、

工場ともにそこに移り、暖炉、薪ストーブの本格的な開発・販売を始めました。溶鉱炉での鋳物製造から

始まり、成型、組み立て、塗装、検品、出荷と一貫した管理体制を敷くことで、製品の信頼性を確実な

ものとしています。

おりしも70年代後半のオイルショックにより、薪暖房の需要が高まり、ドブレブランドはヨーロッパ

のみならず世界中へと浸透していきました。

1981年、最新技術を導入し、オートメーション化による近代的な工場として生まれ変わり、ドブレの

鋳造品の特徴である、表面の均一性と正確性により磨きがかかり、品質の高さ、使いやすさ、そして

炎の美しさから「暖炉・薪ストーブの代名詞」といわれるまでになりました。品質、信頼、そして強さの

象徴とされるドブレ山脈とヨーロッパの中心として位置するベルギーの世界に目を向ける環境が加わり、

「長く使うものだから良いものを提供したい」という精神はいまでも受け継がれています。

ドブレ製品は各国の品質管理の厳しい基準をクリアした認定等を取得しています。

CE　　EU加盟国の安全基準認定

DIN+　ドイツ排出ガス認定

Swan 北欧地域の環境負荷を考慮した製品認定

美しい炎と、高い技術によりドブレは

「薪ストーブの代名詞」とよばれ、

ヨーロッパのみならず、多くの国々で信頼されています。

ドブレ（ベルギー）

Cast Iron Performance
made in our foundry, 

our stoves and fires are cast with absoluteprecision for exceptional heating performance. 
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640WD

540WD

760WD
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780ｍｍ

800ｍｍ

565ｍｍ

ドブレ760WD
定格出力 ： 11.0kW（9,460kcal/h）
最高出力 ： 13.0kW（11,180kcal/h）
燃焼効率 ： 80.2％
炉開口寸法 ： W560×H255
本体寸法 ： W780×D565×H800mm
本体重量 ： 190kg
本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥544,500（税抜価格：￥495,000）

660ｍｍ

760ｍｍ

565ｍｍ

540ｍｍ

740ｍｍ

510ｍｍ

760WD
Woodburning Stove

クラシックで高出力
存在感が魅力の高性能薪ストーブ

540WD
Woodburning Stove

ドブレWDシリーズの末っ子
設置場所を選ばないコンパクトモデル

暖房能力目安

約21～34畳

ノルウェーの民話「三匹のやぎのがらがらどん」をご存知ですか。

三匹の山羊が知恵をしぼって、悪者トロールを退治し、平和に暮らすお話です。さまざまな方向から

知恵を出し、よりよいものを創造するドブレの精神は、この民話に影響されています。

ドブレ760/640/540、ヴィンテージ50/35/30と

それぞれ3機種を揃える伝統はここからきていま

す。名機種ドブレ300シリーズには「三匹のやぎの

がらがらどん」のレリーフが描かれています。

クラシックな外観と高度な技術をバランスよく取り入れたドブレの名作です。
バーミキュライトで覆われた炉内は燃焼効率が高く、素早く温度を上げられ、焚き付けも容易にできます。
火力の調整（給気量コントロール）はレバー1 本のみで簡単に操作可能。
天板は広く、煮物などの料理も楽しめます。
機能、デザイン、コストパフォーマンスに優れたベルギーの環境省承認の薪ストーブです。

暖房能力目安

約32～52畳 サイド扉

640WD
Woodburning Stove

機能と大きさのバランスが取れた
程よいサイズの人気モデル

暖房能力目安

約27～44畳 サイド扉

『三びきのやぎのがらがらどん』
ノルウェーの昔話
マーシャ・ブラウン 絵　瀬田貞二 訳
福音館書店

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式

ドブレ640WD
定格出力 ： 9.0kW（7,740kcal/h）
最高出力 ： 11.0kW（9,460kcal/h）
燃焼効率 ： 80％
炉開口寸法 ： W440×H220
本体寸法 ： W660×D565×H760
本体重量 ： 170kg
本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥451,000（税抜価格：￥410,000）

ドブレ540WD
定格出力 ： 6.5kW（5,590kcal/h）
最高出力 ： 8.5kW（7,310kcal/h）
燃焼効率 ： 82％
炉開口寸法 ： W350×H190
本体寸法 ： W540×D510×H740mm
本体重量 ： 140kg
本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥385,000（税抜価格：￥350,000）

WD Series 760WD / 640WD / 540WD
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シャープなフォルム／シャープなフォルムとマット
ブラック塗装の引き締まったボディ。

外気導入口／外気導入口を標準化。この中に
一つのレバーで全ての給気を常にベストな状態
にする”給気コントロール・ディスク”が収め
られています。

ドアハンドル／一体式のドアハンドルにより
扉の開閉がスムーズに行えます。オプションで
シーズンオフ用にレザーグリップも用意しました。

給気コントロールレバー／独立式一次・二次燃
焼の給気が1本のレバーでコントロールが可能。
初心者でも給気コントロールを簡単に行え、
環境への配慮にも応えます。

炉床／独特のワッフル状の溝に灰を溜め、火持ち
をよくします。

こだわり抜いた炉内の造形／サイド扉から薪を
くべる時、バッフルにヒットしにくいデザイン。
実用性と美しさにこだわり抜いています。

数  量 ： 2個
カラー ： 黒、茶、ヌメ
素  材 ： 牛本革

レザーグリップ
ドブレ640WD/760WD専用
正面扉とサイド扉用の2個セット、
3色から選べます。

シルエット
ドブレストーブは、「炎が主役」。アーチ型の大きなガラス窓。
鋳物の質感、風合いを生かしたデザインは、どんな空間にもマッチします。

760WD / 640WD / 540WD /  PICK UP bestsel ler model 

インナートップ
背面よりあたためられた空気がイン
ナートップを通り、更にヒーティング
ブロックであたためられて前面ガラ
スの内側へと流れ、エアーカーテン
をつくります。ススを燃焼させ、ガラ
スを汚れにくくします。

バーミキュライトで熱効率UP
軽量で断熱性の高いバーミキュライ
トで囲まれた炉室は、着火直後から
温度が素早く上昇して煙の発生を
抑えます。可燃物質である煤煙が燃
えることで燃焼効率、熱効率ともに
高まります。

容易な分解・組立て
工具を使わず、分解・組立てが可能。
メンテナンスが容易になります。

高効率な給気システム
背面に設けられた仕切により、各給
気口から取り入れられた空気は、一
次燃焼、二次燃焼、エアーカーテン
とそれぞれの役割へと流れていきま
す。この構造により、ドブレならでは
の高い燃焼効率と美しい炎を実現
しています。

使いやすさと炎にこだわる内部構造
素材、炎、使いやすさバランスのとれた薪ストーブのスタンダード。

給気調節レバー
操作は1本のレバーのみ。
容易な操作でお好みの炎を楽しめます。

広いトッププレート
煙突持続口を背面寄りに置き、トッププレートを
広く設けています。天板温度が通常燃焼時で
200℃～250℃になります。

525CBJ
Woodburning Stove

話したくなる機能とデザイン

ドブレの中でも目を惹く

ブリティッシュデザイン。

炉内のバーミキュライト、

炉床の形状など機能も充実。

鋳物の風合いを生かした本体と取っ手。

黄金比の窓から映える炎は

時の流れを忘れてしまいます。

操作レバー／2本のレバー操作で、ドブレ
独特のゆらめく炎を楽しめます。

背面／外気導入口とリアヒートシールド
（標準装備）

料理／薪ストーブ料理を楽しめます。
ピザには南部鉄器ピアット（F-464）がおすすめ
です。

モダンデザイン／最高品質の鋳物
優しい曲線のシルエット。

大きな取っ手／グローブをしたままでもつかみ
やすい形状とデザイン。

炉／バーミキュライトで構成された炉、コンパ
クトながら40ｃｍ薪が投入できます。

暖房能力目安

約25～40畳

525ｍｍ

790ｍｍ

475ｍｍ

ドブレ525CBJ
定格出力 ： 8.0kW（6,880kcal/h）
最高出力 ： 10.0kW（8,600kcal/h）
燃焼効率 ： 80.0%
炉開口寸法 ： W410×H250mm
本体寸法 ： W525×D475×H790mm
本体重量 ： 120kg
本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥396,000（税抜価格：￥360,000）

