
S T A R T E R ' S  K I T

サイズが大きく火が点きやすい
木材とパラフィンなど天然成分のみで作られた、環境
に優しい着火剤。燃焼時間が長いため、初めての方
でも着火が簡単です。
◎ナチュラルファイヤーライター50 ［Wunderblitz］
¥1,200（税抜）　品番WB70080
内容：620g 50個入り　材質：木質繊維、パラフィン
オイル

薪（松）2束、焚き付け、着火剤、ガラスクリーナー、ガ
スケットボンド、チムニークリーナーのセット。初めて
薪ストーブを焚く方におすすめ。
◎スターターキット　薪あり
¥6,010（税抜）  品番000-05

着火剤、ガラスクリーナー、ガスケットボンド、チムニー
クリーナーのセット。薪ストーブを使用するのに必要な
グッズが揃っています。
◎スターターキット　薪なし
¥5,000（税抜）  品番000-06

確実な着火を実現する着火剤
木くずを巻き付け、ナチュラルパラフィンオイルをしみ
込ませた、臭いがなく環境にも優しい着火剤。火もち
がよく確実な着火が可能。
◎ウッドウール  ［Wunderblitz］
¥1,600（税抜）　品番WB70010
内容：416g 約32個入り　材質：木、パラフィンオイル

火が付けやすい小袋タイプ
パラフィンオイルを固めた着火剤。火が付けやすい
袋状のタイプで、袋を燃やしても有害物質は発生しな
いので安心して使えます。
◎ファイヤーライター サシェ  ［Wunderblitz］
¥1,800（税抜）　品番WB98360
内容：800g 100個入り　材質：パラフィンオイル

優れたアイテムがかなえる
スムーズな着火

薪ストーブに初めて点火する方におすすめのパッケージです。
着火からお手入れまで、薪ストーブを使用するために必要なアイテムがすべて揃っています。

着火剤、グローブ、ライターはシーズン中毎日必ず使うものなので、
安全性を重視し使いやすいアイテムを厳選しました。
優れたアイテムを使用することでストレスのないスムーズな着火を実現。
特に着火剤は火持ちがよく、環境にやさしい素材なので安心して使用できます。
また、初めての着火のために必要なものが揃ったスターターキットもラインアップ。
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ロングタイプの革製グローブ
革製で、手袋中面が起毛素材になって
いる耐熱仕様のグローブ。袖を汚さない
ロングタイプで、ストーブ周りでの作業
に最適です。
1.◎オリジナル革製グローブ  
［a+ オリジナル］
¥7,000（税抜）  品番GL3　材質：革

上質かつおしゃれなグローブ
薪を運んだり、火を扱うときに便利なオフィ
アのオリジナルレザーグローブ。上質な
牛革を使用しとても丈夫。
2.◎オフィアオリジナルグローブ  
［OFYR］
¥13,000（税抜）  品番OF-OAG　
サイズ：L420mm  材質：牛革（スエード）

手になじむ手縫いグローブ
上質でなめらかなスウェードと耐久性の
高いケブラーで作られたグローブ。完璧
なフィット感は手縫いならでは。
3.◎ホーファッツオリジナルグローブ  
［Höfats］
¥9,000（税抜）  品番h030302　
サイズ：L360mm  材質：スエード

着火しやすく使いやすいライター
長いノズルで着火剤に簡単に火を点け
ることができるライター。ロック機能付き
で、ガス詰め替えタイプ。
4.◎アイロダライター  ［iroda］
¥2,400（税抜） 品番MJ-351
※ガスは入っていません

20 21



HWAM  |  ワムはデンマークの薪ストーブ会社です。薪ストーブ、ツール類ともに機能美に優れ、スタイリッシュなデザインの製品を生み出しています。

高機能＆魅せるツールが
ストーブ周りを彩る

火を操るための火掻きやトング、灰を処理するシャベルや灰掻き、
ストーブ周りをきれいに保つほうきなどツール類はたくさんあります。
使いやすさはもちろんのこと、味わい深い存在感がありながら、
お部屋の雰囲気にすんなりと溶け込むようなツールセットを揃えました。

