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展示場にお越しください。
ストーブの大きさや使い方など、
実物のストーブを見ながらご説明
させて頂きます。

1
ご自宅の状況をお見せください。
専門スタッフがお伺いし、設置場所
の確認や配管方法を確認させて頂
きます。お見積もりの提出・ご説明
もさせて頂きます。

設置工事にお伺いします。
専門スタッフがペレットストーブの
設置にお伺いします。ストーブの
使用方法もご説明させて頂きます。

炎のある暮らしが始まります。
ペレットストーブの優しいぬくもりに
包まれながらお過ごしください。

▶このカタログに掲載されている情報は2020年8月現在のものです。
▶製品の価格・仕様・デザインは予告なく変更されることがあります。

〒９５０-２２６４
新潟県新潟市西区みずき野２丁目１２番９号
電話（０２５）２３９-１４００ＦＡＸ（０２５）２３９-１４０１
www.saikai-sangyo.com

販売店

ペレットストーブ設置までの4つの流れ

POINT
お客様サポートページにて、快適にペレット
ストーブライフをお過ごしいただくために、
燃やし方のコツや故障かな？と思った時の
対処法など、ご購入者様のための情報を
ご提供しております。ぜひご覧ください。

ONE

SAIKAI SHOP 販売店 全国に拡がるSAIKAIネットワーク

ＳＡＩＫＡＩの販売サービス網は
全国に4００店（2020年8月現在）

全国のイベント、展示情報、最寄りの販売店はこちらから

最新の
詳しい情報は

Webで スマホからも
チェック！

さいかい 検索

ペレットストーブのご相談は、
「SAIKAIマイスター」のいるお店へ！

さいかい産業では、お客様が安心・安全・快適にペレットス
トーブをお使いいただけるようSAIKAIマイスター認定制度を
設け、販売店の技術向上に取り組んでいます。
マイスターのいる販売店はホームページにて公開中！

「SAIKAIマイスター」とは…
弊社製品に関する知識・技術について受講・習得した認定技術者に与えられる称号です。
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まず、皆様にどんな会社か知っていただきたいので、
私たち、さいかい産業の “想い”をお話しします。

地域にお金と仕事を回し、
地産地消できる仕組みを作るコトを目指します。

さいかい産業の想い

私たちさいかい産業は
木質ペレット燃料と

木質ペレットストーブの普及を
推進している会社です。

私たちが本当に目指しているのは、
“自分たちで生きていける強い地域”

を作るコトです。

木質ペレット燃料を作るというコトは
エネルギーを生み出すというコトです。

さいかい物語 公開中！

さいかい産業ホームページにて
さいかい物語を公開しています。

木質ペレット燃料を使うコトは
エネルギーの地産地消につながります。

ペレットストーブの炎で　あなたのおうちも　地域も　あたためませんか？
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もちろん、安全対策はしっかりと。

●感震自動消火装置

感震自動消火装置

揺れを感知し、木質ペレットの投入を止めます。

●異常過熱センサー

異常過熱センサー

異常な過熱を感知し、木質ペレットの投入を止めます。

●消火制御

消火制御

電源スイッチを切ってから一定時間まで排気ファンが
回り、消火を確実に行います。

確実な着火を実現するために、SAIKAIペ
レットストーブは、着火材による手動着火シス
テムを採用しています。
省電力で着火でき、着火時の煙が少ないので
環境面でも安心です。
慣れるまで少し時間はかかりますが、毎日ア
ウトドア感覚で着火作業そのものを楽しむこ
とができます。

SAIKAIペレットストーブは手動着火です。
考え方によっては面倒かもしれませんが、我が家
では火の取扱い・空気の役割り等を子供に教え
る教材として活用できております。全てが自動化
された今、ちょっとだけ不便な面が却って私達に
は新鮮であり、家族皆で炎を楽しんでおります。

高い熱交換性能を維持するためには、ペレッ
トストーブ内部に溜まった灰やススを掃除す
る必要があります。
また、メンテナンスをせずに長期間使用し続
けると燃焼不良やストーブの故障、煙道火災
などの原因となります。
※メンテナンスについて詳しくはP.18をご覧ください。

SAIKAIペレットストーブは、あえて手軽な便
利さを追求せず、火力無段階調節機能や感震
装置・安全装置など必要最低限の機能に抑え
ることで、単純なアナログ制御による使いや
すさとメンテナンスの容易さを実現し、故障
の可能性を徹底的に排除しました。
※温度設定機能、温風・排気ファン可変機能はあり
ません。

手動着火システム採用。 メンテナンスが必要です。 機能は必要最低限。
便利さを追求していません。

SAIKAIのペレットストーブは、「日本の森を育てたい」という見地から、日本の森林を整備することで発生する間伐材や林地残材等を
主原料とした全木（混合）ペレットの使用を前提として製造しています。
ところが全木（混合）ペレットは、樹種や地域により燃焼性能が異なるため、燃焼の制御が難しいという側面があります。
そこで、さいかい産業は、日本で初めて木質ペレット燃料の製造とペレットストーブの製造を同時に事業化し、独自のノウハウにより燃料
と燃焼機器の特性を理解することで、燃費の向上や故障要因の大幅削減に成功しました。

SAIKAIのペレットストーブは、「輻射・自然対流式」「温風式」の2タイプ。

あたたかいって「うれしい」 「楽しい」 「おいしい」 「癒される」
すでにペレットストーブライフを楽しんでいらっしゃるお客様の声をご参考にご検討ください。

選び方のポイント（P.15参照）

1.暖房方式で選ぶ

2.お部屋の広さに合わせて選ぶ

3.生活スタイルに合わせて選ぶ

アナログかつシンプルな操作

さいかいのペレットストーブ

ペレットストーブのある暮らし

輻射式タイプと温風式タイプ

お近くの販売店展示場で、ペレットストーブの暖かさ、大きさ、作動音などをお客様ご自身でご体感ください。

お客様の声

(P.9・10、P.13・14参照)