受注

ピアットセット／F-464
※ピアットF-461と
三脚ゴトクE-75のセット
重量 ： F-461／1.5kg　E-75／1.1kg

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式
受注発注品　納期がかかりますので、担当者にご確認ください。受注
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ドブレヴィンテージ 50
定格出力 ： 9.0kW（7,740kcal/h）
最高出力 ： 11.0kW（9,460kcal/h）
燃焼効率 ： 84.2%
炉開口寸法 ： W560×H195mm
本体寸法 ： W690×D445×H690ｍｍ
本体重量 ： 155kg
本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥583,000（税抜価格：￥530,000）

ドブレヴィンテージ35
定格出力 ： 7.0kW（6,020kcal/h）
最高出力 ： 9.0kW（7.740kcal/h）
燃焼効率 ： 83%
炉開口寸法 ： W380×H195mm
本体寸法 ： W505×D445×H685ｍｍ
本体重量 ： 125kg
本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥495,000（税抜価格：￥450,000）

Woodburning Stove

洗練されたデザインに
レトロな雰囲気が漂う

伝統ある鋳物技術と高効率の燃焼システムに

デザイン性も加わった長く愛される薪ストーブです。

丸みを帯びたコンパクトなフォルムと

扉前面をガラスで仕上げた高級感。

「薪ストーブがある空間から、薪ストーブもある空間へ」

懐かしさとともにさりげなく目を引くコンテポラリータイプです。

Woodburning Stove

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式

VINTAGE 50
ヴィンテージ

VINTAGE 35
ヴィンテージ

690ｍｍ

690ｍｍ

445ｍｍ

505ｍｍ

685ｍｍ

445ｍｍ

受注輸入対象品
ヴィンテージ50　ヴィンテージ35
カラー：エナメルホワイト
※写真はイメージです。

暖房能力目安

約27～44畳
暖房能力目安

約22～36畳
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ヴィンテージ50 / ヴィンテージ35 /  PICK UP bestsel ler model 

扉ノブ／ステンレスの削り出し。磨き抜かれた
質感がアクセントとなっています。

内側ヒンジ／ヒンジを内側に設け、フロント
ガラスを強調。ガラス越しの炎がより映えます。

給気調節レバー／使いやすさとデザインにこ
だわりました。給気のレスポンスも早く、ドブレ
こだわりの炎を楽しめます。

外気取入れキット／燃焼用に屋外より新鮮
空気を取り入れることができます。

灰受け皿／燃焼効率が高く、灰が
少ない特長を生かしデザインに
同化した小さな灰受け。

T邸（愛知）/ドブレ ヴィンテージ50

シルエット
やわらかさを感じる丸みを帯びた
デザイン。ステンレスを削り出した
取っ手がポイントとなり、ポップな
雰囲気を醸し出しています。
フロントの全面ガラスからの炎の
美しさは、ドブレのコンセプトである
「炎が主役」から生まれたデザイン
です。

給気調節レバー
操作は左右２本のレバーのみ。（左は一次燃焼、右は二次燃焼）
ドブレこだわりの炎を容易に楽しめます。

高精度な鋳物技術
工具を使用せずに分解・組み
立てが可能。シーズンオフの
メンテナンスが容易になり
ます。

高い蓄熱性
炉全体を蓄熱性の高いバー
ミキュライトで構成。アール
を設け、炉内に熱を集めま
す。焚きつけから大きな薪へ
スムーズに火が移ります。

インナートップ
背面からの空気がインナー
トップを通り、前面ガラスの
内側へと流れエアーカーテン
をつくります。多数の突起
は、天板の温度を上げる役
割をしています。

新しいのに懐かしい
「懐かしい」という言葉を発するとき、だれもが笑顔になります。
「懐かしい」とは、かわいい、手放したくない、過去や離れているものに対して惹かれる心の動きです。
そんな気持ちにしてくれるドブレヴィンテージ。
これからのスタンダードとなるでしょう。

高効率な燃焼システム
給気口からの空気が背面に仕切られた
ルートから一次燃焼、二次燃焼、エアー
カーテンへと流れていき、燃焼を促進、
調節することができます。

トッププレート
広くゆるやかな丸みを帯びたデザイン。

16 17



510ｍｍ

745ｍｍ

ROCK500WB

ROCK
500TB/WB
Woodburning Stove

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

｢かっこいい｣｢宝石｣を意味するRock

時間とともに部屋に調和し、ポイントとなるPebble 

Rock（小さな宝石）の取手を握るたびに愛着がわく、

いつまでもそばに置いておきたいストーブです。 

ROCK500/350

数字は投入できる薪の長さを表しています。

500は50㎝薪、350は35㎝薪。

脚はテーブル脚（TB）、ボックス脚（WB）の

2タイプ。

ROCK500TB

ドブレROCK500TB/ROCK500WB
定格出力 ： 9.0kW（7,740kcal/h）
最高出力 ： 11.0kW（9,460kcal/h）
燃焼効率 ： 80.0%

炉開口寸法 ： W540×H235mm

本体寸法 ： W660×D375×H745mm

本体重量 ： 500TB/140kg  500WB/145kg

本体色 ： マットブラック
価　格 ： 500TB  ￥528,000（税抜価格：￥480,000）
  500WB ￥561,000（税抜価格：￥510,000）

受注 ドブレROCK350TB/ROCK350WB
定格出力 ： 7.0kW（6,020kcal/h）
最高出力 ： 9.0kW（7.740kcal/h）
燃焼効率 ： 80.0%

炉開口寸法 ： W410×H235mm

本体寸法 ： W510×D375×H745mm

本体重量 ： 350TB/120kg  350WB/125kg

本体色 ： マットブラック
価　格 ： 350TB ￥484,000（税抜価格：￥440,000）
  350WB ￥517,000（税抜価格：￥470,000）

受注
660ｍｍ

745ｍｍ

ROCK350TB ROCK350WB

暖房能力目安

約27～44畳

ROCK
350TB/WB
Woodburning Stove

暖房能力目安

約22～36畳

ドブレデザイン／Robust and Smooth

（ロバストアンドスムース）
鋳物の風合いを生かし、繊細でやわらかな
仕上がり。エレガントな炎を演出します。

操作レバー／1つのレバーでディスク式コント
ローラーを操作。容易に炎を操れます。

取手／Pebble Rock（小さな宝石）をデザイン。
握りやすく「かわいい」をプラス。扉はスラム
ロック方式。

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式
受注発注品　納期がかかりますので、担当者にご確認ください。受注18 19



スウェーデン南部のスモーランド地方マルカリュード。緑に囲まれた豊かな自然の中にＮＩＢＥグループ

があります。ここでスウェーデン薪ストーブの傑作「コンツーラ」が製造されています。太陽エネルギー、

地熱を利用したボイラーなど、常に環境に優しい商品を提供し続け、世界的に知られるスカンジナビア

最大の暖房機器メーカーとなっています。

スモーランド地方は「ガラスの王国」として知られています。16世紀半ば、グスタヒ・ヴァーサ王の

命によりヴェネチアより職人を招き、ガラスの生産がはじまりました。豊かな森林ときれいな水に

恵まれたスモーランド地方は、ガラス生産に適しており、いまではガラス製品はスウェーデンのシンボル

になっています。

伝統的な鋳物や石などで仕上げられた薪ストーブとは一線を画し、スウェーデンデザインを基調に

スチールや大きなガラスで仕上げられた、場所をとらないタテ型のモダンなフォルム。丸みを帯びた

大きなガラスを効果的に活用し、ガラス越しに映える炎にこだわり、どの方向からも美しい炎を

鑑賞できるコンツーラは「薪ストーブの王様」と呼ばれています。

「自然を大事にし、満足感のある暮らしをしたい」と思い、暮らしの中心となる家、その内装、インテリア

にこだわるのが、スウェーデンの人たちです。ライラックをはじめ様々な花が咲きみだれる春、白夜の

続く夏、そして雪で真っ白に覆われ、太陽の出ない日もある厳しい冬。家の中に自然を求め、家族と

ともにやすらぎを感じるのが、薪ストーブの炎なのです。

コンツーラ製品は各国の品質管理の厳しい基準をクリアした認定等を取得しています。

CE　　EU加盟国の安全基準認定

Swan 北欧地域の環境負荷を考慮した製品認定

高級感漂う上品な佇まい

「薪ストーブの王様」とよばれています。

コンツーラ（スウェーデン）It is quite simply,
quality of life.
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C620G
Woodburning Stove