洗練と使いやすさを追求
デザインはHWAMウォールを手掛けた
Aarhus Arkitekterne & SMT design
によるもの。床置きだけでなく、壁に掛
けることもできます。
1.◎ツールセット ウォール　［HWAM］
¥16,000（税抜）  品番99-0209
サイズ：W310×D190×H679mm
材質：スティール

無駄のない美しいデザイン
デンマークのHolscher　Designによる
ファイヤーツール。火をコントロールす
るポーカーだけでなく、火おこしのブロー
としても使えます。
2.◎ファイヤーキーパー　［HWAM］
¥20,000（税抜）  品番DZN-FK67
サイズ：L670mm　材質：スティール

クラシック4の世界が息づく
HWAMの創業時からデザインに携わっ
ている建築家Anders C. Fasterholdt
が手掛けた、使いやすいツール4点（ト
ング、シャベル、ブラシ、火掻き）とスタンド。
ツール4点とスタンドのセットも販売。
3.◎クラシックスタンドセット　
［HWAM］
¥19,000（税抜）  品番99-0035 
サイズ：W260×D200×H600mm　
材質：スティール
4.◎クラシックツール 4点セット　
［HWAM］
¥12,000（税抜）  品番99-0035T
サイズ：L555mm
◎クラシック スタンドのみ　［HWAM］
¥7,000（税抜）  品番99-0035S
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ストーブ周りに上質感をプラス
ブラシとショベル、火掻き（火吹き兼用）のツールセット。
持ち手とツールヘッドは木肌が美しい高級材のウォルナット。
◎Boom-3  ツールセット ウォルナット  ［RED ANVIL］
¥44,000（税抜）  品番RA2041
サイズ：W220×D160×H450mm　材質：木、ステンレス（本体）、
サトウヤシ繊維（ブラシ）

スタイリッシュな空間にマッチ
ステンレススティールのスマートハンドルを採用したモダンな
ツール3点セット。スタンドはパウダーコートのマットブラック。
◎Hammer-3  ツールセット マットブラック ［RED ANVIL］
¥36,000（税抜）  品番RA9050
サイズ： W180×D180×H500mm　
材質：ステンレス、サトウヤシ繊維（ブラシ）

気軽に掃除ができるミニタイプ
ミニタイプで手軽に使えるブラシとショベルのツールセット。
持ち手とツールヘッドは繊細でやさしい印象のオーク材。
◎Boom-2  ミニツールセット オーク　［RED ANVIL］
¥28,000（税抜）  品番RA2021
サイズ： W160×D160×H310mm　材質：木、ステンレス（本体）、
サトウヤシ繊維（ブラシ）

毎日の掃き掃除を気軽に楽しく
ストーブ周りのゴミやホコリを気軽に掃除できる
スタンド型のブラシセット。ゆるやかな曲線を描く
ハンドルがしっくりと手になじみます。
◎ダストパン＆ブラシセットスタンド
［Iris Hantverk］
¥12,000（税抜）  品番ir-hbs
サイズ：W250×H930mm　
材質：木、馬毛（ブラシ部分）、メタル（ダストパン）

ゴミやホコリをやさしくキャッチ
ストーブ本体についたホコリや灰取りに便利なハ
ンドブラシとダストパンのセット。100％馬毛で包
み込むように細やかな灰を集めます。
◎ダストパン＆ブラシセット ［Iris Hantverk］
¥7,200（税抜）  品番ir-hb
サイズ：L365mm 材質：木、馬毛（ブラシ部分）、
ポリプロピレン（ダストパン）

現場の声から生まれたセット
シャベル、ほうき、火掻き、灰掻きを揃えたオ
リジナルのツールセット。灰掻きは灰受け室
の隅まで灰が掻けるなど使いやすさを追求。
◎オリジナルツールセット
［a+ オリジナル］
¥16,000（税抜）  品番T-01T
サイズ：W225×D225×H770mm　
材質：スティール

