
Splitting Hammer

Hunting Hatchet

Universal Axe

Splitting Hatchet

Scandinavian Axe

Universal Hatchet
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［ハンマー型］  写真：1
重量と厚みのあるヘッド、徐々に細くなる形状は
どんな木でも簡単に割れる。
斧頭部分aはハンマーとしての用途に耐えうる。
［スプリッティング型］  写真：2
刃の先端が丸くなっているので、打ち込んだときに
左右へ力が分散し、スムーズに割れる形状。
［スウェディッシュ型］  写真：3
側面は中心に向かって山型に起伏し刃になだらかに
厚みを持たせ、先端は極めて鋭くすることで、
木にバランスよく力が加えられる形状。
［スタンダード型］  写真：4,5,6
刃先に向かって曲線を描きながら鋭くなっている形状。
枝払いや焚き付け作りなど幅広い用途に使える。

a

［ハンマー型］ ［スプリッティング型］ ［スウェディッシュ型］ ［スタンダード型］

大型＆最重量でパワフルに薪を割る
BISONの薪割りの中で最も大型で重量のある斧。
斧頭はハンマーとしてウェッジを力強く打ち込めます。
柄はハンドルプロテクション付き。
1.◎スプリッティングハンマー ［BISON1879］
¥20,000（税抜）  品番BP18-A5
用途：薪割り　サイズ：850mm　重量：3,000g

女性でも使いやすい小型の斧
手斧よりサイズが大きく、刃の厚みと重量があるため、
焚き付け作りや薪の小割に適した中型の薪割り斧。
ハンドルプロテクション付き。
2.◎スプリッティングハチェット［BISON1879］
¥17,000（税抜）  品番BP18-H3
用途：薪割り（小型）　サイズ：500mm　重量：1,250g

日本向けに開発したオリジナル斧
「日本の木に使いやすい薪割り斧を」とBISONにオー
ダーして作った中径木用の斧。薪割りだけでなく、
焚き付け作りにも活躍します。
3.◎スカンジナビアンアックス ［BISON1879］
¥17,000（税抜）  品番BP18-S1
用途：薪割り（中型）　サイズ：750mm　重量：1,500g

パワーとコントロールを実現
焚き付け作りから森林での枝払いまで、幅広い用途
に対応する手斧。パワーとコントロールが理想的な
バランスとなるよう設計されています。
4.◎ユニバーサルハチェット［BISON1879］
¥12,000（税抜）  品番BP18-H2
用途：手斧（焚き付け作り＆枝払い）
サイズ：380mm　重量：800g

持ち運びしやすい小型＆軽量
どんなバックパックにも入る、軽くて使いやすい小
型の手斧。焚き付け作りのほか、ハイキングやキャ
ンプでの枝払いにも便利に使えます。
5.◎ハンティングハチェット ［BISON1879］
¥12,500（税抜）  品番BP18-H1
用途：手斧（焚き付け作り＆枝払い）　
サイズ：330mm　重量：500g

幅広い用途に対応する万能斧
使いやすい中型サイズの伐採斧。伐採だけでなく
剪定、焚き付け作りなどさまざまな用途に対応します。
首元ハンドルプロテクション付き。
6.◎ユニバーサルアックス ［BISON1879］
¥17,000（税抜）  品番BP18-A4
用途：伐採　サイズ：800mm　重量：1,250g
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原木や丸太の移動を手軽に
重さのある原木や玉切りした丸太を動かすの
に便利なピック。鋭い爪を引っ掛けることで、引
き寄せや積み上げ、移動を楽に行います。
1.◎ピック 1879  ［BISON1879］
¥10,000（税抜）  品番BP18-P
用途：マルチ　サイズ：380mm　重量：600g

軽くてスリム、使いやすい鳶口
大きく重量がある原木を動かすのに適した鳶口
（とびくち）。柄が長いラージタイプで、軽くてス
リムな形状が特長。作業がより効率よくなります。
2.◎ピック ラージ  ［BISON］
¥14,000（税抜）  品番BN13
用途：マルチ　サイズ：850mm　重量：400g

重い丸太も楽々持ち上げる
先端の爪で丸太を挟み原木や丸太を楽に引き
寄せたり、持ち上げることができるトング。挟み
こむ幅は丸太の太さに合わせて調整可能です。
3.◎トング  ［BISON］
¥4,200（税抜）  品番TG
サイズ：W155‒388×H450mm　

