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  60  薪置き　ティピ S ¥29,400 /¥32,340 

  60  薪置き　ティピ L ¥34,200 /¥37,620 

  60  ログカート　カプシーヌ ¥64,500 /¥70,950 
  60  オリジナル薪ラック 8030 フックなし ¥13,500 /¥14,850 
  60  オリジナル薪ラック 8030 フック付き ¥16,500 /¥18,150 
  60  ラウンドバケツ Large420 ¥14,000 /¥15,400 
  60  ラウンドバケツ Small350 ¥11,000 /¥12,100 

  60  フェルト・ラウンドバスケット　グレー ¥14,000 /¥15,400 

  60  フェルト・ラウンドバスケット　緑 ¥14,000 /¥15,400 
  60  フェルト・ラウンドバスケット　赤 ¥14,000 /¥15,400 
  60  フェルトログキャリー ¥6,000 /¥6,600 
  60  スエードログキャリー ¥14,200 /¥15,620 
  60  キャリーエプロン ¥7,400 /¥8,140 
  60  スタックイットブラケット ¥4,800 /¥5,280 
  61  シロッコストーブファン ¥30,000 /¥33,000 

  61  シロッコストーブファン用モーター ¥4,400 /¥4,840 

  61  ストーブトップ温度計 ¥3,600 /¥3,960 
  61  五徳 四角 100 ¥7,400 /¥8,140 

  61  五徳 四角 150 ¥8,200 /¥9,020 
  62  ハースラグ ジャルダン 半円 /長方形 ¥17,800 /¥19,580 
  62  ハースラグ　ブレイズ ¥17,800 /¥19,580 

  62  スチールフロアプレート ¥75,000 /¥82,500 
  62  ハースエクステンション　1248 ¥33,000 /¥36,300 
  62  ハースエクステンション　1848 ¥38,000 /¥41,800 

  62  メッシュカーテンスクリーン 20"/22"/24" ¥31,000 /¥34,100 
  62  メッシュカーテンスクリーン 26"/28"/30" ¥33,000 /¥36,300 

  62  スクリーン　ガラス３面 ¥38,000 /¥41,800 
  62  アンダイアン ¥18,000 /¥19,800 

  62  ヘルゴン　フランクリンロストル ¥40,000 /¥44,000 
  62  ファイヤードッグ ¥9,000 /¥9,900 
  62  ツールセット４点　真ちゅう ¥38,000 /¥41,800 

  62  ツールセット３点　ブラック ¥23,000 /¥25,300 
  63  ストーブグローブ　レギュラー　赤 ¥6,800 /¥7,480 

  63  ストーブグローブ　レギュラー　黒 ¥6,800 /¥7,480 
  63  ストーブグローブ　ロング　ラージ ¥7,900 /¥8,690 
  63  ストーブグローブ　ロング　スモール ¥7,900 /¥8,690 
  63  交換用ブラシヘッド（馬毛） ¥2,600 /¥2,860 
  63  交換用ブラシヘッド（アレンガヤシ繊維） ¥2,600 /¥2,860 
  63  交換用ブラシヘッド（メタル） ¥2,600 /¥2,860 
  63  オリジナル　火ばさみ ¥3,200 /¥3,520 
  63  ブリケットトング ¥2,800 /¥3,080 

  63  エコブリッツ着火剤ウッドウール (32 個入 ) ¥1,650 /¥1,815 
  63  エコブリッツ着火剤カットキューブ (72 個入 ) ¥1,250 /¥1,375 

  63  キュービック着火剤 (70 個入 ) ¥4,000 /¥4,400 

  63  デルタちりとり ¥3,800 /¥4,180 
  63  デルタハンドブラシ ¥3,200 /¥3,520 
  63  ダストパン白 ¥3,000 /¥3,300 

  63  ハンドブラシ ¥3,600 /¥3,960 

  63  ライスストローハンドブラシ ¥2,500 /¥2,750 
  63  シュースクレイパー ¥9,000 /¥9,900 

  63  ブーツジャック ¥2,500 /¥2,750 
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  64  ドライワイパー ¥1,600 /¥1,760 