輻射・自然対流式 温風式
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日本国内各地で木質ペレット製造工場が増加しており、木質ペレットを販売する会社・店舗も増えています。
ホームセンターやガソリンスタンドが取り扱っている地域もあり、より身近な燃料になってきています。

SAIKAIペレットストーブは「手動着火」です。
お客様ご自身で着火していただく為、安心して
お使いいただける着火材をご用意しています。

※木質ペレットは樹種や地域によって、その燃焼性能にわずかながら違いがあります。
※さいかい産業ホームページで、製造工場・販売店をご紹介しております。

着火動画 公開中！

さいかい産業ホームページにて
ペレットストーブへの着火動画
を公開しています。

さいかい産業推奨の着火材をご使用ください。

木質ペレット製造工場は全国150か所以上お近くの販売店「SA IKA Iマイスター」のいる販売店へ

さらに「SAIKAIマイスター制度」を導入。
SAIKAI製品の知識・技術を熟知した
“SAIKAIマイスター”が皆様の冬を支えます。

※SAIKAIマイスターとは、さいかい産業製品に関する
知識・技術の更なる向上を目指し受講・習得した認定
技術者に与えられる称号です。

広がる着火材の輪

（平成30年 林野庁調査報告より）

さいかい産業は
「ペレットストーブご購入後からがお客様との本当のお付き合い」
と考えています。
それは、ペレットストーブが「売って終わり」の商品ではなく、
正しい使用方法
適切な設置工事
定期的なメンテナンス　が必要なものだからです。
お客様が安心・安全・快適に、長くお使いいただけるよう
SAIKAI販売店は、製品知識、設置及びメンテナンス技術・知識を
受講・習得しています。

また、さいかい産業がシンプル構造・アナログ操作にこだわるのは、
故障に繋がるリスクを抑える為と、販売店で修理・部品交換等が行える為でもあります。
これからもお客様が安心してペレットストーブライフをエンジョイできるよう
販売店と共にサポートいたします。

さいかい産業ホームページでご紹介している各地で製造されている着火材は、
福祉作業所にて手作りで作られているものです。ご使用いただくことで、障が
い者自立支援の一助となります。
また、使用済みろうそく（またはパラフィンなど）を溶かして、おが粉を固めて
いるものなので、火持ちがよく、薪ストーブユーザー様からもご好評いただい
ております。

POINT
ONE

ペレットの保管場所が必要になります。
直射日光、雨の当たらない場所、湿度の
少ない場所で保管してください。

イラスト・クリエイターユニット401
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最大の暖房能力を発揮　大きな炎が 大空間をやさしく暖めます

炎が燃焼炉全体を熱し、放射される輻射熱と自然対流で部屋全体を優しく暖めます。
お湯などを沸かすこともできるので、冬場の過度な乾燥に対する加湿や煮込み料理などを楽しむことができます。

燃
料
タ
ン
ク

セパレート
構造で安心！

燃
焼
炉
本
体

▶燃焼炉全面が熱くなります。

湯沸かし
できます

輻射・自然対流式ペレットストーブとは

高性能住宅で能力を発揮するコンパクトサイズの 輻射式ペレットストーブ

※炎ははめ込み合成です。

燃焼炉本体と後部の燃料タンク部は、セパレー
トされていて、熱を遮断していますので、背面・
床面の防火工事は不要です。
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遮熱板はステンレスエンボス加工

※炎ははめ込み合成です。

対流ファンにより、上部に向けて対流を促進します。
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遮熱板はステンレスくもり加工

重厚感ある鋳物製の扉と大きな窓から見える炎が こころまで暖めます

※炎ははめ込み合成です。

本体上部の筒は煙突ではなく、熱交換器です。
内側を熱気が上昇し、高い位置までまんべんなく暖めてから排気されます。
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※スペック詳細およびオプションについてはP.15・16をご参照ください。

FF式 輻射・自然対流式ストーブ

RS-mini
暖 房目安 10畳〜

※配管・工事費別途

本 体 価 格 264,000円
（税抜価格240,000円、消費税額24,000円）

DK-15は炉台施工が必要です
燃料タンク背面部は、熱を遮断して
いますので、背面の防火工事は不要
です。
本体底面は熱くなりますので、消防
法に基づ いた耐火炉台の施工が
必要です。

※スペック詳細およびオプションについてはP.15・16をご参照ください。

FF式 輻射・自然対流式ストーブ

RS-4
暖 房目安 20畳〜

※配管・工事費別途

本 体 価 格 327,800円
（税抜価格298,000円、消費税額29,800円）

※スペック詳細およびオプションについてはP.15・16をご参照ください。

FE式 輻射・自然対流式ストーブ

DK-15
暖 房目安 30畳〜
本 体 価 格 528,000円

（税抜価格480,000円、消費税額48,000円）
※配管・工事費別途

住宅性能の
高い北海道で

大活躍！！
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実家の旧家を引き継ぎました。だだっ広く、あちこちに空気の抜け道がある旧い日本家屋で
すので、真冬の暖房ツールを考え大いに悩みました。屋根裏には葺かれた茅が詰まって
いますから、火のリスクは極力避けたい、しかし幼い日の記憶に残る囲炉裏端の炎やホン
ワカした暖かさも再現したい…と散々悩んだ結果、ペレットストーブを選びました。
機種選定に当たって鍵となったのは、きちんと暖かくなる事、炎がしっかり見える事、建物の
雰囲気に合ったものである事、です。

リフォーム

雑誌でペレットストーブを知り、近くの販売店に見に行って即決しました。
薪ストーブへの憧れがありましたが、当方住宅地のため煙問題で揉めているご近所さん
があり諦めていました。煙が少なく炎が見られて暖かい、しかも地球に優しく導入費用も安
いと願ったり叶ったりの製品でした。