北欧神話の詩と雄弁の神、ブラギ。
大きなガラスからは、旋律に合わせて踊るような優雅な炎。
蓄熱により、長くゆっくりと放つ熱で力強く詠いかけてくる。

蓄熱でより長く、よりあたたかく
C620Gブラギは本体に蓄熱帯を保有しています。

内側に130kgものパワーストーンを保有しており、燃焼効率86％は

現在販売されている薪ストーブではトップクラスです。

蓄熱したパワーストーンによって、柔らかくあたたかい熱が

長時間に渡りゆっくりと放熱されます。

高気密高断熱住宅にも適した魅力があります。

510ｍｍ

580ｍｍ

1288ｍｍ

写真はフロントカバーオプション付き

パワーストーンによって薪
ストーブの温度が穏やかに
上昇。その後、やわらかい
暖かさが持続します。

フロントカバー＆パワーストーン／採用する
ことで、追加で21kgのパワーストーンを装備
できます。

ターンテーブル／360度、180度、90度と、
回転する角度が調整できます。
※ターンテーブル使用で外気を取り入れる
場合、別途オプションが必要になります。

Option

ソフトクロージングドア／軽く押すだけで、
ゆっくりとドアが閉まります。

ホットプレート／あたたかいポットややかん
の保温ができるトッププレート。（煙突は背面
出しの場合のみ使用できます）

コンツーラC620Gブラギ
定格出力 ： 6.0kW（5,160kcal/h）
最高出力 ： 9.0kW（7,740kcal/h）
熱効率 ： 86%

薪最大長さ ： 約36cm

本体寸法 ： W580×D510×H1,288mm

本体重量 ： 250kg（パワーストーン130kg）
本体色 ： マットブラック
価格 ： ￥825,000（税抜価格：￥750,000）
オプション ： 外気取入れキット ¥29,150（税抜価格：￥26,500）
　 ： フロントカバー＆パワーストーン ￥79,200（税抜価格：￥72,000）
　 ： ターンテーブル ¥143,000（税抜価格：￥130,000）
　 ： ソフトクロージングドア ￥84,700（税抜価格：￥77,000）
　 ： ホットプレート ￥17,600（税抜価格：￥16,000）

受注

ブラギ

New function
ASF Automatic Start Function
炉床からの給気量を自動的に調整し、着火時の燃焼に
最適な空気を炉内へ送り込みます。すぐに扉を閉める
ことができるので、着火時の煙の漏れを防いでくれます。

RBF Refuelling Boost Function
残り火が弱く、新しく追加した薪が燃焼しづらい時に
使う機能です。下部の給気口から補助空気を送り込み
再燃焼を加速させます。

CTH Cool Touch Handle
触っても熱くなりにくいユニークな取っ手。
適切な薪の投入量であれば火傷をするような温度には
なりません。
　
SSA Silent Sliding Ashtray
細部に至るまで美を追求し、スムーズでありながら、
静かに灰受皿を取出すことが出来るようになりました。

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式
受注発注品　納期がかかりますので、担当者にご確認ください。受注

暖房能力目安

約22～36畳

※写真はイメージです

蓄熱タイプ
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よりシンプルで、よりエレガント
シンプルなデザインながら、

炉のフェイスアップされた様はよりエレガントになりました。

離隔距離も短く、設置空間をコンパクトに抑えることができます。

都市部などの限られた空間でも部屋を圧迫しません。

※価格は総額表示です。

クリーンバーン方式

New function
ASF Automatic Start Function
炉床からの給気量を自動的に調整し、着火
時の燃焼に最適な空気を炉内へ送り込み
ます。すぐに扉を閉めることができるので、
着火時の煙の漏れを防いでくれます。

RBF Refuelling Boost Function
残り火が弱く、新しく追加した薪が燃焼し
づらい時に使う機能です。下部の給気口か
ら補助空気を送り込み再燃焼を加速さ
せます。

CTH Cool Touch Handle
触っても熱くなりにくいユニークな取っ手。
適切な薪の投入量であれば火傷をするよう
な温度にはなりません。
　
SSA Silent Sliding Ashtray
細部に至るまで美を追求し、スムーズで
ありながら、静かに灰受皿を取出すことが
出来るようになりました。

C810G
Woodburning Stove

北欧神話の月の神、マーニ。
控えめな存在感、あることがあたりまえの月。
家の中を照らす炎は月明かりのように優しく、
安らぎを与えてくれる。

マーニ

Option

ソフトクロージングドア／軽く押すだけで、ゆっくり
とドアが閉まります。

ホットプレート／あたたかいポットややかんの
保温ができるトッププレート。（煙突は背面出しの
場合のみ使用できます）

365ｍｍ

465ｍｍ

950ｍｍ

コンツーラC810Gマーニ
定格出力 ： 5.0kW（4,300kcal/h）
最高出力 ： 7.0kW（6,020kcal/h）
熱効率 ： 81%

薪最大長さ ： 約33cm

本体寸法 ： W465×D365×H950mm

本体重量 ： 80kg

本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥528,000（税抜価格：￥480,000）
オプション ： 外気取入れキット ￥29,150（税抜価格：￥26,500）
　 ： ソフトクロージングドア ¥45,100（税抜価格：￥41,000）
　 ： ホットプレート ￥16,500（税抜価格：￥15,000）

受注

受注発注品受注
納期がかかりますので、担当者にご確認ください。

暖房能力目安

約17～28畳

国際デザインアワードを
ダブル受賞
 優れたデザインのプロダクト
に与えられる国際的デザイン
アワードをダブル受賞。特徴
的な楕円形のデザインで、小
型でありながら高性能。革新と
デザインに与えられた賞です。

※写真はイメージです
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コンツーラC51ヤンソン
定格出力 ： 5.0kW（4,300kcal/h）
最高出力 ： 7.0kW（6,020kcal/h）
燃焼効率 ： 81%

炉開口寸法 ： W350×H300mm

本体寸法 ： W495×D420×H825mm

本体重量 ： 128kg

本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥462,000（税抜価格：￥420,000）
オプション ： 外気取入れキット
   ￥29,150（税抜価格：￥26,500）

C51ヤンソン
Woodburning Stove

炎と料理の誘惑
スウェーデンの料理といえば、「ヤンソンさんの誘惑」。

かんたんで香りが良く、しかも美味しい。

天板はフラットに仕上げ、炉は最大限に大きくしました。

コンパクトで、最新機能を搭載したこだわりの薪ストーブです。

暖房能力目安

約17～28畳

広い天板／ケトルや鍋で手軽に料理を楽しめます。

外気取入れ口／屋外より、燃焼用空気を取り入れ
ることができます。

取っ手／丸みを帯びたやわらかい形状。グローブを
したままでも、つかみやすいデザインです。

給気レバー／１つのレバーで燃焼用給気を調節。
コンツーラ自慢のシルクファイヤーを楽しめます。

効率の良い対流構造／本体を鋳物で仕上げ、側面
は2重の対流構造。熱効率と蓄熱性を上げています。

420ｍｍ

495ｍｍ

825ｍｍ

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式26 27



C35T

コンツーラC35Tスモーランド
定格出力 ： 5.0kW（4,300kcal/h）
最高出力 ： 7.0kW（6,020kcal/h）
燃焼効率 ： 80%

炉開口寸法 ： W350×H370mm

本体寸法 ： W550×D430×H1,650mm

本体重量 ： 320kg

本体色 ： マットブラック
価　格 ： ￥1,133,000（税抜価格：￥1,030,000）
オプション ： 外気取入れキット
  ￥29,150（税抜価格：￥26,500）
 ： パワーストーン  

  ￥88,000（税抜価格：￥80,000）

受注

スモーランド

※価格は総額表示です。

クリーンバーン方式

受注発注品受注
納期がかかりますので、担当者にご確認ください。

Woodburning Stove

●優れた蓄熱性能／上質なソープストーンで仕上げられた本体に、
パワーストーンを内蔵。蓄熱性が高く、少ない薪でやわらかな輻
射熱が長時間続きます。
●正面ガラスは特殊加工のミラー仕上げ。
●ハンドル＆ラッチにより、力を入れず容易に扉を開閉できます。

