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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］
¥26,400（税込）  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］
¥30,800（税込）  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
¥10,120（税込）  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
¥8,800（税込）  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
¥10,560（税込）  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
¥13,200（税込）  品番i-brL
サイズ：φ580×H280mm
材質：ラタン、ジュート

3

1 2

7

85 6

4

薪をスマートに運び入れ、
美しく収納する
上質でシンプルな、薪ストーブのそばに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。
1.◎ウッドホルダー S ［a+ オリジナル］
¥14,300（税込）  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］
¥17,600（税込）  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。
2.◎ウッドキャリー　［HWAM］
¥90,200（税込）  品番99-0201
サイズ：W520×D385×H880mm
材質：ステンレス

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。
3 . ◎ ファイヤ ー ウッドバ ス ケット

［HWAM］
¥46,200（税込）  品番99-0040
サイズ：φ430×H300mm
材質：ステンレス1
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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］
¥7,700（税込）  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］
¥7,700（税込）  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
￥9,460（税込）  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
￥9,460（税込）  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
￥8,360（税込）  品番RSJB1015
サイズ：W390×D370×H320mm
材質：ジュート

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。
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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。
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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）。

※写真は基本セット＋9インチパネル

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
¥105,600（税込）  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
¥17,600（税込）  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
¥17,600（税込）  品番LMI-B1RU
サイズ：W800×D500mm
材質：ウール
4.◎ウールラグ オリーブ
¥17,600（税込）  品番LMI-B1AG
サイズ：W800×D500mm
材質：ウール 
5.◎ウールラグ ブリック
¥17,600（税込）  品番LMI-L1RD
サイズ：W800×D500mm
材質：ウール
6.◎ウールラグ アッシュ
¥17,600（税込）  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
¥17,600（税込）  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。

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　¥28,600（税込）

［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。

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］
¥35,200（税込）  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9イ
ンチのパネル1枚を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”） ¥4,620（税込） 
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”） ¥6,820（税込）  
品番G4311  サイズ：W609×H745mm
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