● 築年数：古民家、江戸時代に改築
● 暖房面積：約35畳程度

● 築年数：１年未満
● 暖房面積：リビング16畳
● 設置場所：角に設置

● 築年数：8年
● 暖房面積：2０畳リビング+９畳キッチン+６畳和室
● 設置場所：LDKの角に設置

使用機種：DK-15
（設置工事パターン：コーナー設置・室内立上）

使用機種：RS-4
（設置工事パターン：平行設置・室外立上）

使用機種：RS-mini（設置工事パターン：コーナー設置・室内立上）

静岡県　F様 

兵庫県　Y様 

福島県　N様 

購入のきっかけ

購入のきっかけ

購入のきっかけ

感想

感想

感想

1階をワンフロアに設計した上に吹き抜け
を6畳分ほど作ったため、エアコンでは十分
暖まらず冬は寒さが厳しく感じられました。
薪ストーブも検討しましたが、長い煙突を設
置しなければならないことや燃料の確保に
不安がありました。
そんな時ペレットストーブのことを知り、販
売店で詳しく話を聞いたことがきっかけに
なりました。市が補助金を出していたこと
や、ペレットの使用自体が環境保全につな
がっていることも決め手になりました。

ペレットストーブ1台で部屋中が暖まり、冬でも
室内干しの洗濯物がカラリと乾き助かります。
子どもたちは冬でも広いスペースを遊びまわ
り家族に笑顔が増えました。息子も、しもや
けを作らず冬を越すことができました。もとも
とアウトドアが好きなこともあり、火が見える
生活も心の安らぎにつながっています。
妻は妻でストーブ上でのお手軽料理を楽し
み、家族それぞれがペレットストーブライフ
に満足しています。

使用機種：RS-4（設置工事パターン：平行設置・室外立上）広島県　K様 

購入のきっかけ

感想

とにかく暖かいです。室内の空気が全て暖まる感じです。高気密高断熱の平屋なので寝
室や浴室まで暖房はペレットストーブ１台で済んでいます。夜焚いたストーブの予熱で
寒冷地ですが起床も辛くありません。鉄瓶でお湯を沸かしたかったので輻射式を購入し
ました。アルミホイルで焼き芋も楽しいです。石油ファンヒーターのように燃料が臭くない
のもいいです。着火がやや面倒ですが慣れれば大丈夫です。でもそれを上回る魅力が
あります。おかげさまで、人間も獣（犬と猫）もストーブの前でダメになっています。
実家の父母も購入予定です。素敵な製品ありがとうございました。

新築に伴い火のある暮しを望んでいたため。また暖かさが優しく落ち
着くため。

使用機種：RS-4（設置工事パターン：平行設置・室外立上）

宮城県　A様 

購入のきっかけ

感想
想像以上の柔らかい暖かさ、平屋のため子供部屋、主寝室まで
一台で暖かいです。来客のお客様も心地よさから長居することが
多く猫もみんなでくつろいでいます。年齢を重ねても燃料補充の
簡単なペレットで安心して楽しんでいます。

炉台に防火壁と、薪ストーブに準じる規模で屋敷を改修し、設置する迄は母や兄弟の「そこ
までやらなくても…」と冷たい視線を受けていましたが、火を点けた後は「炎に癒されるぅ。」

「じんわり暖かくて、石油ストーブみたいに暑過ぎたりあたり疲れしないから良いねぇ。」と
一同大絶賛。
元々は母屋と炊事場を繋ぐ土間から転じた15畳以上あるリビング、黒光りする太い柱や梁
とマッチしたDK-15の堂 と々した姿は、今やすっかり我が家の新しい顔です。

エアコンも設置したのですが、以前からお世話になっている工務店様からペレット
ストーブのお話を聞かせていただいていました。今年の冬に初めて使いました。
想像以上に温かく更に、炎を見ているだけでも心が温かくなりました。我が家のよ
うなリフォームでは、薪ストーブの設置は家の構造上無理がありますが、ペレットス
トーブは外に面した壁があれば大丈夫でした。又、着火が簡単で煙も思っていたほ
ど出ません。通常のメンテナンスは自分で出来るのも気に入っています。エアコンは
切ったら室温は一気に下がっていきますが、このストーブでは切った後も長時間暖
かく過ごせました。

きっかけは会社でペレットストーブを使用していて、灯油ス
トーブと違い点けた時と消す時のイヤな匂いがしないのが
とてもいいからです。

● 築年数：20年ほど
● 暖房面積：25畳程度

使用機種：RS-4（設置工事パターン：平行設置・室内立上）

山形県　O様 

購入のきっかけ

感想
炎が大きく見える所も気に入りましたし、輻射式なのでほん
わか暖かいです。寒い冬も安心して暮らせます。

暖炉のあるリビング、炎のある暮らしが憧れ
でした。ただ暖炉は薪の調達や着火、暖房中
の気遣いなどの煩わしさと付き合えるか心
配もありました。そんな時にペレットストーブ
の存在を知り、我が家のライフスタイルには
ペレットストーブが合いそうだと思いました。
またある時、たまたま目にしたテレビ番組で

「さいかい産業」さんのことが取り上げら
れていて、木質ペレットづくりを通した、環境
や福祉への取り組みなどが紹介され、その
姿勢に共感し、自宅のリフォームを契機に、
さいかい産業さんのペレットストーブを導
入しました。