安全な灰処理の必須アイテム
灰を火の粉が消えるまでしばらく置いておく
コンテナ。約1ケ月分の灰が収納できます。
どんなお部屋にも合うシンプルなデザインです。
◎オリジナルアッシュコンテナ
［a+ オリジナル］
¥8,500（税抜）  品番T-01AC
サイズ：φ310×H340mm
材質：スティール

便利な火掻き＆トングのセット
火掻き（火吹き兼用）とトングのセット。ハンドルはウォルナット。
トングは力を入れなくても薪をしっかりつかめるデザイン。
◎Boom-2DAX  トング＆ポーカーセット　［RED ANVIL］
¥44,000（税抜）  品番RA2031
サイズ：W160×D160×H450mm
材質：木、ステンレス（本体）

RED ANVIL  |  レッド・アンビルはドイツ・バイエルンにあるストーブ周りのツールを製造・販売する会社です。手になじむ使い心地とさりげない上質感は職人技ならでは。

実用性重視の
スタンダードセット
オリジナル革製グローブ、ファイヤー
ウッドトートM、オリジナルツールセット。
使いやすさを重視したオリジナルツー
ルのパッケージ。
◎オーナーズパックA　
¥29,000（税抜）  品番SOP-A
内容：T-01T, TOTE-M, GL3

人気の高いクラシックスタイル
オリジナル革製グローブ、ファイヤー
ウッドトートM、HWAMクラシックスタ
ンドセット。クラシックな雰囲気のお部
屋によく合います。
◎オーナーズパックD　
¥32,000（税抜）  品番SOP-D
内容：99-0035, TOTE-M, GL3

どんな空間にもしっくりなじむ
オリジナル革製グローブ、 ボックス
ウッドラック＋HWAMクラシックツー
ル4点セット。ウッドホルダーに薪とツー
ルセットを収納できます。
◎オーナーズパックE　
¥45,000（税抜）  品番SOP-E
内容：NY-O1WBC, GL3

使いやすさと
デザイン性を重視
オリジナル革製グローブ、ファイヤー
ウッドトートM、HWAMツールセット 
ウォール。スタイリッシュな雰囲気の
空間におすすめです。
◎オーナーズパックF　
¥29,000（税抜）  品番SOP-F
内容：99-0209, TOTE-M, GL3

O W N E R ’ S  P A C K A G E

OWNER'S 
PACKAGE F

OWNER'S 
PACKAGE E

OWNER'S 
PACKAGE D

OWNER'S 
PACKAGE A

グローブ、ツールセット、薪入れといった薪ストーブライフに必要不可欠なツールを
セレクトしたパッケージです。インテリアに合わせてお好みのパッケージをお選びください。

iris hantverk  |  スウェーデン・ストックホルムのハンドメイドブラシメーカー。手作業で仕上げられるブラシは丈夫で柔らかく、耐久性に優れています。
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温度と状態が一目でわかる
磁石付きで鋳鉄製ストーブの天板や側
面に付けることができる温度計。温度
はもちろん適正温度の目安がわかりや
すいシンプルなデザインです。
1.◎ストーブ温度計　［Condar］ 
¥3,500（税抜）  品番C3-291
サイズ：Φ62mm

愛犬が暖かさを見守り続ける
犬のトレードマークが入った、アイアン
ドッグオリジナルの温度計。温度だけ
でなくGOOD、DANGERと薪ストーブ
の状態も同時に指し示します。
2.◎ストーブ温度計  ［IRON DOG］
¥3,500（税抜）  品番C3-DOG　
サイズ：Φ62mm  

触媒を使用する薪ストーブ用
ダッチウエストのキャタリティック燃焼
を行う薪ストーブ専用温度計。二次燃
焼室の温度を測りコンバスター（触媒）
の稼働状態を確認できます。
3.◎プローブ温度計　［Condar］
¥6,000（税抜）  品番C3-654P
サイズ：Φ38mm