本体内部のパワーストーンと表面
外装のソープストーンにより、薪
10kgの燃焼で12時間以上の輻射
熱を放射しています。

レッド ドットデザイン賞受賞

100

薪投入

薪3回投入

パワーストーン

0 4 16時間

コンツーラ C35T スモーランド ソープストーン表面温度測定

温度（℃）

ソープストーン表面

550ｍｍ

1,650ｍｍ

430ｍｍ

ソープストーン仕上げ

インテリア・自然・エコの三位一体
「南は子のため、北は孫のため」自然と向き合い、植林を進めるスウェーデンの人々は、

自然を大事にするからこそ、自然の大切さも知っています。

環境を重視し、少ない薪で最高のパフォーマンス。

コンツーラが追及する究極の薪ストーブです。

C35Lリンネ
Woodburning Stove

モノトーンから広がる世界
自然に囲まれたスウェーデン･スモーランド州マルカリッド。

コンツーラ、そして有名な植物学者リンネ博士の故郷です。

一面モノトーンの厳しい冬に終りを告げるのはスモーランドの州花「リンネ草」。

モノトーンの中に咲く炎「シルクファイヤー」を

咲かせるのは冬を暖かくする薪ストーブ「リンネ」。

暖房能力目安

約17～28畳

暖房能力目安

約17～28畳

550ｍｍ

1,100ｍｍ

430ｍｍ

コンツーラC35Lリンネ
定格出力 ： 5.0kW（4,300kcal/h）
最高出力 ： 7.0kW（6,020kcal/h）
燃焼効率 ： 80％
炉開口寸法 ： W350XH370mm

本体寸法 ： W550XD430XH1,100mm

本体重量 ： 116kg

本体色 ： ホワイト
価格 ： ￥693,000（税抜価格：￥630,000）
オプション ： 外気取入れキット ￥29,150（税抜価格：￥26,500）

受注

シルクファイヤー／観客を魅了するバレリーナ
を思わせるしなやかにゆったりと舞う炎。
その上品さからシルクファイヤーと呼ばれて
います。

ガラストップ／光沢、反射、鋳物の美しさとの
対比。モノトーンのアクセントを表現したガラス
トップ。

外気取入れ／シルクファイヤーをつくり
出す新鮮空気は、あたためられ、炉内へと
流れていく。美にこだわり外気取入用の
パイプは本体内部に納めることができる。

ハンドル／「握る、開ける、閉じる｣あたり前の
動作を容易にしたゆるやかなカーブは機能美
に溢れている。

蓄熱タイプ 三面ガラス三面ガラス

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式
受注発注品受注

納期がかかりますので、担当者にご確認ください。

28 29



Nectreは「natural（自然）」「energly（熱）」「center（中心）」を組み合わせた言葉です。

1977年にPeter Cannonによって設立され、その頭文字を取ったPECANという名のメーカーから

生まれました。自然な炎の暖かさを伝えるネクターの薪ストーブは、日本では「ピキャン」という

ブランド名で親しまれてきましたが、2018年、本国に合わせブランド名をネクターに統一致しました。 

かつてオーストラリア大陸は、森林に覆われていました。アングロサクソンの入植が盛んになり、

家畜のための牧草地をつくるため、また入植が進むにつれ開墾され、多くの森林が伐採されて

いきました。いまでは当時の8％ほどの森林が残るのみとなっています。オーストラリアにそびえる

ユーカリの森林は、その中で生き残り、世界で最も高い顕花植物、広葉樹として有名です。

火力が強く、長時間燃え続け、しかも非常に堅い良質な薪となるユーカリは、オーストラリアの

薪ストーブの発展に大きく関わってきました。アメリカやヨーロッパでのソフトウッドを中心に燃やす

薪ストーブとは一線を画し、ユーカリを中心としたハードウッドの火力に耐えうる丈夫な薪ストーブの

開発に取り組みました。厚い鉄板を溶接して作られたシャープなフォルムは、炎をきわ立たせ、洋風、

和風を問わず、様々なインテリアに合わせることのできるシンプルデザインであり、安らかな暖かさを

与えてくれます。

40年以上続く、クラフトマンシップはいまでも健在で、オーストラリアのみならず、ヨーロッパ、アメリカを

はじめ多くの国々で認められ、オーストラリアを代表するストーブブランドになりました。

ネクターは40年以上の歴史を持つ

オーストラリアの薪ストーブブランドです。

ネクター（オーストラリア）

Australian Made®

With a Nectre fireplace, you’re also choosing reliability and quality. 
We’ve been crafting fireplaces in South Australia since 1978, 

which has earned Nectre an excellent reputation locally and all over Australia.

炎の質にこだわった昔気質のクラフトマンシップと最新のテクノロジーの見事な融合。
薪ストーブだけが与えてくれる、安らかな温かさ。

ネクターは「炎がつくり出す暖かさ以外に幸福を与えてくれるものはない」と考えています。
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ピキャンオーブン
定格出力 ： 11.0kW（9,460kcal/h）
最高出力 ： 15.0kW（12,900kcal/h）
炉開口寸法 ： W350×H260mm

本体寸法 ： W550×D560×H825mm

本体重量 ： 120kg

価　格 ： ￥572,000（税抜価格：￥520,000）

Wood F ired Ovens

一次燃焼用給気ダイヤル／使い勝手を追求
したシンプルなダイヤル式。（右はオープン、左
はクローズ）

ドアハンドル／味わい深いシルバーの質感
のドアハンドル。

扉用温度計／オーブン室の扉に装備。オーブン
の温度目安になります。

オーブン内温度計／こだわり料理は温度が
大切。オーブン内部の温度がわかる便利アイ
テムです。

オーブンラック・オーブントレイ／料理を楽
しむための、オーブン室内用ラックとトレイ
を標準装備。

550ｍｍ

825ｍｍ

560ｍｍ

冬が待遠しい
家族で楽しむ炎と料理。

遊びの要素がたっぷり詰まったクッキングストーブです。

※価格は総額表示です。

クリーンバーン方式

暖房能力目安

約37～60畳 COOKINGPECAN OVEN
ピキャンオーブン

専用オーブンを装備した
本格派クッキングストーブ

薪ストーブでありながら、料理をこなす本格派。

遊びの要素がたっぷり詰まったクッキング

ストーブです。特徴であるオーブン室は、

燃焼で生じた排気熱を密閉された2重構造の

隙間に循環させて、オーブン全体を暖めて

います。また薪ストーブ料理を最大限に楽し

むため、オーブンラック、オーブントレイ、

オーブン内温度計が付属しています。
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PECAN OVEN 燃焼システム 

　　直接排気

焚きつけ時は直接排気により炉内温度を高める。

　
　　燃焼用給気

焚きつけ時は一次燃焼用給気を全開にし燃焼を促進。

二次燃焼給気は扉上部より入り、エアーカーテン

（ガラスの内側に空気が流れ、ガラスを汚れにくくする）

と二次燃焼空気の取り入れ。

　
　　オーブン用排気ルート

バイパスダンバーを操作することにより、オーブン全体

に熱が伝わる。排気はサイドを通り、下部に流れ煙突

へ抜けていく。

ピキャンオーブン  /  PICK UP Cooking Stove

炎がつくり出す暖かさ以外に、幸福を与えてくれるものはない。
人が集まり、あふれる笑顔とともに皆が料理を楽しむ光景。

そこにあるのがピキャンオーブン。

クックトップカバー
クックトップカバーを開けれ
ば、直火を利用できます。強
火で旨みを閉じ込めるグリル
料理など、様々な料理を楽し
めます。

アッシュベッド
灰受けを設けず、そのまま灰を溜
め炉床に敷き、固めることにより
火持ちをよくし、オーブン内の温度
のバランスを保ちます。灰の助燃
効果という自然の力を利用。
アッシュベッドとよばれています。

ダンパーレバー
燃焼時の排気ルートを切り替え、
オーブン室の温度を上昇させます。

オーブン室
アレンジを加えたオリジナル料理も手軽に楽しめます。

ドア（NECTREロゴ入）
扉部分は鋳物を採用してます。

S t o v e  C o o k i n g  1
p i z z a

ピキャンオーブン（PECAN OVEN） × ピザ　

薪ストーブでピザといえば、定番の薪ストーブクッキングですね。

炉内で熾き火をつくり、ゴトクやクッキングスタンドを使用してピザを焼きます。

ピキャンオーブンの特徴は燃焼室とは別にオーブン室があるおかけで、ピザを焼くのがとっても簡単。

ピキャンオーブンで作ったピザは、やっぱりおいしい。何より手軽さが一番の魅力です。

材料
薪火で焼きあげるピザは、ひと味違います。
手軽な市販のピザ生地でも美味しいピザが楽しめます。

トッピングはシンプルに
ピザソース・マッシュルーム・ベーコン・ルッコラ
とろけるチーズ etc...