● 築年数：26年・2019年リフォーム
● 暖房面積：24畳使用機種：RS-mini

（設置工事パターン：コーナー設置・室内立上）

新潟県　B様 

購入のきっかけ 感想
以前は灯油大型ファンヒーターを使用しており、特に不満はあり
ませんでしたが、強力な温風により必要以上に乾燥してのどが
渇いたり、吹き出し口近くでは過ごせなかったりという不満があり
ました。
ペレットストーブにも温風式と輻射式の２つがあり、寒い朝に
スピーディーに温まる温風式にするか迷いましたが、やはりじんわ
りと優しく温めてくれる輻射式を選びました。家の構造の関係で、
ペレットストーブの位置が居住スペースより最も遠い位置になり
ましたが、高性能サーキュレーターで暖気を循環させることで
ほぼ１階全体を暖房することになり、温度のバリアフリーが実現
しました。ペレットストーブで温まるまでは、エアコンを兼用して
いますが、エアコンの温風とは比べものにならない暖かさで、
優しいぬくもりに包まれ、とても満足しています。

使用機種：RS-4（設置工事パターン：コーナー設置・室内立上）新潟県　M様 

関東出身の私はとにかく雪国の冬がつらくて、新築時には「寒さを我慢しない
家」を目指していました。様 な々暖房システムを検討・比較していましたが、ある
時旅行で宿泊した旅館のロビーでペレットストーブを見ました。
年末の大雪の時だったのに、一台でとても暖かく何より揺らめく炎にとても癒さ
れて一目惚れしました。コストパフォーマンスもよかった為購入を決めました。

ひと冬を通して、上記面積の暖房はペレットストーブ1台と床暖房だけです。1日
で使うペレットは15〜20kgです。暖房のパワーとしては十分です。エアコンの
ように風が出るものではないのでハウスダストが舞い上がったり目が乾燥した
りはしません(空気中の湿度は下がるので加湿が必要です)。着火作業は手作
業なので、朝は床暖房をタイマーで作動させておいて起床後にペレットストーブ
を着火します。着火の前に前日の灰の掃除をしなければいけない点は面倒で
すが慣れれば着火まで５分程度で終わらせられます。排気は外に出るので、
部屋の中に嫌な臭いがすることもないし、とにかく暖かいです。来客時も炎の
見えるペレットストーブに皆さんからの評判もよいです。

購入のきっかけ

感想

● 築年数：6年
● 暖房面積：天井の高さ６.2mの吹き抜けで２2畳の１F＋２Fと１２畳の１F

● 築年数：3年
● 暖房面積：リビングダイニングキッチン約25畳と
　　　　　   吹き抜けのロフト15畳
● 設置場所：リビングの角タイル部分に設置

● 築年数：4年
● 暖房面積：1階部分21畳＋吹き抜け6畳＋2階ファミリースペース6畳
● 設置場所：リビングダイニングの壁際に設置

お客様の声 輻射・自然対流式 設置パターンについてはP.17参照。感想など一部要約していますが、
ホームページでは原文紹介しておりますのでぜひご覧ください。
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▶前面以外は熱くなりません。

温風×湯沸かし
できません

※スペック詳細およびオプションについてはP.16をご参照ください。

FF式 温風ファンヒーター

SS-5
暖 房目安 20畳〜

※配管・工事費別途

本 体 価 格 ブラック（ハンマートーン塗装）

217,800円
（税抜価格198,000円、消費税額19,800円）

レッド（ハンマートーン塗装） 

228,800円
（税抜価格208,000円、消費税額20,800円）

SAIKAI独自の煙管熱交換方式により、驚くほどの暖房能力を発揮します。
熱を無駄なく前面から放出するため、ストーブの上部や側面は熱くなりません。

温風ファンヒーター式ペレットストーブとは

※炎ははめ込み合成です。

ブラック（ハンマートーン塗装）

ガラスがくもりにくい
エアカーテン機能付き！！ 脚には 京都産の桧 を使用

※スペック詳細およびオプションについてはP.16をご参照ください。

FF式 温風ファンヒーター

SS-5 Plus
暖 房目安 20畳〜

※配管・工事費別途

本 体 価 格 ブラック（ハンマートーン塗装）

264,000円
（税抜価格240,000円、消費税額24,000円）

（参考）
エアカーテン機能は、燃焼の空気の一部をガラス面にそって流すことでくもりを軽減してい
ます。そのため燃焼の空気が、SS-5より少ないためペレット燃焼量が少なくなり、SS-5と比
較すると少しだけ暖房能力が下がっています。

SS-5と比べて、きれいな状態で継続燃焼できます。
せっかくの炎をきれいなまま楽しみたい! という方へお勧めです。
※全くくもらないわけではありません。
※白いくもりは燃焼灰が焼きつくため発生します。不具合ではございません。

◆エアカーテン機能　ガラスくもり比較（燃焼開始から5時間後）

SS-5 Plus SS-5

※スペック詳細およびオプションについてはP.16をご参照ください。

FF式 大型温風ファンヒーター

SS-10
暖 房目安 30畳〜

※配管・工事費別途

本 体 価 格 ガンメタリック（ハンマートーン塗装）

374,000円
（税抜価格340,000円、消費税額34,000円）

レッド（ハンマートーン塗装） 

385,000円
（税抜価格350,000円、消費税額35,000円）

レッド（ハンマートーン塗装）

ブラック（ハンマートーン塗装）

※炎ははめ込み合成です。
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給排気口位置

熱くなるのは
前面だけ！

◆SS-5、SS-5 Plus共通仕様

熱くなるのは
前面だけ！

レッド（ハンマートーン塗装）

ガンメタリック（ハンマートーン塗装）
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大勢の人が 集まる空間に 力強い暖かさを届けます

きれ いな炎とともに癒しの空間を作ります

温風と輻射熱の放射により温度ムラの少ない快適空間を作ります
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お客様の声 温 風 式

元 エ々アコンで暖房を行っていましたが、数年前の大雪の際に雪で室外機に氷が張ってしま
いました。そのため暖房が効かず、とても寒い冬を過ごすことになってしまいました。家内も
私も「こんなに寒いのはもうこりごり」と思っていたところにペレットストーブの存在を知り、
購入することに決めました。