オーブン料理の必須アイテム
HWAMクラシック4のオーブン専用の
温度計。オーブン内の温度を表示し、
料理に合わせた調理ができます。シン
プルなデザインもHWAMならでは。
4.◎オーブン温度計　［HWAM］
¥6,000（税抜）  品番99-0044
サイズ：W77×L40×H70mm

焚きすぎなどが起こらないよう、薪ストーブをベストな状態で
燃焼させるために、温度確認は欠かせません。
温度表示が見やすく、薪ストーブの状態が分かりやすい温度計をラインアップ。
マグネットタイプなので、薪ストーブ本体の上面や側面など
確認しやすい場所に付けて使用します。

薪ストーブを燃やす理想的な温度を知る
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薪ストーブを使用するにはさまざまなツールが必要です。ツール類は薪ストーブを安全

に使用するためのものから、使い勝手がよくなるもの、お部屋を素敵に彩るものまでと幅

広く揃い、見ているだけでも楽しいものです。選ぶポイントは、お部屋全体のインテリア

を考えてコーディネートすること。薪ストーブはお部屋の一部に配置するものなので、お

部屋の雰囲気と合わせると、すっきりと統一感のある素敵な空間を作れるでしょう。

ここでは、薪ストーブを使用するのに必ず用意すべきものを紹介します。

① 耐熱グローブ：火傷予防のための必須アイテム。熱くなった薪ストーブに薪を補給
するときなどに使用します。安全に作業できるように、革製の耐熱手袋がおすすめです。

② ツールセット：火掻き棒（炉内の熾火や薪の位置を調整する）、ほうき（ストーブまわ
りの掃除用）、シャベル（炉内の灰をすくい出す、ちりとり代わりにも）などのセット。

③ アッシュコンテナ：入れておくことで火の粉が確実に鎮火し、灰を安全に処理できます。
④ 薪入れ：木くずの散乱も防ぎます。キャスターや取っ手などが付いた薪入れやウッド
トートは屋外から薪を運び入れるのにもとても便利です。