※もちろんトッピングはお好みの食材で。

①オーブントレーにクッキングシートを敷き、ピザ生地を
のせます。
②ピザソース・マッシュルーム・ベーコン・ルッコラ等の
お好みの食材をトッピングし、その上にチーズをたっぷり
のせます。
③あとは、ピキャンオーブンのオーブン室で焼くだけ。
　オーブン室の上段と下段では温度が違うので注意が必
要です。
④こんがりピザ生地がキツネ色になり、チーズがとろけて
きたらできあがり。
　火力などによりますが、3～7分程度。
　オーブン室内の上段と下段で焼きあがり加減も違って
きます。
⑤もっちりした食感の、おいしいピザのできあがりです。
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ピキャンバロッサ
定格出力 ： 14.0kW（12,040kcal/h）
最高出力 ： 18.0kW（15,480kcal/h）
炉開口寸法 ： W495×H250mm

本体寸法 ： W690×D565×H828mm

本体重量 ： 220kg

オーブン内段数：3段
価　格 ： ￥770,000（税抜価格：￥700,000）

Wood F ired Ovens

暖房能力目安

約45～72畳 COOKINGPECAN BAROSSA
ピキャンバロッサ

炎がつくり出す暖かさ以外に
幸福を与えてくれるものはない

一本の電話がきっかけでした。

オーストラリア先住民より「コンパクトなクッキングストーブはできないか」

という問い合わせから生まれたピキャンオープン。

人里離れたコミュニティーに設置され、大勢の人が集まり、あふれる笑顔が

そこにありました。

「炎がつくり出す暖かさ以外に幸福を与えてくれるものはない」という言葉

はそのとき生まれ、以来ネクターのコンセプトになりました。

「本格的な料理と大きな炉」という日本からの要望により、誕生したのが

「バロッサ」です。

828ｍｍ

565ｍｍ
690ｍｍ

1次燃焼の給気調整レバー／炉内への給気
を調整。

2次燃焼給気レバー／二次燃焼、エアーカー
テンの給気調節。

ダンパーレバー／ストーブの燃焼で得られた
熱をオーブンにおくります。

オーブンレバー／オーブン内の温度調整に
使用。

オリジナルアジャスト脚／底面についたアジャ
スターで、薪ストーブ本体の細かな高さ調整
が可能です。

オーブンラック・オーブントレイ／料理にこ
だわる日本人のために、オーブン内にはオー
ブン室内用ラックとトレイが付属しています。

クックトップカバー（直径13cm×2個）
ストーブ天板についた二つのカバーを開ければ、強い火で料理が楽しめます。

※価格は総額表示です。

クリーンバーン方式36 37



S t o v e  C o o k i n g  2
r o a s t  c h i c k e n

ピキャンオーブン（PECAN OVEN） × 鶏の丸焼き　

鶏の丸焼きといえば、よくキャンプやバーベキューなどの際にダッチオーブンを使って、 

焚き火で料理をするアウトドア料理のイメージがありますね。

また、クリスマスパーティーのメインディッシュとしてもお馴染み。

ピキャンオーブンにはオーブン室がある料理が得意な薪ストーブなので、使い勝手は抜群です。

材料
鶏（とり）一羽 約2kg （4～6人用）

★マジックソルト 適量
★タイム 適量
★オレガノ 適量
★セイジ 適量
★ローズマリー 適量
★ガーリックパウダー 適量
★塩 適量
★コショウ 適量

中抜きしたとりに★の香辛料をよく擦り込んで下味をつ
けておく。

①ピキャンオーブンのオーブン室の温度をチェック。
　オーブン室を約180度～200度をキープするように、
　薪の量とエアの調整・熾き火をつくります。
　専用のオーブン用サーモメーターがあると便利です。
②火力にもよりますが、約1時間半程度かけてじっくり
鶏を焼き上げます。

③時折りトレーの向きを変えてあげると良いですよ。
④おいしい鶏の丸焼きの出来上がり。

ネクター15CB
定格出力 ： 13.0kW（11,180kcal/h）
最高出力 ： 15.0kW（12,900kcal/h）
燃焼効率 ： 79％
炉開口寸法 ： W340×H255mm

本体寸法 ： W460×D516×H725mm

本体重量 ： 90kg

価　格 ： ￥269,500（税抜価格：￥245,000）

マーク2ネクターCB
定格出力 ： 18.0kW（15,480kcal/h）
最高出力 ： 20.0kW（17,200kcal/h）
燃焼効率 ： 61％
炉開口寸法 ： W495×H235mm

本体寸法 ： W795×D533×H680mm

本体重量 ： 120kg

価　格 ： ￥462,000（税抜価格：￥420,000）

ネクター15CB/SS　サイドヒートシールド付
定格出力 ： 13.0kW（11,180kcal/h）
最高出力 ： 15.0kW（12,900kcal/h）
燃焼効率 ： 79％
炉開口寸法 ： W340×H255mm

本体寸法 ： W546×D516×H725mm

本体重量 ： 93kg

価　格 ： ※サイドヒートシールド付 ￥324,500（税抜価格：￥295,000）

Woodburning Stove

暖房能力目安

約37～60畳15CB
ネクター

Woodburning Stove

暖房能力目安

約37～60畳15CB/SS
ネクター

コンパクトサイズでも高出力なモデル。
鋼板性独自のデザイン。
操作もメンテナンスも簡単なコンパクト、高出力なコストパフォーマンスに優れたモデルです。

50cmの薪が入る大型モデル。
和でも洋でもマッチするシャープなデザイン。
トッププレート部は二段になっており、下段で沸かしたお湯を上段で保温する
といった使い方も楽しめます。

ネクターシリーズは、鋼板製。小型でも出力が大きい機種が揃っています。

546ｍｍ

725ｍｍ

516ｍｍ

460ｍｍ

725ｍｍ

516ｍｍ

795ｍｍ

680ｍｍ

533ｍｍ

ネクター15にサイドヒートシールドを
取りつけ、側面の輻射熱を低減し、
空気対流を促進します。

マーク
暖房能力目安

約50～80畳

Woodburning Stove

CBMK2ネクター

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式
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Piatto（ピアット）セット F-464