● 築年数：4年
● 暖房面積：1階のリビング（約10畳）と

中2階（約5畳）
使用機種：SS-5

（設置工事パターン：平行設置・室外立上）

新潟県　A様 

購入のきっかけ

感想
とても暖かい冬を過ごすことができました。１番寒い時期でもペレットストーブがついていれ
ば全く寒くありませんでした。
エアコンだけの時とは違って家全体が暖かくなっている感じで、1日つけている日は1階はもち
ろんですが2階も暖かく、2階のエアコンも使わずに過ごせました。
気にしていたペレット代もエアコンのみで過ごした時期の電気代とほとんど変わらず、コスト
パフォーマンスは最高でした。
洗濯物もよく乾くし、暖かいところに家族も集まるし、とてもいい買い物だったと思います。

中古住宅購入の際にリフォームをしたのですが、それを機に導入しました。
コストも思ったほど高く無かったですし、質実剛健で無骨なデザインも逆に気に入りました。

● 築年数：18年
● 暖房面積：リビング11畳・上部吹き抜け＋ダイニング6畳＋キッチン6畳＋和室8畳
● 設置場所：リビング隅に設置

使用機種：SS-5（設置工事パターン：コーナー設置・室内立上）大阪府　Y様 

購入のきっかけ

感想
やはり木を燃やした「ほんもの」の火はほんとに暖かいですし、ガラス越しに見える炎のゆらぎは…
日々 の疲れを癒してくれます。
愛犬のパスタもペレットストーブをつけるとイチコロです（笑）。
個人的には、あえて室内側に立上配管をしたのが、より暖炉ぽく見えて気に入っております。

● 築年数：10ヶ月
● 暖房面積：1Fリビング（18.5畳吹き抜け）〜階段〜２Fのすべての部屋　延床約100㎡
● 設置場所：1Fリビングに設置

使用機種：SS-5（設置工事パターン：平行設置・室外立上）埼玉県　N様 

薪ストーブ検討中にペレットストーブの存在を知り、詳しく紹介していた「さいかい産業」ホーム
ページで色々勉強させていただき、とても素晴らしい暖房器具だと感じ購入いたしました。

「さいかい産業」のペレットストーブづくりの考え方などとても共感したのも購入動機です。

購入のきっかけ

感想
使用して驚いたのが暖房能力の凄さです。
吹き抜けの家は、冬は寒く夏は暑いと聞き不安でしたが、外気温が氷点下でも1Fでは室温22〜
23℃、2Fは25℃で常夏のよう。2Fと1Fの手すりはアイアンの棒で仕切りがほとんどないため、
開放的な間取りが逆に功を奏し、空気がよく循環してすごく温まるようです。
火を入れて数時間経つと、かなり部屋が暖まり、玄関への扉、ガレージへの扉、お風呂の扉、全部
開けることがあるぐらい暖まります。
全部屋で暖房器具を使うことを考えたら、ペレットストーブは驚異のコストパフォーマンスです。
火を入れてからすぐに温風が出るのもとてもありがたいです。また、なにより火を見て過ごせるの
がとても癒やされます。
家の断熱性が高いのも要因かもしれませんが、エアコンでは全然暖まり方が違います。
毎日の掃除も楽しく全く苦になりませんし、燃料の追加もとても簡単で手も汚れず最高です。火を
つけるのも簡単です。嫁さんが一人でやっちゃうぐらいです。とても素晴らしい商品です！

● 築年数：1年
● 暖房面積：リビングダイニング２２畳(吹き抜け)+キッチン3.5畳　
● 設置場所：リビングに設置

使用機種：SS-5（設置工事パターン：平行設置・室内立上）埼玉県　I 様 

建築家の方から勧めて頂いて初めてペレットストーブを知りました。
薪ストーブとファンヒーターのハイブリッドという感じで暖房機能、外観ともにイメージしているモノ
に近かったので購入を決めました。

購入のきっかけ

感想
ビジュアル、機能面ともに期待通りで満足しています。
煙についても、排気口がお隣りの玄関と近いのですが問題ないレベルで安心しました。
リモコンひとつでON/OFFとはいきませんが逆にそれも魅力のひとつで生活のリズムが少し
変わっていく感じがしています。
ペレットストーブがもっと普及してペレット燃料の価格がさらに買い求めやすくなる事を期待
しています。

他のオーナーのインスタを拝見
して購入を決意しました。

● 築年数：1年
● 暖房面積：1階リビング18畳+2階リビング11畳+2階フリースペース6畳
● 設置場所：1階リビングの窓際に設置

使用機種：SS-5（設置工事パターン：平行設置・室外立上）福岡県　K様 

購入のきっかけ 感想
暖かさ、見た目、価格、そして何より日常メンテ・燃料確保のし
易さ。全てが我が家にピッタリの選択でしたので、大満足です。
唯一の難点は、ペレットストーブ依存症になること。もうエアコン
には戻れず、1日中付けっぱなしに。
皆さんもご購入後にはご注意ください。笑

● 築年数：50年程（2016年改修）
● 暖房面積：リビング＋キッチン30畳 　
● 設置場所：リビング 奥角に設置

使用機種：SS-5（設置工事パターン：コーナー設置・室外立上）宮城県　T様 

自宅リフォームの際、
勧められた。

購入のきっかけ 感想
・猫背も伸びる暖かさ。
・根を残して切った豆苗も、見事に再生します。
燃える炎とぬくぬくする猫が癒しの空間をもた
らしてくれます。

● 築年数：9年
● 暖房面積：リビング＋キッチン15.5畳
● 設置場所：リビングの手前側の角に設置

使用機種：SS-5 Plus
 （設置工事パターン：平行設置・室内立上）

埼玉県　S様 

購入のきっかけ
薪ストーブに憧れていたのですが、私たちにはハー
ドルが高いと諦めていました。
そんな時、主人がペレットストーブというものがあ
る事を教えてくれました。住宅密集地でも煙などを
気にする事なく、簡単に火の暖かさを感じられるス
トーブとわかり、思い切って購入を決意しました。
購入前はお店で実物を見る事はもちろん、ペレット
ストーブの動画なども何度も見て下調べを入念に
行ないました。そして、見た目が好みだった事と、使
いやすさなどで、さいかい産業のSS-5 Plusに決め
ました。

