
 ロンド

スティール 340,000円

自動着火 / タイマー予約 / 温度設定・
火力設定 / リモコン / 灰溜め

仕様 参考販売価格

90 50 35 - 49

前板 税別

80
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm kg
5.5 0.5 - 1.2 50 - 140 / ~34 13 W460 - D460 - H795

201309

ペレットストーブ カタログ
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ 重量

Rondo 暖房効率 消費電力 振動音 付属機能
% W dB

28.5

温風口： 上面
給気口： 背面
排気口： 背面

※可燃物からの離隔距離
 本体背面・本体側面・シングル煙突：20センチ以上
 前面：100センチ以上

※ 色や仕様によって、在庫切れの場合があります。本国オーダーする場合には納品までの日数と別途費用が掛かる場合があります。

■販売元  
笹本環境オフィス株式会社 TEL:055-232-4477 info@office-sasamoto.net
■ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15（県立美術館通り）

■日本総輸入元
本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15CADEL     Japan    www.cadeljp.com

⇒ 詳しくは、当社のホームページをご覧ください。 http://office-sasamoto.net

本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15
mail@cadeljp.com / tel:055-268-3631 / fax:055-235-9277CADEL     Japan    www.cadeljp.com



 マーヴィー

温風口： 前面

自動着火 / タイマー予約 / 温度設定・
火力設定 / リモコン / 灰溜め

201309

ペレットストーブ カタログ
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ 重量

85
kg

6.5 0.65 - 1.3 ~138 / ~33 15 W450 - D505 - H951
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm

＞89 110 ー

仕様 参考販売価格
天板 税別
陶 367,000円

Mavi 暖房効率 消費電力 振動音 付属機能
% W dB

22.5

6.8

上面から排気する場

温風口： 前面
給気口： 背面
排気口： 背面

上面

※可燃物からの離隔距離
 本体背面・本体側面・シングル煙突：20センチ以上
 前面：100センチ以上

※ 色や仕様によって、在庫切れの場合があります。本国オーダーする場合には納品までの日数と別途費用が掛かる場合があります。

■販売元  
笹本環境オフィス株式会社 TEL:055-232-4477 info@office-sasamoto.net
■ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15（県立美術館通り）

■日本総輸入元
本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15

⇒ 詳しくは、当社のホームページをご覧ください。 http://office-sasamoto.net

本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15
mail@cadeljp.com / tel:055-268-3631 / fax:055-235-9277CADEL     Japan    www.cadeljp.com



 クロエ

ストーン 427,000円

95
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm kg

W803 - D268 - H908

ガラス 433,000円

201309

ペレットストーブ カタログ
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ 重量

6.5 0.6 - 1.5 60 - 170 / ~41 9

前板

自動着火 / タイマー予約 / 温度設定・
火力設定 / リモコン / 灰溜め

仕様 参考販売価格
前板 税別

Cloe 暖房効率 消費電力 振動音 付属機能
% W dB

仕様 参考販売価格

89.5 50 38 - 51

税別

温風口： 上面
給気口： 下面
排気口： 背面

上面
右側面

※不燃素材の壁に背面をビス留して固定します。
※可燃物からの離隔距離
 本体背面・本体側面・シングル煙突：20センチ以上
 前面：100センチ以上

※ 色や仕様によって、在庫切れの場合があります。本国オーダーする場合には納品までの日数と別途費用が掛かる場合があります。

■販売元  
笹本環境オフィス株式会社 TEL:055-232-4477 info@office-sasamoto.net
■ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15（県立美術館通り）

■日本総輸入元
本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15

⇒ 詳しくは、当社のホームページをご覧ください。 http://office-sasamoto.net

本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15
mail@cadeljp.com / tel:055-268-3631 / fax:055-235-9277CADEL     Japan    www.cadeljp.com



 ナイス

温風口： 前面
給気口： 背面

kg

スティール 295,000円

仕様 参考販売価格
側板 税別
陶 340,000円

自動着火 / タイマー予約 / 温度設定・
火力設定 / リモコン / 灰溜め

18 W575- D470 - H950

付属機能

80 / 94

側板 税別

7.0 0.91 - 1.66 98 - 170 / ~41

暖房効率

仕様 参考販売価格

201309

ペレットストーブ カタログ
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ 重量
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm

Nice
92 60 37 - 50
%

消費電力
W

振動音
dB

給気口： 背面
排気口： 背面

※可燃物からの離隔距離
 本体背面・本体側面・シングル煙突：20センチ以上
 前面：100センチ以上

※ 色や仕様によって、在庫切れの場合があります。本国オーダーする場合には納品までの日数と別途費用が掛かる場合があります。

■販売元  
笹本環境オフィス株式会社 TEL:055-232-4477 info@office-sasamoto.net
■ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15（県立美術館通り）

■日本総輸入元
本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15CADEL     Japan    www.cadeljp.com

⇒ 詳しくは、当社のホームページをご覧ください。 http://office-sasamoto.net

本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15
mail@cadeljp.com / tel:055-268-3631 / fax:055-235-9277CADEL     Japan    www.cadeljp.com