ゴトクG109 

薪ストーブを使う上で、あるとうれしいハースラグ。

ハースラグという名前は日本ではあまりなじみのない名前ですが、

イメージするならば、昔ながらの暖炉前に敷いてあるじゅうたんの

事です。

もちろんなくてもストーブは使えますが、あるのとないのでは実は大

きく変わる事があるのです。

ハースラグの本来の目的は床の保護なので、まず、第一に燃えにくい

事が大切です。

火の粉から床を守るじゅうたんが燃えてしまっては元も子ないので、

はぐみじゅうたんの素材は難燃性のウールを使用しております。

ウールは火の粉が飛んできても表面を焦がすだけで燃え拡がり

ません。

薪ストーブを使っていれば火の粉の一つや二つ飛んできますし、

どこに飛ぶかわからないので、ハースラグがあると安心です。

ウールといえばやはりイメージするのはセーターではないでしょうか。

暖かさの象徴ですね。

最近では登山用の下着や、手袋などにも使われます。

保温力があり、そして自然素材なので肌に優しいのがその理由。

じゅうたんを含め、肌に直接触れるものなので、やっぱり優しい素

材がいいですよね。

そして、意外と使ってからありがたみがわかるのが、膝をつく時に

痛くない事。

厚みがあり、密度の高いはぐみじゅうたんはクッション性が高く、

膝をつくのが苦になりません。

焚き付けする時などはまだ床も冷たいですが、これも解決します。

大きいタイプを敷けば、そのまま寝そべっても床の固さを感じずに

過ごせますので、薪ストーブが土間に設置されている方に特に

オススメです。

でもそのまま寝て風邪を引かないように注意してくださいね。

薪ストーブを使っていて逃れられないのが灰や木屑との戦いですが、

これも密度の高いハースラグなら、中まで入り込まないので、掃除が

とても楽になります。

まさに「薪ストーブのためのじゅうたん」といっても過言ではありません。

その中でも特にメトスがオススメするのがハグみじゅうたんです。

日本人による、全ての家庭のための、ハースラグ。

世界に誇るおもてなしの精神を感じる事ができます。

薪ストーブの前には家族が集まり、炉内では大切に育まれた炎が

煌 と々燃え、そこに「ハグみじゅうたん」があればきっと、明るく暖かな

家族愛が育まれる事でしょう。

家族で愛を育む場所

アクセサリー選びはストーブライフの楽しみです。

南部鉄器やFERLEON（フェレオン）など本格的な料理もできる

アイテムを取り揃えてあります。

薪ストーブを楽しむための名脇役。

FERLEON ラウンド鍋（フタ付）

トリベット 星

Stove
Accessories
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暖　炉

Fireplace
　家族でひとつの火を囲む。この豊潤な時間の価値は時を越えても変わりません。住まいに

火を持ち込み、世界中で囲炉裏を発展させてきたわたしたちですが、暖炉を生んだのは

中世のヨーロッパでした。

　建物が耐火性のある石造りや煉瓦造りになり高層化していくと、壁の中に火を納め、

煙突を設けて建築と一体化する暖房が考案されました。暖炉のはじまりです。平屋でしか

使えない囲炉裏と違って暖炉は各階に設けることが可能。住宅設計は暖炉の登場によって

大きく変わったのです。

　人が集まる暖炉は、家の顔。炉の周囲には、石・煉瓦・木・タイルなどによって飾り枠が

つくられ、マントルピースと呼ばれるようになりました。そのデザインは、ルネサンス期、

バロック期などそれぞれの時代らしい多様な装飾が施され、マントルピースの上は彫刻

などを置く棚に。現在でもマントルピースは、家族の写真や置き時計や美術品などを

飾るスペースになっていますが、その伝統はこの頃からのものだったのです。

　家の中で最も大切な場所となった暖炉。その両側には長椅子が置かれ、イギリスでは

このスペースをイングルヌック、またの名をチムニー・コーナーと呼ぶようになりました。

家族はここに集まって暖まりながら時を過ごし、冷え込む夜はここで眠りについたといいます。

イングルヌックは、まさにぬくぬくの家族空間だったのです。

　時代は下って、20世紀の建築家がこのイングルヌックに注目しました。有名なところでは、

帝国ホテルを設計したフランク・ロイド・ライトが住宅設計に取り入れます。彼がめざしたのは、

マントルピースの華やかさを競うような暖炉ではなく、家の核としての暖炉の復活。家族で

火を囲む生活の原点回帰でした。Ｆ・Ｌ・ライトをはじめとして、現代建築家が暖炉に

注目するのは、暖炉の価値が時代を超越するものだからにちがいありません。

　最新の暖炉も、アート感覚あふれる斬新なものが多く見られます。これは、建築家たちが

再発見した暖炉文化を正統に受け継いだものといえるでしょう。

　いま暖炉は、手間がかかるという意味において、とてもぜいたくなものになってしまいました。

薪を調達し、薪を割り、薪をくべる。このたいへんな仕事こそ、家族が集まる中心をつくる

大切ないとなみ。便利なだけの暖房とは次元のちがう価値が、暖炉にはあるのです。

　火を眺めながらくつろぐ。家族や友人たちと至福の時を過ごす。家の真ん中に火を置く

ことで、人生は大いに豊かになります。あなたの家族の中心にも、ぜひ暖炉を復活させて

ください。

暖炉は、永遠に
家族の中心でありつづけます。
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コンツーラ
（スウェーデン）

暮らしの中心となる家、その内装、インテリアにこだわる北欧の人たちを満足させる高級で洗練された佇い。
「あたたかいは家にある」薪ストーブの王様といわれるコンツーラが開発したフリースタンディング暖炉の逸品。

■  進化したフリースタンディング暖炉
■  住環境に調和したデザインと機能
■  3面ガラスに広がるシルクファイヤー
■  4段階の給気コントロール
■  パワーストーンによる蓄熱

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式
受注発注品　納期がかかりますので、担当者にご確認ください。受注

コンツーラCi51フィーカ
出　力 ： 8.0kW（6,880kcal/h）
熱効率 ： 80％
炉開口寸法 ： W590×H260mm

本体寸法 ： W770×D500×H1,650mm

本体重量 ： 330kg

暖房能力（目安）：41.4～66.2㎡ 25畳～40畳
  ※条件により大きく異なります。
煙突径 ： φ150mm 

本体色 ： ブラック／ホワイト
価　格 ： ￥1,540,000（税抜価格：￥1,400,000）
薪入れ箱 ： ブラック1個￥123,200（税抜価格：￥112,000）

受注

スウェーデンの人たちにとって、最も大切な時間のひとつがＦｉｋａ（フィーカ）です。

スカヴィフィーカ？（お茶しない？）と声をかけ、家族、同僚、友人たちと過ごすコーヒーブレイク。

このさりげないひとときのコミュニケーションが心も体もリフレッシュし、新しいアイデアも生まれ、仕事への意欲につながっていきます。

ひとりではなく、複数の大切な人たちとの時間の共有。これこそフィーカがコーヒーブレイクの芸術といわれる由縁です。

フィーカに重要なものは、おいしいコーヒーとお菓子そして雰囲気。

それを盛り上げるのが現代の住環境に調和したデザイン、大きく広がるシルクファイヤー、大切な誰かを誘いたくなる暖炉、フィーカです。

本体上部に100kgのパワーストーンが搭載され、火が消えてもゆっくりと熱を部屋に還元します。

大切な誰かを誘いたくなる暖炉。

Ci51
F IREPLACE

フィーカ
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火の囲りは人が集まる大切な場所。

暖炉は中世ヨーロッパの時代にはじまりました。

機能を備えた薪ストーブに時代は流れ、

今、機能をもった新しい暖炉の時代がはじまりました。

豊潤な時間の価値は時を超えても変わらない。

700C
F IREPLACE

ヴィスタ

※価格は総額表示です。 クリーンバーン方式 外観は自由設計
受注発注品　納期がかかりますので、担当者にご確認ください。受注

ドブレヴィスタ700C
出力 ： 10.0kW（8,600kcal/h）
熱効率 ： 83％
炉開口寸法 ： W560×H225mm

本体寸法 ： W720×D490×H1,050mm

本体重量 ： 125kg（架台10kg）
暖房能力（目安）：42～99㎡　25畳～60畳
  ※条件により大きく異なります。
煙突径 ： φ150mm 

本体色 ： ブラック
価　格 ： ￥726,000（税抜価格：￥660,000）

受注

前面、側面、背面いずれかに有効開口500㎠以上の対流空気用換気口
（吐出場部、吸込下部一カ所ずつ）の設置が必要です。

ドブレ
（ベルギー）

薪ストーブで培った最新の燃焼技術で創り上げられた安心と満足は、他の追従を許しません。
数々の炎のための技術をふんだんに盛り込んでおり、薪ストーブの暖かさと暖炉の重厚感を同時に味わえる、
貴重な時間を過ごせます。
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手間いらずでクリーンな暖気が味わえます。

着火・消化がワンタッチ。 

対流ファンで室内空気を循環させるため、

いつでも暖炉の炎と暖かさを楽しむことができます。 

いつでもすぐに暖かくなり、
楽しめるのがガス暖炉の特徴です。 

MGF600J
GAS F IREPLACE

MGF600J
型式 ： DU600

本体寸法 ： W840×D345×H840mm（本体寸法）
本体重量 ： 60kg

給排気方式 ： 密閉式・強制給排気方式（FF式)

放熱方式 ： 強制対流式
対応ガス種 ： 12A／13A／LPG／L1／L2／L3／5C／6A

ガス接続 ： ガス用フレキ管（15A）（機器本体に接続されてます）
使用電源 ： 単相100V （電源コード接統）
電源周波数 ： 50Hz／60Hz

消費電力 ： 能力「強」100W・能力「弱」85W

ガス消費量 ： 強：5.58kW（4,800kcal/h）
  弱：3.31kW（2,850kcal/h）
熱効率 ： 82.2%（標準設置状態：2.4m 3曲り）
点火方式 ： 連続放電ダイレクト点火
安全装置 ： 立消え安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、
  爆発点火防止装置、室温異常消化装置、
  消し忘れ防止装置（切タイマー）、ファン回転検知、
  風圧検知装置、停電安全装置
本体色 ： ブラック
給排気最大延長 ： 10m 4曲り
給気ホース・排気筒径（mm）：給気φ60、排気φ60＋断熱（隠蔽部）
付属品 ： 標準据付部品一式、取扱説明書（保証書付）、
  ワイヤレスリモコン
暖房のめやす ： 16畳(コンクリート）、12畳（木造）
本体販売価格 ： ￥902,000（税抜価格：￥820,000）

給排気トップ
給気筒

排気筒

GAS Fireplaces ガス暖炉
（日本）

暖をとるためだけではなく、おもてなしとしての炎。暖を目的とした家庭用、
そして炎の形もデザインするガスオブジェ。パブリックの空間に訪れたお客
様が思わず足を止めてしまう、おもてなしの炎を提供いたします。