⑤ 温度計：薪ストーブや煙突の表面温度を確認します。薪ストーブの火力を加減する
コツが掴めるようになるまで、目安があると安心です。

その他、薪を作る場合は薪割り用の 、焚き付けを作るために手 があると便利です。

初めのうちは、上手に火を点けられるか不安だという人も多いですが、必要なものを用

意して作法さえ心得ていればとても簡単に点火することができます。点火に必要なものは、

薪（焚き付け）、着火剤、ライターです。

順調に燃やすためには、はじめの薪の置き方が大切です。手首ぐらいの太さの薪を一

番下に置き、重ねるに従い細い薪を乗せます。一番上には細く割った薪を置き、その

間に着火剤を乗せます。着火剤に火を灯すと、下から薪の 間を通って上昇してきた

空気に誘われ、綺麗な炎が姿を見せてくれます。天辺の炎がその下の薪を炙り、そこか

ら揮発した可燃性のガスが炎に引き寄せられて燃え、だんだんと炎に勢いが出てきます。

こうした繰り返しによって火は煙を出さずにスムーズに燃え広がります。本来薪ストーブは、

薪がスムーズに燃える適正な空気量を取り込める設計になっているため、空気の流れ

が妨げられていなければ、火は自然と広がっていくものです。空気の流れ方は薪ストー

ブによっても異なるので、取扱説明書をしっかりと読みましょう。そして、空気の流れをイ

メージしながら着火するポイントを定めると上手に焚けるようになります。

薪は自然エネルギーと言われていますが、効率を考慮した燃費の良い焚き方をしてこそ、

環境を保全する地球に優しい再生エネルギーだと認められます。言い換えれば、焚き方

が悪いとかえって地球環境に悪影響をおよぼしかねないのです。

薪ストーブや暖炉の中で薪が燃えるとき、いつでも同じような状態で燃えているわけでは

ありません。灯油ストーブやファンヒーターと違って固体燃料である薪の燃焼には、点火

から燃え尽きるまで4つの段階があります。①点火の初期から徐々に炎が大きくなり、②
温度が上昇して最盛期を迎えます。③少しずつ下火になる減衰期を経て熾火が続いた

あと、④終期を迎えてやがて燃え尽きます。一番明るい炎を放つ②の燃焼の最盛期は、

薪からの燃焼ガスの揮発も最大となって、温度もピークに達します。けれどもこのときに

強い炎を保とうとして薪を補給してしまうと、薪から揮発するガスの発生量に対し、それ

を燃焼させる酸素が足りなくなって不完全燃焼を起こします。その結果、一酸化炭素の

発生による中毒の危険性、煙突から煙と熱エネルギーの放出（近所迷惑の原因と無駄）、

温度の上がりすぎによるストーブや煙突への負担など、さまざまな問題が起こります。

薪が持っているエネルギーを余すことなく、効率よく完全燃焼させるためには、薪の補給

タイミングの見極めが大切です。最適なタイミングは、残った熾火がだんだん小さくなって、

白い灰に覆われるようになる③の段階。また、薪ストーブにはそれぞれ炉内に入れてよい

薪の適量があります。薪の入れすぎも不完全燃焼の原因となるので、必ず取扱説明書

でチェックして、規定量以上の薪は入れないこと。そして、このような焚き方を守れば、薪

ストーブの温度は燃焼するのに理想的といわれる250～300℃に保たれるようになります。
薪ストーブを使っているとどうしても火種を残しておきたいと思ってしまいます。けれども、

お部屋が十分暖かければ薪の補給は一度お休みしましょう。また寒くなれば焚き付けれ

ばよいだけのことです。薪ストーブはあくまでも暖房器具です。ご自身の感覚に合わせて、

ゆったりとした心構えで使うことも、効率よく薪を燃やすことにつながっていくのです。

薪ストーブの炉内はしっかりと密閉されており裸火ではないので、買い物などの短時間

の外出や就寝時にあえて消火をする必要はありません。薪ストーブから少し離れるとな

ると、吸気を絞って弱火にしたくなりますが、薪が燃えているときに吸気を絞ると炉内の

薪が不完全燃焼を起こしてしまうので、必ず適正な空気量を供給することが大切です。

吸気を絞るタイミングは、薪が燃え尽きた後。燃焼室に流入する空気によって薪ストー

ブの熱が逃げるのを防ぎ、ゆっくりと冷めていくため、就寝時などにおすすめです。

用意するもの

火を点ける

効率のよい焚き方

お出かけ、就寝時には
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手作りならではの丈夫さと温かみ
ハンドメイドのワイヤーバスケットはス
ウェーデン生まれ。取っ手が2つある「ク
ラシックシリーズ」は丈夫で使いやすく、
ログラックに最適。
1.◎ワイヤーバスケット Classic35　
［KORBO］
¥24,000（税抜）  品番ko-c35
サイズ：φ450×H240mm　材質：亜鉛
メッキ、コットン（ランドリーバッグ）
2.◎ワイヤーバスケット Classic65　
［KORBO］
¥28,000（税抜）  品番ko-c65
サイズ：φ480×H440mm　材質：亜鉛
メッキ、コットン（ランドリーバッグ）

味わい深いラタン製バスケット
手作業で一つひとつ編まれたラタン製
の丈夫なバスケット。ジュート（麻）のイン
ナーカバーがついて、薪の収納や運搬
に使用できます。
3.◎ラタンバスケット スクエア 
¥8,000（税抜）  品番i-bs
サイズ：W400×D400×H370mm
材質：ラタン、ジュート
4.◎ラタンバスケット ラウンド S
¥8,000（税抜）  品番i-brS
サイズ：φ390×H280mm
材質：ラタン、ジュート
5.◎ラタンバスケット ラウンド M
¥8,600（税抜）  品番i-brM
サイズ：φ470×H310mm
材質：ラタン、ジュート
6.◎ラタンバスケット ラウンド L
¥9,400（税抜）  品番i-brL
サイズ：φ580×H280mm
材質：ラタン、ジュート
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KORBO  |  スウェーデン発、ハンドメイドのワイヤーバスケットメーカーブランドです。その丈夫さと使いやすさ、シンプルなデザインが人気です。