プロも納得の頑丈な薪割り用くさび
激しい打ち込みにも十分に耐えられる特殊な
スティール製、プロ仕様の丈夫な薪割り用くさび。
堅く割りにくい原木もスムーズに割ります。
4.◎スプリッティングウェッジ ［BISON］
¥3,600（税抜）  品番BN07
用途：薪割り　サイズ：237mm
材質：スティール　重量：2000g

割りにくい木も回転しながら裂く
プロ仕様の薪割り用のくさび。スティール製で、
ひねりにより回転しながら原木を裂きます。
繊維のねじれた木にもしっかり食い込みます。
5. ◎スプリッティングウェッジツイスト　 
［BISON］
¥4,300（税抜）  品番BN08
用途：薪割り　サイズ：215mm
材質：スティール　重量：2000g

軽くて持ち運びしやすいくさび
アルミ素材の薪割り、伐採用くさび。ストレート
形状で、スモールとラージ、ねじれた木にもしっ
かり食い込むツイストタイプをラインアップ。
6.◎スプリッティングアルミウェッジ
スモール  ［BISON］
¥5,000（税抜）  品番BN10
用途：伐採&薪割り　サイズ：220mm
材質：アルミニウム　重量：550g
7.◎スプリッティングアルミウェッジ　
ラージ  ［BISON］
¥7,600（税抜）  品番BN09
用途：伐採&薪割り　サイズ：276mm
材質：アルミニウム　重量：1000g
8.◎スプリッティングアルミウェッジ　
ツイスト  ［BISON］
¥7,000（税抜）  品番BN11
用途：伐採＆薪割り　サイズ：215mm
材質：アルミニウム　重量：800g

斧を長く大切に使うために
Bisonオリジナルの研磨用砥石。定期的にお
手入れすることで切れ味が回復し、斧が長持ち
します。一つあると便利なアクセサリーです。
9.◎グラインディングストーン ［BISON］
¥4,000（税抜）  品番BN15
用途：研磨　サイズ：W100×L50×H20mm
材質：砥石　重量：190g
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そろそろ薪ストーブのシーズンが始まります。薪は準備できていますか？　春から薪を作り、