鈴鹿サーキット　レストランホールＳ-ＰＬＡＺＡ　グリルレストラン・バーＳＨＵＮ
設計：株式会社神谷デザイン事務所　施工：株式会社乃村工藝社

ガスオブジェ・ユニットタイプ／強制給排気（ＦＦ）式
GOU‐110（バーナー3連型　開口面全タイプ共通）
本体外形 ： W1730×D540×H1,591～1,658（重量 215㎏）
電気容量 ： 単相‐100V‐190W

ガス種 ： 都市ガス（13Ａ）又はLPG

ガス消費量 ： 11,000kcal/h

構成品 ： 本体、排気ファン、消音マフラー、操作盤
   遠方スイッチ、耐熱強化ガラス
価　格 ： ￥6,600,000（税抜価格：￥6,000,000）

ガスオブジェ・ユニットタイプ／強制給排気（ＦＦ）式
GOU‐73（バーナー2連型　開口面全タイプ共通）
本体外形 ： W1332×D540×H1,411～1,508（重量 165㎏）
電気容量 ： 単相‐100V‐190W

ガス種 ： 都市ガス（13Ａ）又はLPG

ガス消費量 ： 7,300kcal/h

構成品 ： 本体、排気ファン、消音マフラー、操作盤
  遠方スイッチ、耐熱強化ガラス
価　格 ： ￥6,270,000（税抜価格：￥5,700,000）

まずは炎のお出迎え。

暖をとるためではなく、おもてなしとしての炎。

絶え間なく揺れる炎の波と影がオブジェとなって

お客様をお迎えいたします。

空間を彩るフォーカルポイント。

やまぐち・湯田温泉　古稀庵（こきあん）
設計：（株）石井建築事務所　施工：清水建設（株）

ガスオブジェ®ユニットGAS object unit
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オーダーガスオブジェOrder GAS object

置く場所を最大限に活かし、炎の形までもデザインします。

オーダーメイドの神髄。

パレスホテル東京　ロビーラウンジ「ザ パレス ラウンジ」

ウィズザスタイル福岡

The LUIGANS（福岡・海の中道）　
設計：A.N.D. 　施工：（株）オオモリ総建

ウォールナッツ（西麻布）　
設計：シゲジデアインワークス　施工：（株）マスブチ

オーダーメイド
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オーダー暖炉

施設用、家庭用を問わず、オーダーメイド暖炉を数多く手掛けてまいりました。

世界から見れば、まだまだ少ない日本のオーダーメイドの暖炉実績。

その中でもメトスは豊富な経験で、ご一緒に創り上げる、頼りになるパートナーを目指しています。

必ず満足いただける暖炉をご提供いたします。

日本で癒しという言葉が使われなかった時代から、
メトスは薪ストーブ・暖炉の専門家です。

Order Fireplaces

アスタナガーデン（多摩センター）設計／プレステージジャパン

戸隠ガールスカウトセンター
設計／内井昭蔵建築設計事務所
施工／（株）守谷商会

森永高滝カントリークラブ（レストラン）
設計／レーモンド設計

ベルグラビア カントリー倶楽部
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METOS Chimney メトスチムニ

炉をあらわす土に火をくべ、西に出すと煙という字になります。
西から出る煙はご先祖様に幸せに暮らしていることを知らせるものでした。

煙突のはじまりです。暖炉、薪ストーブには、煙突は欠かせません。

小さな薪から火を育て、上昇気流が起こり、煙が屋外へと出ていきます。

幸せで楽しい、暖炉、薪ストーブライフをおくるため、煙突は良いものを選びたい。

立ち上げ方もさまざま、デザインによって印象も変わります。

丸トップ

断熱煙突

屋根フラッシング

支持バンド

薪ストーブ本体

屋根廻りをフラッシング

で覆い、廻りを板金など

で雨仕舞します。屋根と

一体化し、真っすぐに立

ち上がった断熱煙突がそ

のまま見える、シンプルで

人気のある納まりです。

丸トップ

アウターサポート

断熱煙突

めがね石

薪ストーブ本体

壁面にめがね石を納め、外

壁に沿って屋根の上まで断

熱煙突が立ち上がり、煙突

が建物のアクセントとなるタ

イプです。

丸トップ

囲いフラッシング

断熱煙突

支持バンド

薪ストーブ本体

煙突囲いから立ち上がる煙突

と丸トップがアクセントとなる

人気のある納まりです。煙突

囲いが水返しとなり雨仕舞に

優れ、煙突の固定もしっかり

できます。煙突囲いには、タイ

ル、塗装、板金などお好みの

デザインに仕上げることによ

り、外観の印象も変わります。

角トップタイプ 囲いフラッシングタイプ 壁貫通タイプ 屋根フラッシングタイプ

断熱煙突

雨仕舞付角トップ

支持バンド

薪ストーブ本体

煙突囲いにかぶせるルーバー

付きのトップです。内部には

防風板、結露防止の断熱材、

防鳥網が装備され、風にも雨

仕舞にも優れた高性能で見た

目にも高級感のあるトップで

す。天板のみの取り外しが可

能で、メンテナンスの作業性

もアップします。
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ROCK350TBROCK500TB

SPECIFICATION 薪ストーブ仕様一覧

機種 760WD 640WD 540WD

定格出力
11.0kW

（9,460kcal/h）
9.0kW

（7,740kcal/h）
6.5kW

（5,590kcal/h）
8.0kW

（6,880kcal/h）
9.0kW

（7,740kcal/h）
7.0kW

（6,020kcal/h）
7.0kW

（6,020kcal/h）
9.0kW

（7,740kcal/h）

最高出力

本体幅／mm W780 W660 W540 W525 W690 W505 W510W660

本体奥行き／mm D565 D565 W510 D475 D445 D445 D375D375

本体高さ／mm H800 H760 W740 H790 H690 H685 H745H745

本体重量／kg 190 170 140 120 155 125 120/125140/145

炉開口寸法／mm W560×H255 W440×H220 W350×H190 W410×H250 W560×H195 W380×H195 W410×H235W540×H235

本体色 マットブラック マットブラック マットブラック マットブラック マットブラック マットブラック マットブラックマットブラック

最大薪長さ／cm 約55 約45 約35 約40 約50 約35 約35約50

暖房能力／m2※ 53.8～86.1 45.5～72.9 35.2～56.3 41.4～66.2 45.5～72.9 37.3～59.6 37.3～59.645.5～72.9