 ウォール

104 / 115
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm kg

W960 - D270 - H1030

201309

ペレットストーブ カタログ
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ 重量

スティール 463,000円

9.0 1.0 - 2.5 88 - 200 / ~48 18

前板

税別

陶 493,000円

87.5 50 36 - 50

税別

自動着火 / タイマー予約 / 温度設定・
火力設定 / リモコン / 灰溜め

Wall 暖房効率 消費電力 振動音 付属機能
% W dB

仕様 参考販売価格

仕様 参考販売価格
前板

温風口： 上面
背面ダクト①

給気口： 下面
排気口： 背面

上面
左側面

※不燃素材の壁に背面をビス留して固定します。
※可燃物からの離隔距離
 本体背面・本体側面・シングル煙突：20センチ以上
 前面：100センチ以上

※ 色や仕様によって、在庫切れの場合があります。本国オーダーする場合には納品までの日数と別途費用が掛かる場合があります。

■販売元  
笹本環境オフィス株式会社 TEL:055-232-4477 info@office-sasamoto.net
■ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15（県立美術館通り）

■日本総輸入元
本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15

⇒ 詳しくは、当社のホームページをご覧ください。 http://office-sasamoto.net

本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15
mail@cadeljp.com / tel:055-268-3631 / fax:055-235-9277CADEL     Japan    www.cadeljp.com



 マルティナ

Martina

105 / 119
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm kg

18 W570 - D505 - H99010.4 1.09 - 2.63 88 - 240 / ~58

付属機能
% W

側板

201309

ペレットストーブ カタログ
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ 重量

自動着火 / タイマー予約 / 温度設定・
火力設定 / リモコン / 灰溜め

仕様 参考販売価格

86 70 38 - 51

税別
スティール 518,000円

仕様 参考販売価格
側板 税別
陶 545,000円

dB
暖房効率 消費電力 振動音

温風口： 前面
給気口： 背面
排気口： 背面

※可燃物からの離隔距離
 本体背面・本体側面・シングル煙突：20センチ以上
 前面：100センチ以上

※ 色や仕様によって、在庫切れの場合があります。本国オーダーする場合には納品までの日数と別途費用が掛かる場合があります。

■販売元  
笹本環境オフィス株式会社 TEL:055-232-4477 info@office-sasamoto.net
■ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15（県立美術館通り）

■日本総輸入元

ストーン ー

仕様 参考販売価格

⇒ 詳しくは、当社のホームページをご覧ください。 http://office-sasamoto.net

側板 税別

本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15
mail@cadeljp.com / tel:055-268-3631 / fax:055-235-9277CADEL     Japan    www.cadeljp.com



 ヴィーナス

温風口： 前面
背面ダクト②

給気口： 背面

201309

ペレットストーブ カタログ
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ 重量

150
kg

12.5 1.09 - 3.00 100 - 310 / ~75 25

自動着火 / タイマー予約 / 温度設定・
火力設定 / リモコン / 灰溜め

W640 - D590 - H1075
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm

税別
ストーン 658,000円

仕様 参考販売価格
側板 税別

スティール 633,000円

Venus 暖房効率 消費電力 振動音 付属機能
% W dB

仕様 参考販売価格

91 95 38 - 53

側板

給気口： 背面
排気口： 背面

※可燃物からの離隔距離
 本体背面・本体側面・シングル煙突：20センチ以上
 前面：100センチ以上

※ 色や仕様によって、在庫切れの場合があります。本国オーダーする場合には納品までの日数と別途費用が掛かる場合があります。

■販売元  
笹本環境オフィス株式会社 TEL:055-232-4477 info@office-sasamoto.net
■ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15（県立美術館通り）

■日本総輸入元
本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15

⇒ 詳しくは、当社のホームページをご覧ください。 http://office-sasamoto.net

本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15
mail@cadeljp.com / tel:055-268-3631 / fax:055-235-9277CADEL     Japan    www.cadeljp.com



Nice

温風口： 前面

給気口： 背面
排気口： 背面

201309

ペレットストーブ カタログ
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ 重量

kg
7.0 0.91 - 1.66 98 - 170 / ~41 18 W575- D480 - H945 80 / 94
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm

仕様 販売価格
側板 税別

スティール 295,000円

仕様 販売価格
側板 税別
陶 340,000円

重量
kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm kg
出力 燃費 暖房体積 燃料タンク サイズ

Mavi

温風口： 前面

給気口： 背面
排気口： 背面

上面

※ 色や仕様によって、在庫切れの場合があります。本国オーダーする場合には納品までの日数と別途費用が掛かる場合があります。

■販売元  
笹本環境オフィス株式会社 TEL:055-232-4477 info@office-sasamoto.net
■ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15（県立美術館通り）

■日本総輸入元
本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15

kW kg/h m3 / 畳相当 kg mm kg
6.5 0.65 - 1.3 ~138 / ~33 15 W450 - D505 - H951 85

仕様 販売価格
天板 税別
陶 367,000円

⇒ 詳しくは、当社のホームページをご覧ください。 http://office-sasamoto.net

本社 / 甲府ショールーム 山梨県甲府市貢川1-2-15
mail@cadeljp.com / tel:055-268-3631 / fax:055-235-9277CADEL     Japan    www.cadeljp.com