乾燥させて、準備万端という方もいるのではないでしょうか。すぐに使える薪を購入した

という方もいるでしょう。自分で作った薪を焚くのは薪ストーブの醍醐味の一つです。け

れどもすべての薪を自分で作るのは大変な労力が必要です。薪作りばかりにとらわれず

余裕があれば作るくらいの気持ちで、無理のない薪ストーブライフを楽しみましょう。

薪を手に入れるには自分で作る方法とできあがった薪を購入する方法があります。自分

で作る場合は、薪を作る楽しみがあるほか、原木が無料でもらえれば低コストで薪が手

に入ります。薪を購入する場合は、自分で作るよりもコストがかかりますが、すぐに使用

できるのも大きなメリットです。

薪は大まかに①原木を玉切り（お使いの薪ストーブの規定に合わせてチェーンソーやの

こぎりで丸太を切断する）、②薪割り（ や薪割機を使用して燃えやすい太さに割る）、

③乾燥（薪小屋、薪棚に並べて十分に乾かす）という流れで完成します。薪を自分で作

る場合は、①から③までのすべての工程を自分で行う場合もありますが、玉切りしたもの

を入手して自分で薪割りをして薪棚で乾燥させる、薪の形に割ったものを購入して乾燥

だけ行うなど、工程の一部分だけを自分で行うこともできます。

原木の入手方法はさまざまですが、森林業者や森林組合では有料（原木代）で入手が

可能です。また、自治体が間伐材を無料で配布してくれたり、果樹農家なども不要にな

った木を譲ってくれることもあるので、地域の情報は要チェックです。ただし、原木は大き

く重たいので、あらかじめ輸送の手段や費用も確認しておくとよいでしょう。

乾燥済みのすぐ使用できる薪は購入しやすくなり、ホームセンターや燃料店でも販売さ

れるようになってきました。薪ストーブの販売店から購入すれば、プロが薪ストーブに適

したサイズの薪を用意しているので、安心して使用できます。

原木を手に入れたら、すぐに切り揃えて割ってしまうのが理想的です。丸太のまま時間

をおくと木が硬くなって割れにくくなり、カビや腐食が始まってしまうことがあるからです。

チェーンソーやのこぎりで丸太の原木を玉切りするときは、できるだけ長さは揃え、 で

薪割りをするときに丸太が立つように、木口もきれいな直角にします。薪を で割るときは、

の刃先の保護のためにも、必ず薪割り台（高さは自身の身長に合わせて25cm前後）
を用意しましょう。丸太を立てたときの安定性が良く、 のパワーが丸太に伝わりやすく

なるため薪割りが楽になります。

での薪割りの基本動作は①薪割り台の上に原木を置き、原木の正面に体の中心と 、

薪が一直線になるように構え、足は肩幅に開きます。② を原木の上に置き、グリップエ

ンドと身体の間に拳ひとつ入るくらいの距離をとり、③ を身体の中心線に沿って正面

頭上へ振り上げ、④ をまっすぐ振り下ろします。この際上半身は使わず、膝を深く曲

げて腰を低く落とすようにします。さらに、 を振り抜いてしまうと、コントロールが効か

ずにケガや事故の元にもなるので、振り下ろした が薪割り台で止まることを意識しな

がら振り下ろすとよいでしょう。 での薪割りでは①～④作業を繰り返し、好みの太さに

仕上げます。

また、エンジン式の薪割機は、少ない労力で大量の薪を作ることができ、とても便利です。

薪作りで注意したいのは、ご自身や周囲の安全に気を配ること。チェーンソーや など

を使用するので、ケガをしないように安全な服装と装備で作業することが必要です。手

袋だけでなく、念のために保護メガネや安全靴も装着すれば、思わぬケガも防止できます。

薪作りで最も大切なのは、薪の乾燥です。薪が十分に乾いていないと暖まりにくいだけ

でなく、不完全燃焼を起こします。不完全燃焼が起こると、煙突内に煤やタールが溜ま

って煙導火災が起きるだけでなく、そこから延焼や類焼に発展することもありとても危険

です。また、目に見えない一酸化炭素による中毒の危険性や、臭いのある煙が原因とな

ってご近所とのトラブルが発生することもあり、良いことは一つもありません。

薪をしっかりと乾燥させるための条件は、日当たりがよく、風通しのよい場所に置くこと。

一般のご家庭だと薪は家の裏手に置くケースが多いですが、薪に直接風が当たるように

できるだけ壁を作らず、地面からの湿気を避けるよう下部は開けます。多少の雨ならば

気にする必要はありませんが、梅雨時期など雨が続くような場合は、雨がしみこまないよ

うに薪の上にトタンやビニールシートなどをかけるとよいでしょう。

このような良い状態で乾燥させることを前提とすれば、針葉樹（スギやアカマツ、カラマツ

など）は3か月から半年、広葉樹（ナラ、クヌギ、カシ、サクラなど）は半年から1年乾燥さ
せれば使用できるようになります。けれども、これはあくまでも目安です。木の種類や地域

や気象条件によっても変わってくるので、使う前には必ず薪を割ってその中が湿ってい

ないか手で触って確認しましょう。そして、実際に燃やすときには、順調に燃えているか

を見ながら焚いていきます。煙突から出ている煙にいぶした臭いを感じたり、煤やタール

がストーブ内部やガラスの内側に付着して黒く汚れるときは、不完全燃焼の可能性があ

るので、今一度、薪の状態をチェックして、乾燥期間を見直してみることが大切です。

薪の入手方法

薪を作る

乾燥の期間
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TROY-BILT FLEX

Power Base

Log Splitter

Snow Thrower

Chipper Shredder

Leaf Blower

Wide-Area Mower

Pressure Washer

パワーベース

薪割機

除雪機

チッパーシュレッダー

リーフブロー

ワイドエリア芝刈機

高圧洗浄機
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パワフルなエンジンを薪割機だけではなく、他の庭仕事にも幅広く使用できたら……。
そんな思いからセレクトしたガーデン機器FLEXです。
パワーベースを核に、薪割りや芝刈り、除雪など、庭仕事には欠かせない6つの機能が、
マシンを付け替えることによって使用できます。
パワーベースは1年を通して使用でき、小さなスペースでも収納することも可能です。

６つのマシンを付け替えて使用するガーデン機器FLEX

8

1台で幅広い用途に対応できる
4サイクルエンジンを搭載したパワーベース。マシンはワンタッチで
着脱できます。また、マシンがついていても移動が簡単な自走機能付き。
1.◎パワーベース  ［MTD / TROY-BILT］
¥140,000（税抜）  品番FLEX-PB　エンジン：Troy-Bilt OHV 208cc
スターティングシステム：スタンダードリコイル　ガソリン容量：2.27L
ドライブシステム：自走　スピードコントロール：自走
ホイール：288mm×101mm 　重量：57kg

快適薪割り＆コンパクト収納
208ｃｃエンジンのパワーベースと破砕力
8ｔ、速いサイクルタイムで快適な薪割りを
実現。格納式シリンダーでコンパクトに収
納できます。
2.◎薪割機  ［MTD / TROY-BILT］
¥140,000（税抜）  品番 FLEX-LS
破砕力：8t　操作：水平　薪長さ：490mm
サイクルタイム：16.3秒　収納式シリンダー
重量：67kg