暖房能力／畳※ 32.5～52 27.5～44 21.3～34 25～40 27.5～44 22.5～36 22.5～3627.5～44

燃焼効率／％ 80.2 80.0 82.0 80.0 84.2 83.0 80.080.0

外気取入れ機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

ピアットF464（別売） ○ ○ ー ○ ○ ○ ○○

ゴトクG109（別売） ○ ○ ー ー ○ ○ ○○

13.0kW
（11,180kcal/h）

11.0kW
（9,460kcal/h）

8.5kW
（7,310kcal/h）

10.0kW
（8,600kcal/h）

11.0kW
（9,460kcal/h）

9.0kW
（7,740kcal/h）

9.0kW
（7,740kcal/h）

11.0kW
（9,460kcal/h）

525CBJ
ヴィンテージ

50
ヴィンテージ

35
ROCK

350TB/WB
ROCK

500TB/WB

※条件により大きく異なります。

機種 ピキャンオーブン ピキャンバロッサ ネクター15CB ネクター15CB/SS マーク2ネクターCB

定格出力
11kW

（9,460kcal/h）

最高出力

本体幅／mm W550

本体奥行き／mm D560

本体高さ／mm H825

本体重量／kg 120

炉開口寸法／mm W350×H260

62.1～99.4

37.5～60

暖房能力／m2※

▲

暖房能力／畳※

約30

燃焼効率／％

最大薪長さ／cm

外気取入機能

オーブン

ー

○

15kW
（12,900kcal/h）

14kW
（12,040kcal/h）

W690

D565

H828

220

W495×H250

74.5～119.2

45～72

▲

約45

ー

○

18kW
（15,480kcal/h）

13kW
（11,180kcal/h）

W460

D516

H725

90

W340×H255

62.1～99.4

37.5～60

79

約30

ー

ー

15kW
（12,900kcal/h）

13kW
（11,180kcal/h）

W546

D516

H725

93

W340×H255

62.1～99.4

37.5～60

79

約30

ー

ー

15kW
（12,900kcal/h）

18kW
（15,480kcal/h）

W795

D533

H680

120

W495×H235

82.8～132.5

50～80

61

約50

ー

ー

20kW
（17,200kcal/h）

※条件により大きく異なります。　　▲クッキングストーブは燃焼効率計測なし

機種

定格出力
5.0kW

（4,300kcal/h）

最高出力

本体幅／mm W550

本体奥行き／mm D430

本体高さ／mm H1,100

本体重量／kg 116

炉開口寸法／mm W350×H370

本体色 ホワイト

最大薪長さ／cm 約35

暖房能力／m2※ 29～46.4

暖房能力／畳※ 17.5～28

燃焼効率／％ 80.0

薪入れ ー

外気取入れ機能 ○

ゴトクG109（別売）

ピアットF464（別売） ー

○

7.0kW
（6,020kcal/h）

C35L
リンネ

5.0kW
（4,300kcal/h）

W495

D420

H825

128

W350×H300

マットブラック

約36

29～46.4

17.5～28

81.0

ー

○

○

○

7.0kW
（6,020kcal/h）

C51
ヤンソン

5.0kW
（4,300kcal/h）

W550

D430

H1,650

320

W350×H370

マットブラック

約35

29～46.4

17.5～28

80.0

ー

○

ー

○

7.0kW
（6,020kcal/h）

C35T
スモーランド

5.0kW
（4,300kcal/h）

W465

D365

H950

80

W250×H420

マットブラック

約33

29～46.4

17.5～28

81.0

○

○

○

ー

7.0kW
（6,020kcal/h）

C810G
マーニ

6.0kW
（5,160kcal/h）

W580

D510

H1,288

250

W340×H360

マットブラック

約36

37.3～59.6

22.5～36

86.0

○

○

○

○

9.0kW
（7,740kcal/h）

C620G
ブラギ

※条件により大きく異なります。

【特記事項】

1. 出力はメーカー発表値です。実際の出力は薪の樹種、乾燥度、燃やし方などで変動します。
 また、建物の構造、機器の設置場所、煙突のルートなどにより違いが出ます。
2. 暖房のめやすは「温暖地での木造」を最小値、「寒冷地でのコンクリート（造）」を最大値として算出しております。
 （社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準により。）
 ①温暖地の「木造」とは、室内外温度差が15°Cの地域（東京、大阪など）で、1重窓で断熱材なしの木造建住宅を指します。
 ②寒冷地の「コンクリート」とは、室内外温度差が30°C以上の地域（札幌など）で、2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。

※計画換気設計において、居室内が必要以上に負圧にならないよう給気口の有効開口面積を確保してください。

【使用上の注意】

1. 暖炉・ストーブは、よく乾燥した薪を燃料とし、炉の容量に合わせた量をお使いください。
 （薪を大量に燃焼させると、高温になり過ぎ危険を伴います。）
2. 暖炉・ストーブを「焼却炉」として使用することは、有毒ガスの発生、炉内部の急激な温度上昇などにより、
 本体や煙突の耐久性を弱める原因となりますのでおやめください。
3. 暖炉・ストーブは使用していると、煙突の内部に煤が溜まり、付着した煤が発火し煙道火災の原因になり、大変危険です。
 使用頻度に応じて、点検・清掃をしてください。（シーズン毎に最低1回以上）
4. 本体・煙突・本体廻りの改造は暖炉本来の機能を損なうため、引き渡し後の改造はおやめください。

暖炉・ストーブ設置の際には、関連法令・条例等を遵守してください。

暖炉・ストーブ設置、煙道取付及び暖炉・ストーブ廻りの化粧工事までお受けしております。

規格品以外の暖炉やアクセサリーの設計・施工も行っております。

お引き渡し後の暖炉・ストーブ、煙突のメンテナンスは当社指定業者がお受けします。

メトスプラン集をはじめ、各種資料、図面を用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

商品の仕様、寸法等を予告なく変更することがあります。ご了承ください。
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薪ストーブは種類によって大きさも性能も異なります。
インテリアやお部屋のスペースにあった薪ストーブを実際にみて選んでいただきたいと思っています。

本当にいい商品は、実物に触れて感じていただきたい。そのためのメトスショールームです。

世界で販売されている薪ストーブを展示しております。

長く使うものだからこそ、ぜひショールームで実物に触れて大きさを実感してください。

薪ストーブは暖かい。

そんなあたりまえの事を今更……と言う事ではなく。

新しいお家に薪ストーブを導入したいと思っても、

家を建てる前は｢薪はどうしよう？平日は家にいないし、使わなきゃ勿体無い……｣と

高いハードルだと感じている人は多いのではないでしょうか？

スウェーデンでは人が多く集まるところへわざわざ行くよりも、自宅で家族の時間を大切にしたい。

幸せな生活を送るには、家を豊かにしたい。と考える人が多いそうです。

薪ストーブは暖房というより“家族でリラックスする、癒しの時間を演出する”アイテムと言えるでしょう。

「心地よい時間」にこだわる、スウェーデン人の家での過ごし方を参考にしてみてはいかがでしょうか。

きっとあなたの生活も幸せなものになると思います。

ショールームのご案内Metos Showroom
暖炉、薪ストーブ、アクセサリー、サウナ、浴槽を展示しております。
どうぞ、お気軽にお越しください。
※ショールームの展示物は、それぞれ異なりますのでお越しの際には、お問い合わせください。

「人」の「心」と「体」をあたためる　　　                の事業Metos Business
「豊かさと夢の実現」メトスの目指すテーマです。
炎の赤は幸せの色といわれています。赤は西洋では、アクアとなり水を意味します。
幸せを生む火と水。暖炉・薪ストーブ、サウナ、温浴、介護浴槽。
幸せな暮らしのお手伝いをいたします。

東京ショールーム
〒104-0045
東京都中央区築地6-16-1（築地616ビル）
TEL：03-3542-0573（代） FAX：03-3544-1874

大阪ショールーム
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-6-6 大阪華東ビル
TEL：06-4803-0168（代） FAX：06-4803-0456

■メトスカールバーンシリーズ（アウトドアサウナ） ■ファイテンサウナ

大自然を存分に楽しむ

■サウナと温浴設備 ■プライベートサウナ ■介護浴槽・介護用システムバス

長い歴史で培った、知識・経験を生かし最良のサウナの提案をします。

アスリートのボディケアとコンディションをサポート

東京ショールーム 大阪ショールーム

体の状態に合わせて、さまざまな組合わせでお使いいただけます。
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K14-2212-SK5,000

お問合せ先

ホームページアドレス http://www.metos.co.jp

煙突の掃除と点検は、使用頻度によりますが、少なくとも1年に1度必要です。

METOSは、社会課題解決の意識を高め、

コーポレートステートメント”「人」の「心」と「体」をあたためる”を通じて

企業の社会的責務（CSR活動）とともに、

「持続可能な開発目標（SDGs）」に対しても主体的に取り組んでいます。

当社が行なっているその日々の活動はSDGsの考え方に一致するものであり、

積み重ねた知識や技術を活かしていくことで、

地域・環境問題への配慮ならびにグローバルな社会貢献、

課題解決につながるものと考えています。

「あたためること」からはじまる温もりのある毎日

「あたためること」が生むやさしさと豊かで健康な生活

「あたためる文化」から広がる国境を越えた絆

 

シンボルマーク
ゆらゆらと揺れる炎がモチーフです。
3色は「炎」「湯気と水」「エコロジー」を表現しており、
同時に「光の3原色」でもあります。

コーポレート・ロゴタイプ
私たちのポリシーは「常に人を中心に考えること」です。
中心に「人」を表現したロゴタイプとシンボルマークの
一体化によって「癒しの先端企業」であることを表現しています。

S t o v e s  
&  

F i r e p l a c e s
C o l l e c t i o n
暖炉・薪ストーブ  総合カタログ

札幌営業所 ： 〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条2-3-1 （アクアトピア豊平）
  TEL.（011）876-0699（代） FAX.（011）595-8299

仙台営業所 ： 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 （インテレクト21）
  TEL.（022）771-5242（代） FAX.（022）371-9671

東京営業所 ： 〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1 （築地616ビル）
  TEL.（03）3542-0573（代） FAX.（03）3544-1874

名古屋営業所 ： 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 （今池セントラルビル）
  TEL.（052）856-6144（代） FAX.（052）856-6145

大阪営業所 ： 〒550-0004 大阪市西区靱本町 1-6-6 （大阪華東ビル）
  TEL.（06）4803-0168（代） FAX.（06）4803-0456

福岡営業所 ： 〒812-0015 福岡市博多区山王1-1-32 （博多堀池ビル）
  TEL.（092）471-5801（代） FAX.（092）471-5802