  64  ガラスクリーナー 471ml ¥1,900 /¥2,090 

  64  ガラスクリーナー レフィルボトル ¥5,800 /¥6,380 

  64  コンディショニングガラスクリーナー ¥2,000 /¥2,200 

  64  ストーブポリッシュリキッド ¥2,300 /¥2,530 

  64  ストーブポリッシュリペースト ¥2,300 /¥2,530 

  64  ポリッシュ・アプリケーター ¥900 /¥990 

  64  スス取り　473ml ¥2,400 /¥2,640 

  64  スス取り　946ml ¥4,200 /¥4,620 

  64  ガスケットボンド ¥1,400 /¥1,540 

  64  ストーブ&ガスケットセメント ¥1,800 /¥1,980 

  64  耐熱スプレー ¥2,600 /¥2,860 

  64  スレッドコンパウンド超耐熱潤滑剤 (焼付防止剤) ¥3,400 /¥3,740 

  64  ラスペネ浸透潤滑剤 (防さび潤滑剤 ) ¥2,200 /¥2,420 

  64  ラスペネミニ ¥1,320 /¥1,452 

  64  耐熱スーパーシリコーングリース ¥3,900 /¥4,290 

  64  ガスケットロープ 1/4" (φ6.4) / 1m ¥800 /¥880 
  64  ガスケットロープ 1/4" (φ6.4) １巻 60ｍ ¥48,000 /¥52,800 
  64  ガスケットロープ 3/8" (φ9.5) / 1m ¥1,000 /¥1,100 

  64  ガスケットロープ 3/8" (φ9.5) １巻 60ｍ ¥60,000 /¥66,000 
  64  ガスケットロープ 1/2" (φ12.7) / 1m ¥1,100 /¥1,210 

  64  ガスケットロープ 1/2" (φ12.7) １巻 30ｍ ¥33,000 /¥36,300 
  64  ガスケットロープ 3/4" (φ19) / 1m ¥2,000 /¥2,200 
  64  ガスケットロープ 3/4" (φ19) １巻 30ｍ ¥60,000 /¥66,000 

  64  ガスケットロープ 7/8" (φ22) / 1m ¥2,600 /¥2,860 

  64  ガスケットロープ 7/8" (φ22) １巻 7.5ｍ ¥19,500 /¥21,450 
  64  ガスケットロープ 1" (φ25.4) / 1m ¥2,800 /¥3,080 

  64  ガスケットロープ 1" (φ25.4) １巻 7.5ｍ 21,000 /23,100 
  64  HS純正ガスケットロープ 3/16" (φ4.8) / 1m ¥800 /¥880 

  64  HS純正ガスケットロープ 1/4" (φ6.4) / 1m ¥800 /¥880 
  64  HS純正ガスケットロープ 3/8" LOW (φ9.5) / 1m ¥1,000 /¥1,100 

  64  HS純正ガスケットロープ 3/8" MED (φ9.5) / 1m ¥1,000 /¥1,100 

  64  HS純正ガスケットロープ 1/2" (φ12.7) / 1m ¥1,100 /¥1,210 

  64  HS純正ガラス用フラット (w19 x t1.5) / 1m ¥1,500 /¥1,650 

  65  クーガー　灰専用掃除機 ¥42,000 /¥46,200 

  65  クーガー　フィルターセット ¥9,700 /¥10,670 

  65  リンクス　灰専用掃除機 ¥26,000 /¥28,600 

  65  リンクス　フィルターセット ¥9,700 /¥10,670 
  65  RESS 煙突掃除ブラシキット（ロッド８m) ø160/ø200 ¥26,000 /¥28,600 