木を小さく粉砕してチップに
枝葉や木を粉砕してチップを作るマシン。
生木で直径約50mmまで粉砕できます。
3.◎チッパーシュレッダー
［MTD / TROY-BILT］
¥140,000（税抜）  品番 FLEX-CS
チッパー粉砕能力：直径約50mm（生木） 
チッパーブレード：1枚 硬化クロームブレー
ド　シュレッダーブレード：長さ300mm　
焼入れ鋼細断刃＆フレールナイフ　
粉砕率：約10：1　収集バッグ：容量約176L
重量：57kg

きめ細やかに美しく芝を刈る
刈幅710mm、刈高は6段階まで調整可能。
2枚刃ブレードできめ細やかに。
4.◎芝刈機　［MTD / TROY-BILT］
¥130,000（税抜）  品番 FLEX-MO
デッキ：710mm　排出方向：横吹出し　
高さ調整：6段階　刈高：32-95mm　
フロントホイール：360°キャスター　
重量：43kg

手軽にスムーズに除雪する
除雪幅は660mm、除雪高は530mm。シュー
ト（吹き出し口）は190°回転。
5.◎除雪機　［MTD / TROY-BILT］
¥107,000（税抜）  品番 FLEX-ST
除雪幅：660mm　除雪高：530mm
オーガー直径：300mm　投雪方向：手動 
シュート回転角度：190°　
スキッドシュー：スティール　重量：37kg

力強い風の力できれいに掃除
落ち葉をスピーディに吹き飛ばします。風
はハンドルバーでコントロールできます。
6.◎リーフブロー
［MTD / TROY-BILT］
¥78,000（税抜）  品番 FLEX-BL
エアフローボリューム：1,000CFM（約28
㎡/min）以下　エアフロー 速度：150MPH
（約240km/h）以下　インペラー：300mm
×76mm　排出方向：90°アダプター 
キャスターホイール：200mm×76mm（ロッ
ク付）  重量：31kg

パワフルに高圧で洗浄する
最高圧力3000psi（約20Mpa）でパワフ
ルに洗浄。ホースは12mと十分な長さ。
7.◎高圧洗浄機
［MTD / TROY-BILT］
¥78,000（税抜）  品番 FLEX-PW
最高圧力：3,000psi（約20Mpa）　
最大流量：2.5gpm（9.46ℓ/min）以下　
スプレーノズルタイプ/数：クイックコネク
ト/5　ホース長さ：12m/0.25”ID（6.35mm
内径）　洗浄液噴射システム　 
ターミナルリリーフバルブ　重量：22kg

マシンをすっきり収納
パワーベースに付け替えできるマシンを収
納することができる便利な棚です。
8.◎FLEX収納棚
［MTD / TROY-BILT ］
¥70,000（税抜）  品番 FLEX-SH
サイズ：L1,590×W850×H1,260mm 
※組立式となります
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LOG SPLITTER
小さなボディで驚きの破砕力
長さ480ｍｍまでの原木を破砕力8tの力で割る
薪割機。シリンダーは収納式で不使用時はコンパ
クトになり軽トラックやワゴン車に載せられます。
1.◎ログスプリッター LS8　
[MTD / TROY-BILT]
¥190,000（税抜）  品番LS8
エンジン：MTD 140cc　破砕力：8t　
最大破砕径※：φ400mm内外　薪長さ：480mm
［仕様］
全長（収納時／使用時）：1,125mm／1,545mm
全幅：690mm　全高：690mm　重量：75kg
油圧ポンプ：2-ステージ　レバー式オートリターン
バルブ　作業方向：水平　サイクルタイム：24秒

高性能で作業効率がアップ
長さ630ｍｍまで、縦・横ポジションで重い木から
軽いものまで幅広いサイズの原木に対応。強力
な破砕力、サイクルタイム19秒で作業が効率的に。
2.◎ログスプリッター R21LS　
[MTD / ROVER]
¥390,000（税抜）  品番R21LS
エンジン：HONDA GCV 160cc　破砕力：21t
最大破砕径※：φ600mm内外　薪長さ：630mm
標準装備：フェンダー　オプション：薪置台 ￥10,000
（税抜）  ジャッキスタンド  ￥40,000（税抜） 
［仕様］
全長（ビーム水平）：2,140mm　全幅：1,050mm
全高（ビーム水平／垂直）：920mm／1,660mm
重量：206kg　油圧ポンプ：2-ステージ　
レバー式オートリターンバルブ　
作業方向：垂直・水平　サイクルタイム：19秒
3.◎ログスプリッター TB27LS　
[MTD / TROY-BILT]
¥476,000（税抜）  品番TB27LS
エンジン：Troy-Bilt 208cc　破砕力：27t　
最大破砕径※：φ700mm内外　薪長さ：630mm
標準装備：フェンダー・ジャッキスタンド　
オプション：薪置台￥10,000（税抜） 
［仕様］
全長（ビーム水平）：2,160mm　全幅：1,055mm
全高（ビーム水平／垂直）：1,300mm／1,655mm
重量：234kg　油圧ポンプ：2-ステージ　
レバー式オートリターンバルブ　
作業方向：垂直・水平　サイクルタイム：19秒