感想
とにかくこれ一台がある事により部屋の雰囲気が
ガラリと変わりました！
インパクトがあり、火がついてなくてもオシャレな部
屋に見えます！
そして火がついた時の暖かさと言ったら、エアコン
では味わえない温もりで、冬の間はずっとポカポカ。
暑いくらいです！
毎日の灰の掃除は子供たちが積極的に手伝ってく
れました。大人が火をつける様子も子供たちはよく
観察していて、一緒に火が安定するのを見守ってい
ました。とても良い「火育」だと感じます。
寒い季節になるのが楽しみです♪
とても素敵なストーブに出会わせていただき、あり
がとうございました！  

● 築年数：16年
● 暖房面積：リビング＋キッチン合わせて20畳
● 設置場所：リビングの南西角に設置

使用機種：SS-5（設置工事パターン：コーナー設置・室内立上）

埼玉県　T様 

購入のきっかけは新築した事です。 家を秋田杉他、日本の材木を使用
して木材屋さんに建ててもらったこともあり、自然に近い暖房器具を
探していたのでペレットストーブにたどり着きました。前に使っていた
他メーカーのペレットストーブが老朽したため買い換えました。

購入のきっかけ

感想
ペレットストーブはとても快適です。空気の暖まり方がとても肌や喉に
優しく、空気が汚れないところが気に入ってます。 メンテナンスも
薪ストーブほど大変でないのもうれしいです。

設置パターンについてはP.17参照。感想など一部要約していますが、
ホームページでは原文紹介しておりますのでぜひご覧ください。
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なにより、お客様ご自身で実機をご体感いただいた上でお選びください。
お近くの販売店展示場でペレットストーブの暖かさ、大きさ、作動音などをお客様ご自身でご体感ください。

型式 RS-mini RS-4 DK-15

輻射・自然
対流タイプ

サイズ・重量 約W410×D430×H800（㎜） 約67㎏ 約W480×D560×H910（㎜） 約120㎏ 約W670×D920×H1,720（㎜）（組立寸法） 約145㎏

暖 房 目 安※1※2 10畳〜 20畳〜 30畳〜

暖 房 出 力※1※2 1.2〜3.1kW 1.9〜6.0kW 3.4〜11.0kW

定格消費電力 25W 30W 30W

燃 料 投 入 量※2 0.3〜0.8㎏/h 0.5〜1.54㎏/h 1.0〜3.2㎏/h

燃料タンク容量※2 10㎏（最大燃焼で約12時間分） 12㎏（最大燃焼で約7時間分） 20㎏（最大燃焼で約7時間分）

本 体 価 格
264,000円

税抜価格 240,000円
消費税額   24,000円

327,800円
税抜価格 298,000円
消費税額   29,800円

528,000円
税抜価格 480,000円
消費税額   48,000円

※1：住宅の気密性・構造によって変動　※２：燃料により変わります。 　※炎ははめ込み合成です。　※本体価格に配管・工事費は含まれておりません。

ペレットストーブ ラインナップ

エンドキャップ
1,980円（税抜価格1,800円）

シーズンオフ時に給排気管先端に取り付け、
鳥や虫の侵入を防ぎます。

排気トップガード
9,900円（税抜価格9,000円）

室外給排気管先端に取り付け、排気部に直
接触れないよう保護します。※取付時

SAIKAI 着火材
6片×10シート…1,100円（税抜価格1,000円）
新潟県産間伐材チップと使用済みのローソク

（パラフィン）で作った環境にやさしい着火材。
※１回の着火には、半片〜１片を使います。

型式 ＳＳ-5 ＳＳ-5 Plus ＳＳ-１0

 温風
ファンタイプ

サイズ・重量 約W480×D540×H770（㎜） 約87㎏ 約W480×D540×H770（㎜） 約87㎏ 約W530×D560×H1,010（㎜） 約132㎏