  65  RESS 交換用ブラシφ160/180/200 ¥4,500 /¥4,950 
  65  RESS 交換用ブラシφ250/300/350 ¥5,500 /¥6,050 

  65  ロッドのみ　ø6.5mm/長さ２m ¥8,000 /¥8,800 
  65  ロッドのみ　ø6.5mm/長さ 8m ¥16,000 /¥17,600 

  65  ショックヘッド ¥4,500 /¥4,950 
  65  エンドボール ¥3,000 /¥3,300 
  65  ステンレスケージ ¥14,000 /¥15,400 
  65  国産煙突掃除ブラシ φ125 ¥3,000 /¥3,300 
  65  国産煙突掃除ブラシ φ150 ¥3,500 /¥3,850 
  65  国産煙突掃除ブラシ φ175 ¥4,000 /¥4,400 

  65  国産煙突掃除ブラシ φ200 ¥4,500 /¥4,950 
  65  国産煙突掃除ブラシ用柄　１ｍ ¥1,800 /¥1,980 

accessories アクセサリー maintenance メンテナンス
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8 - 9　　キャッスルトン 8031ハイブリッド マットブラック 8031-4110  ¥625,000/¥687,500
 ブラウンエナメル 8031-4120  ¥720,000/¥792,000
 シーフォームエナメル 8031-4161  ¥720,000/¥792,000
 リアヒーシールド 90-53300 ¥26,000/¥28,600
 外気導入アダプター 90-68300 ¥22,000/¥24,200
10 - 11　ヘリテイジ 8024ハイブリッド マットブラック 8024-4110 L/R ¥730,000/¥803,000
　　　　　※サイドドア左仕様・右仕様あり ブラウンエナメル 8024-4120 L/R ¥830,000/¥913,000
 シーフォームエナメル 8024-4161 L/R ¥830,000/¥913,000
 ブラックエナメル 8024-4150 L/R ¥830,000/¥913,000
 リアヒーシールド 90-68210 ¥35,000/¥38,500
 外気導入アダプター 90-53220 ¥15,000/¥16,500
 アッシュパンキット 90-54240 ¥68,000/¥74,800
12 - 13　マンスフィールド 8013ハイブリッド マットブラック 8013-4110 ¥770,000/¥847,000
 ブラウンエナメル 8013-4120 ¥870,000/¥957,000
 リアヒーシールド 90-68210 ¥35,000/¥38,500
 外気導入アダプター 90-53220 ¥15,000/¥16,500
 アッシュパンキット 90-54240 ¥68,000/¥74,800
14 - 15　クラフツバリー 8392ハイブリッド マットブラック 8392-0010 ¥550,000/¥605,000
 ブラウンエナメル 8392-0020 ¥625,000/¥687,500
 バジルエナメル 8392-0083 ¥625,000/¥687,500
 外気導入アダプター 93-53400 ¥12,000/¥13,200
16 - 17　シェルバーン 8372ハイブリッド マットブラック 8372-0010 ¥625,000/¥687,500
 ブラウンエナメル　※受注発注 8372-0020 ¥710,000/¥781,000
 バジルエナメル 8372-0083 ¥710,000/¥781,000
 外気導入アダプター 93-53400 ¥12,000/¥13,200
18 - 19　マンチェスター 8362ハイブリッド マットブラック 8362-0010 L ¥750,000/¥825,000
 ブラウンエナメル 8362-0020 L ¥860,000/¥946,000
 クロースクリアランスヒートシールド 93-68600 ¥14,000/¥15,400
 外気導入アダプター 93-53500 ¥18,000/¥19,800
20 - 21　グリーンマウンテン 40ハイブリッド マットブラック 8640-0010 ¥520,000/¥572,000
 外気導入アダプター 93-53400 ¥12,000/¥13,200
22 - 23　グリーンマウンテン 60ハイブリッド マットブラック 8660-0010 ¥610,000/¥671,000
 外気導入アダプター 93-53400 ¥12,000/¥13,200
24 - 25　グリーンマウンテン 80ハイブリッド マットブラック 8680-0010 ¥730,000/¥803,000
 外気導入アダプター 93-53400 ¥12,000/¥13,200

    