薪をスマートに運び入れ、美しく収納する
上質かつシンプルで、薪ストーブのそばにそっと置いておきたくなる、
魅力的なストッカーをラインアップしました。
素材も鋼鉄からフェルトまでとさまざま。
お部屋のインテリアに合うものがきっと見つかります。

薪ストーブ周りをすっきり美しく
棚が2段あり、薪だけでなく焚き付けや
グローブも収納できるボックスウッドラッ
ク。HWAMクラシックツール4点セット
とのセット商品も。
1.◎ボックスウッドラック
［a+ オリジナル］
¥26,000（税抜）  品番NY-01WB　
材質：スティール　
サイズ：W340×D480×H751mm
（両サイドのバーを含まず）
◎ボックスウッドラック＋
HWAMクラシックツール4点セット
［a+オリジナル／HWAM］ 
¥38,000（税抜）  品番NY-01WBC

薪ストーブに愛らしさを添えて
シンプルながらも、重量感がありどこか
かわいらしいデザインのウッドバスケッ
ト。1日分の薪が入る、運搬＆収納しや
すいサイズです。
2. ◎ファイヤーウッドバスケット　
［HWAM］
¥42,000（税抜）  品番99-0040
サイズ：φ430×H300mm
材質：ステンレス　

薪を美しくきれいに収納する
鋼鉄製の薪ラック。底板があるため、薪
のくずが床に落ちにくくなっています。機
能を追求したシンプルで飽きのこないデ
ザインが魅力。
3.◎ウッドホルダー S ［a+ オリジナル］
¥9,800（税抜）  品番WHD-18C
サイズ：W470×D300×H580mm　
材質：スティール
◎ウッドホルダー L　［a+ オリジナル］
¥11,000（税抜）  品番WHD-24C
サイズ：W620×D300×H580mm　
材質：スティール

大量の薪が運搬・収納できる
薪運びに便利なウッドキャリー。たくさん
の薪が手軽に運べるだけでなく、デザイ
ン性が高いため、そのままログラックとし
ても使用できます。
4.◎ウッドキャリー　［HWAM］
¥82,000（税抜）  品番99-0201
サイズ：W520×D385×H880mm
材質：ステンレス
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耐久性抜群＆軽量で使いやすい
薪運び、薪置きとしても使えるトートバック。
丈夫な作りで薪がたっぷり入ります。買
い物やガーデニングにも使えるシンプル
デザイン。
7.◎ファイヤーウッドトート L
［a+オリジナル］
¥7,000（税抜）  品番TOTE-L
サイズ：W540×D320×H410mm
材質：コットン、ナイロン
8.◎ファイヤーウッドトート M
［a+オリジナル］
¥6,000（税抜）  品番TOTE-M
サイズ：W540×D320×H310mm
材質：コットン、ナイロン
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優しい風合いのフェルト素材
温かみのあるフェルト素材と丸みのある
フォルムが印象的です。トマトレッドの中
面は同素材、チャコールの中面はジュー
ド素材。
1.◎フェルトバスケットL　トマトレッド
￥8,000（税抜）  品番RSJB1009
サイズ：W520×D425×H360mm
材質：ポリエステル　
2.◎フェルトバスケットL　チャコール
￥8,000（税抜）  品番RSFB1003
サイズ：W520×D425×H360mm
材質：ポリエステル、ジュート（中面）