暖 房 目 安※1※2 20畳〜 20畳〜 30畳〜

暖 房 出 力※1※2 1.9〜6.6kW 1.9〜6.0kW 3.9〜12.5kW

定格消費電力 70W 70W 77W

燃 料 投 入 量※2 0.5〜1.7㎏/h 0.5〜1.54㎏/h 1.0〜3.2㎏/h

燃料タンク容量※2 12㎏（最大燃焼で約7時間分） 12㎏（最大燃焼で約7時間分） 24㎏（最大燃焼で約7時間分）

本 体 価 格
ブラック  217,800円
税抜価格 198,000円
消費税額   19,800円

レッド  228,800円
税抜価格 208,000円
消費税額   20,800円

264,000円
税抜価格 240,000円
消費税額   24,000円

ガンメタリック  374,000円
税抜価格 340,000円
消費税額   34,000円

レッド  385,000円
税抜価格 350,000円
消費税額   35,000円

※1：住宅の気密性・構造によって変動　※２：燃料により変わります。　※炎ははめ込み合成です。　※本体価格に配管・工事費は含まれておりません。

レッド
（ハンマートーン塗装）

ガンメタリック
（ハンマートーン塗装）

ブラック
（ハンマートーン塗装）

レッド
（ハンマートーン塗装）

ブラック
（ハンマートーン塗装）

SSシリーズ

ストーブガード
■本体に取り付け、マグネットにより開閉可能。
※小さなお子様がいるからといって必ず必要ではありません。

SS-5・SS-5 Plus用 …20,900円（税抜価格19,000円）
SS-10用 ………………26,400円（税抜価格24,000円）

全機種共通オプション

小ホウキ
長さ約21㎝×幅約8㎝
…330円（税抜価格300円）
炉内清掃用ほうき。
※専用ではございません。

Clean トレイ
3,300円（税抜価格3,000円）
お手入れの時の灰・スス飛
散を防ぐステンレス製トレイ。

（全機種に対応可）

メンテナンス用品

SS・RSシリーズ共通

前敷板
■扉開閉時の汚れ防止に。

角が全てラウンド形状な
ので、タテ・ヨコどちらの
向きにも対応します。
ストーブの前脚で固定する
と、ズレ防止になります。

4,620円（税抜価格4,200円）
設置イメージ（タテ向き）設置イメージ（ヨコ向き）

消耗品について 燃焼炉内部品、排気経路部品は消耗品です。ご使用状況や経年による破損・摩耗・劣化が見られる場合は交換が必要です。ホームページでご案内しております。

1

お部屋を早く暖めたい方は温風式
温風式のほうが立ち上がりが早く、お部屋を
すばやく暖めます。
お部屋の温度ムラが少ないのも温風式です。

温風が苦手な方は
静かな輻射・自然対流式
静かさで言うと輻射・自然対流式です。
燃焼部が熱くなり、その輻射熱でじんわり
ゆっくり暖まります。

※温風式は、温風が出るところの風切り音など、作動
音が発生します。

※輻射・自然対流式を選んだ方には、立ち上がりが
遅いので、最初はエアコン等、他の暖房機と併用
することをお勧めします。

暖房方式で選ぶ

3

使用時間が短い場合は、温風式を
お勧めします。
温風式は熱交換パイプが暖まってから温風が
出始め、だんだん温風温度が上がってきます。
輻射・自然対流式は燃焼部全体が暖まって
から、じんわりと暖かくなります。輻射・自然対
流式より温風式のほうが、立ち上がりが早く、
ムラなく暖まります。
朝晩の数時間使用、共働きのご夫婦には、
温風式のほうがよいかと思います。

生活スタイルに合わせて選ぶ

製品保証は「保証書（ストーブ設置完了チェックリスト）」へのお客様の署名で発効と
なります。保証期間は3年間（消耗品含む※取扱説明書参照）です。
設置完了後、販売店から必ず説明を受け、ご理解いただけましたらご署名ください。
該当する全ての欄にチェックが入ることで保証を開始致します。

SAIKAIマイスター による説明を
受けることをお勧めします！
※さいかい産業ホームページ、販売店紹介

ページをご覧ください。POINT

ONE

2

お部屋の広さにあった機種を選ぶ

常時中燃焼で使用できる能力のものを
選びましょう。

（残念ながら大は小を兼ねません。）

SAIKAIペレットストーブは、投入量による
ファンの動作調整はございません。
ストーブ内の給排気量が一定なので、ずっと
小さく燃やしたり、火が大きく割れてしまうほど
大きく燃やしたりすると、ススが発生しやすく、
不具合を起こしやすくなってしまいます。

大きすぎる 小さすぎる

オプション ※ご希望の場合は、ペレットストーブ本体ご購入時にお買い求めいただくことをお勧めします。

排気管掃除ブラシ・棒
掃除ブラシ……ブラシ直径68㎜ 長さ180㎜

2,420円（税抜価格2,200円）
棒………………直径5.2㎜ 長さ1500㎜

1,485円（税抜価格1,350円）

給排気管の排気部分の掃除用。
棒は複数接続でき、柔らかく曲がります。
棒とブラシを連結してご使用ください。

ブラシと棒を
接続した状態

棒
ブラシ

480㎜

600㎜

RS-mini

設置イメージ（平行設置用）

ステンレス炉台
■畳やカーペットで不安定な設置場所に。
■灰・スス掃除時の汚れ防止に。
※断熱効果はありません。

平行設置用 …3,960円（税抜価格3,600円）
コーナー設置用 …4,400円（税抜価格4,000円）

500㎜

700㎜

350㎜

800㎜

350㎜

500㎜

500㎜

700㎜

350㎜

800㎜

350㎜

500㎜

平行設置用 コーナー設置用

ガラスがくもりにくい
エアカーテン機能付き！！

脚には
京都産の桧 を使用

遮熱板（黒）
■左右外側のみ遮熱板（黒）に交換できます。

11,000円（税抜価格10,000円）

RS-4

スカット
燃料タンク内にセット。
ペレットの残留を軽減します。

3,080円（税抜価格2,800円）

SS-5・SS-5 Plus・RS-4対応

目的別  選び方のポイント

製品保証について
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基本セット
● スライド管 400
● 壁面金具
● 排気トップ
● 養生スリーブ
● エルボ45°
￥26,290（税抜価格¥23,900）

平行設置・室外立上平行設置・室内立上

設置に問題のある場所
このような場所に設置されると、排気が
スムーズに行われず、燃焼不良を起こす
場合があります。
販売店とご相談のうえ設置場所を選んで
ください。

燃焼ポットの灰・スス処理
ポットに灰・ススが残っていると、着火しづらかったり、
キレイに燃えなかったりします。

窓ガラスの清掃
窓ガラスの内側は灰・ススや炎で汚れます。
水で湿らせた雑巾やティッシュペーパーで拭き取って
ください。
頑固な汚れには、燃焼灰を付けて軽くこすり落とし
ます。