28 - 29　E-30S マットブラック 2003052 ¥360,000/¥396,000
28 - 29　E-30M マットブラック 2003063 ¥425,000/¥467,500
 リアヒーシールド 9920920 ¥28,000/¥30,800
30 - 31　E-40 マットブラック 2004062 ¥465,000/¥511,500
 リアヒーシールド 9920792 ¥31,000/¥34,100
32 - 33　グランス マットブラック 2005030 ¥610,000/¥671,000
32 - 33　グランス L マットブラック 2005050 ¥730,000/¥803,000
32 - 33　グランス LVP　ベンチ付 マットブラック 2005060 ¥920,000/¥1,012,000
   34       アルセ マットブラック 2092011 ¥530,000/¥583,000
   35       TB-6H ブラックエナメル 516202 ¥470,000/¥517,000
   36       セーレ 100　インサート  2010976 ¥750,000/¥825,000
   37       マヨルカ※受注発注 マットブラック 2090110 ￥2,900,000/￥3,190,000
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40 - 41　アスマラ　 ブラックスチール＋ソープストーン 1011089 ¥880,000/¥968,000
 蓄熱レンガ 1001797 ¥66,000/¥72,600
42 - 43　デリー 114 ブラックスチール 1011109 ¥690,000/¥759,000
 外気導入コネクションセット 1001519 ¥35,000/¥38,500
44 - 45　ルノ ブラックスチール 1011176 ¥600,000/¥660,000
46 - 47　センダイ 135 ブラックスチール 1011256 ¥710,000/¥781,000
46 - 47　センダイ 155 ブラックスチール 1011264 ¥770,000/¥847,000
 蓄熱レンガ　センダイ 155 1002235 ¥66,000/¥72,600
46 - 47　センダイ　シェルフシステム ウッドシェルフ 1003397 ¥128,000/¥140,800
 ウッドボックス 1017280 ¥92,000/¥101,200
 ウッドドロワー 1003404 ¥25,000/¥27,500
    
48 - 49　ハースストーンアウトドア ファイヤーピット　ローベース 810-1510 ¥358,000/¥393,800
 ファイヤーピット　トールベース 810-2510 ¥478,000/¥525,800
 グリドル：ソープストーン 1141-380 ¥27,000/¥29,700

50 - 51　ウェルテフレー アウトドアオーブン  ¥280,000/¥308,000

52 - 53　斧　フルターフォッシュ スレッジ 840601 ¥21,000/¥23,100
 スレッジ替え柄 842011 ¥8,200/¥9,020
 スプリッティング 840592 ¥17,500/¥19,250
 スプリッティング替え柄 842009 ¥8,200/¥9,020
 フェリング 840185 ¥15,800/¥17,380
 フェリング替え柄 842010 ¥8,200/¥9,020
 ハンドスプリッティング 840581 ¥11,800/¥12,980
 ハンドスプリッティング替え柄 842710 ¥5,600/¥6,160
 カーペンター 840304 ¥11,800/¥12,980
 カーペンター替え柄 842003 ¥5,600/¥6,160
 ハチェット 840025｠ ¥9,800/¥10,780
 ハチェット替え柄 842000 ¥4,800/¥5,280
 くさび 840620 ¥6,300/¥6,930
 グラインディングストーン 840792 ¥7,500/¥8,250
 クラシックトレッキングミニ 840760 ¥19,800/¥21,780
 クラシックトレッキング 840701 ¥19,800/¥21,780

   55       ハースストーン　アクセサリー ソープストーンストーブトップ温度計 90-99120 ¥4,300/¥4,730
 ソープストーンスチーマー 90-99112 ¥29,000/¥31,900
 ハースストーンレザーグローブ 90-99031 ¥8,900/¥9,790
 タッチアップペイント：ブラウン 90-58004N ¥3,500/¥3,850
 タッチアップペイント：バジル 90-58083 ¥3,500/¥3,850
 タッチアップペイント：シーフォーム 90-58061N ¥3,500/¥3,850
 タッチアップペイント：ブラックエナメル 90-58007N ¥3,500/¥3,850
 ドローカラー　 90-99099　 ￥53,000/￥58,300
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