※割ることのできる原木の直径は、樹種や乾燥度合いによって異なります。

［水平使用時］

高性能と使いやすさを備え、世界中で愛用されている
エンジン式薪割機。驚きの破砕力で、手間のかかる薪割り作業の
負担を大幅に軽減します。
ご家庭でも手軽に使えるコンパクトサイズと、
プロも満足できる大型サイズ2タイプをラインアップしました。

確かな破砕力で効率的に
薪を割るエンジン式薪割機

1

2

3

Log Splitter LS8

Log Splitter TB27LS

Log Splitter R21LS

MTD  |  世界中で薪割機などのガーデン機器を販売する企業。カスタマーサービスに重点を置く企業スタイルは世界中で評価されています。

30cm、45cmと、薪の長さに合わせて選べるシンプルデザインのほか、
耐久性が高く、洗練されたデザインのログラックもラインアップ。
また、靴の泥を落とせるブーツスクレイパーやドアマットも便利です。

シンプルに、スタイリッシュに
薪を保管するログラック

奥行30cmで、拡張も可能
30cmの薪用に奥行きが狭くなっている
ログラック30。4’タイプのほか、4’タイ
プにエクステンションを追加して8'のサ
イズに拡張できます。
1.◎4’ログラック30　［a+ オリジナル］
¥8,500（税抜）  品番NY-WR4S
サイズ：W1,210×D282×H1,250mm
材質：スティール
2.◎4’ログラック30用
エクステンション　［a+ オリジナル］
¥6,500（税抜）  品番NY-WR4SX
サイズ：W1,178×D282×H1,250mm
材質：スティール

奥行は45cm、大容量タイプも
45cmの薪が並べられるログラック45は、
薪の量によって容量が選べる幅1,210mm
の4’タイプと、幅2,430mmの8’タイプ
をラインアップしました。
3.◎4’ログラック45　［a+ オリジナル］
¥9,000（税抜）  品番NY-WR4
サイズ：W1,210×D340×H1,250mm
材質：スティール
4.◎8’ログラック45　［a+ オリジナル］
¥12,000（税抜）  品番NY-WR8
サイズ：W2,430×D340×H1,250mm
材質：スティール

軽くて丈夫、おしゃれなラック
軽くて簡単に組み立てができる薪棚。
環境にやさしい素材を使用しており、愛
着を持って長く使えるスタイリッシュな
デザインも魅力です。
5.◎ログラック
［Vitavia］
¥44,000（税抜）  品番VFSH401al
サイズ：W990×D400×H2000mm 
材質：ジンガルバリウム鋼板

頑固な泥もしっかり落とせる
ブーツの底や側面についた泥を落とす
ことができるマット。ブラシ部分は細かく
丈夫なナイロン製で、頑固な泥もしっか
りと落とします。
6.◎ブーツスクレイパー
［Iris Hantverk］
¥6,600（税抜）  品番ir-bs
サイズ：W275×L346×H55mm
材質：木、ナイロン（ブラシ部分）

おしゃれな泥落としマット
靴についた泥や汚れを落とすドアマット。
ブラシ部分は丈夫なナイロンを採用。オー
ク材を使用した温かみのあるデザイン
も魅力です。
7.◎ドアマット　［Iris Hantverk］
¥12,000（税抜）  品番ir-dm
サイズ：W400×L600×H40mm
材質：木、ナイロン（ブラシ部分）

雨や雪から守り、しっかり乾燥
薪を雨や雪から守り、薪を十分に乾かす
ことができるカバー。薪に金具を引っ掛
けて固定できます。サイズは4’用と8’用
の2種類。45、30共通。
8.◎4’ログラックカバー　
［a+ オリジナル］
¥6,500（税抜）  品番NY-WR4C
材質：
◎8’ログラックカバー　
［a+ オリジナル］
¥8,500（税抜）  品番NY-WR8C
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