小型のナチュラルログラック
ナチュラルな雰囲気のジュート素材のロ
グラック。円形のコロンとしたフォルムは
かわいらしく、クラシック、スタイリッシュど
んなインテリアにも合います。
3.◎バスケットM フラックス
￥7,000（税抜）  品番RSJB1015
サイズ：W390×D370×H320mm
材質：ジュート
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難燃性で安心のウールラグ
中央アジア、キルギス生まれのラグ。
古くから伝わる自然や事象を表す文様
が印象的です。難燃性のウール素材
でストーブ周りでも安心。
◎シルダックウールラグ
4色×2種類　¥26,000（税抜）
［カラー］
1 Amulet  グリーン×ブラウン
品番AK-AGBG
2 Amulet  ブラウン×グリーン
品番AK-ABGG
3 Wealth  ブラウン×ホワイト
品番AK-ＷＢＷ
4 Wealth  ホワイト×ブラウン
品番AK-WWB
5 Peacefulness  ベージュ×ホワイト
品番AK-PBBW
6 Peacefulness  ホワイト×ベージュ
品番AK-PWWB
7 Peacefulness  ブルー×ホワイト
品番AK-PBW
8 Peacefulness  ホワイト×ブルー
品番AK-PWB
サイズ：800×1,200mm
※手作りの為、商品によって微妙にサイズ・
色合いが異なります。
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ストーブ周りを安全に、
心地よい空間に

薪ストーブの前は特別なくつろぎスペースです。
その空間をおしゃれに演出するラグをラインアップしました。
質感や色、柄、サイズもさまざまで、お部屋の雰囲気をがらりと変えることができます。
また、ハースゲートがあれば、お子様やペットがいても
安心して薪ストーブが楽しめます。

家族を熱から守るハースゲート
薪ストーブの熱から守るハースゲート。
90度開ければ開いたままに、90度以下
なら自動で閉まるオートクローズ機能付き。
壁への固定も可能。
1.◎オートクローズハースゲート
基本セット  G3111 ［KidCo］
¥27,000（税抜）  品番G3111
サイズ：W3,065×H745mm 　
材質：スティールほか

幅24インチと幅9インチの追加パネル
を使えば延長も可能。基本セットに幅24
インチと幅9インチのパネルを1枚ずつ
追加すればサークル型に。 
2.◎オートクローズハースゲート
G4301 ［KidCo］
（追加パネル9”） ¥3,000（税抜） 
品番G4301  サイズ：W228×H745mm
3.◎オートクローズハースゲート
G4311 ［KidCo］
（追加パネル24”） ¥5,200（税抜）  
品番G4311  サイズ：W609×H745mm
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◎延長やサークル型へのカスタマイズ可能。

※追加パネルオプションは2種類。
24インチ幅（約61cm）と9インチ幅
（約23cm、サークル型に使用）。

優しい風合いが心地いい
ウール100％ラグ
目の詰まったウールラグ。小さな模様が
アクセントになっています。カラーは全
6種類。さらに大判サイズもラインアップ。
1.◎ウールラグ アクアラージ
¥96,000（税抜）  品番LMI-B2TQ
サイズ：W1,900×D1,300mm 　
材質：ウール
2.◎ウールラグ アクア
¥16,000（税抜）  品番LMI-B1TQ
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール
3.◎ウールラグ バーガンディ
¥16,000（税抜）  品番LMI-B1RU
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール
4.◎ウールラグ オリーブ
¥16,000（税抜）  品番LMI-B1AG
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール 
5.◎ウールラグ ブリック
¥16,000（税抜）  品番LMI-L1RD
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール
6.◎ウールラグ アッシュ
¥16,000（税抜）  品番LMI-B1DG
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール
7.◎ウールラグ ミッドナイト
¥16,000（税抜）  品番LMI-B1BL
サイズ：W800×D500mm 　
材質：ウール

※ハースゲートは薪ストーブから離す距離がそれぞれ異なります。
設置前には、必ず薪ストーブの取扱説明書でご確認ください。
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※ウールラグはシーズン商品のため
在庫がなくなり次第終了します。
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