灰・ススの処理（３～７日に一度でも OK）

灰受けにたまった灰・ススを捨てます。
１日１０ｋｇのペレットを１００日燃やしても、ひと冬１５リッ
トル程度のバケツでOK
※灰・ススの処理

灰・ススはお住まいの市町村の条例にしたがって
廃棄してください。

お手入れ動画 公開中！
さいかい産業ホームページ
にてお手入れ動画を公開
しています。

設置例　【 SSシリーズ・RS-4・DK-15 】

コーナー設置（上面）

約10㎝

約10㎝
エルボ45°
追加

コーナー設置追加
￥6,380（税抜価格 ¥5,800）

※参考価格（条件により異なります。）

コーナー設置の場合は
「エルボ４５°」の追加が
必要になります。
※壁厚によりスライド管変更。

追加部材
● エルボ45°
反対向きも同じ。
室内立上設置の場合は不要。

壁面金具

養生スリーブ
＋

エルボ45°エルボ90°

（取付金具）※2 排気トップ

スライド管 400

掃除できる高さに

必要配管※2

T字管
（室内用）

立上配管（黒塗装） 費用の目安
￥57,530（税抜価格¥52,300）※1

※1 必要配管を直管900 1本にした場合の参考価格。
（条件によって異なります。）

※2 立ち上がり部分の配管は高さに応じて直管または
スライド管をお選びください。また、取付金具は別売。

（現場によって数量・サイズを決定します。）

＋ ＝追加部材

● T字管（室内用または室外用）
● 必要配管※1

● エルボ90°

￥31,240（税抜価格¥28,400）

＋
養生スリーブ

エルボ90°
エルボ45°

（取付金具）※2

排気トップ

壁面金具

T字管
（室外用）

スライド管 400

必要配管※2

室外用T字管は底部外周
が給気口になっています。

【室外立上設置例】

※煙はほとんど出ませんが、木を
燃やしたにおいはします。

設置例　【 RS-mini 】
平行設置・室内立上

＋基本セット

追加部材

● エルボ90°
立上設置の場合は
直管またはスライド
管を追加。

スライド管
400

エルボ90°
壁面金具

養生スリーブ
＋

エルボ45°

排気トップ
掃除できる高さに

煙突は
必要ですか？

※給排気管の長さ制限
2曲（90°）3m以内です。

薪ストーブのような

大がかりな
煙突工事は不要

です。

２重給排気管の設置のみの
簡易な工事となります。

お使いいただくには、配管及び工事が必要です。
排気出口からの火の粉の飛散を軽減し、より安全性を確保するために立上配管を推奨しております。

ペレットストーブは木質ペレットを燃やす、火を扱う製品です。設置するには少し条件があります。

強風
× ×

成長

上面図 風
酸欠状態

× ×

入り角となっている場所

強風
× ×

成長

上面図 風
酸欠状態

× ×

強風が吹きつける面

強風
× ×

成長

上面図 風
酸欠状態

× ×

塀や生け垣等で囲まれている場所

強風
× ×

成長

上面図 風
酸欠状態

× ×

雪の積もる場所

● 配管方法については販売店へ
ご相談ください。

設置場所確認の上、お客様のご要望
をお伺いしながら適正な配管見積り
を行います。

設置工事パターン
安全にペレットストーブを楽しんでいただくために、日常のお手入れが必要です。

日常のお手入れ

設置場所の注意

排気出口の注意
❶ 排気出口から可燃物との間は図の通り離してください。
※排気出口からは200℃の排気ガスが排出されます。出口から３０㎝以上離してください。

❷ 排気出口は４５°程度振って、風下に向けてください。
※排気出口が風上に向いていると、排気を阻害し、不完全燃焼を起こしたり、異常過熱

を起こす場合があります。
※排気トップは上に向けないでください。

火災予防

60㎝以上

可燃物

可燃物

可
燃
物

可
燃
物

60㎝以上

30㎝
以上

窓
等

可燃物

可
燃
物

可
燃
物

60㎝以上

60㎝以上 60㎝以上

30㎝以上

可燃物
窓等

風

▶塀や囲いに注意してください。（下記次項参照）

タテ方向 ヨコ方向

室内での離隔
ストーブから周囲の可燃物までの離隔距離は図のようにして
ください。
▶可燃物との距離は図に示す寸法以上離して設置してください。
▶壁面との距離は保守・点検を行うためにも必要です。

※図の離隔距離は自社基準（火災予防+動線確保のため）です。
※DK-15の自社基準は下図とは異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

火災予防

60㎝
※輻射式は100㎝ 燃料タンクふた安定のため

100㎝

10㎝

30㎝ 30㎝
可
燃
物

可
燃
物

可燃物

可燃物

可
燃
物 可

燃
物

正 面 図 側 面 図

集塵機（乾湿両用掃除機）をご使用ください！
集塵機（乾湿両用掃除機）とは？
水やごみを同時に吸引可能な掃除機でタンク部分が大きく金属またはプラスチックでできています。
ホームセンター等の工具売り場で販売されております。（フィルターのみ別売の場合あり）
※紙パック式の掃除機や家庭用掃除機はご使用をお控えください。

フィルターが目詰まりしやすく、数回のご使用で掃除機が故障するおそれがあります。 集塵機

毎日の着火時（全機種共通）

燃焼炉内・シャッター内掃除（RSシリーズ）

炉内、シャッター内の灰・ススを捨てます。
シャッター／RS-4：3ヶ所

RS-mini：1ヶ所

燃料タンクの粉（全機種共通）

燃料タンク内に粉がたまると、ペレットが出にくくなっ
たり、出てこなくなります。

吸気口アミのホコリ掃除（SSシリーズ）

天面、側面吸気口アミは温風の空気取入れ口になっ
ています。
定期的にホコリを取り除いてください。

月1 回程度（必要に応じて）

①バネブラシを熱交換パイプ
入口に差し込みます。

②8本の熱交換パイプに、ブラシ
の根元まで差し込みます。

③灰受けの奥にたまった
灰・ススを捨てます。

POINTONE

SSシリーズの
熱交換パイプ
掃除のコツ！

熱交換パイプの掃除（SSシリーズ）

熱交換パイプ内に灰・ススがたまってきま
すので、熱交換パイプ掃除をします。

月2回程度（必要に応じて）

1 2

3
19,800円(税抜価格18,000円）　
カラー／ブラック、ホワイト
素 材／麻100%

SS-5・SS-5 Plus用とRS-4用があります。（※画像はSS-5・SS-5 Plus用です。）

● 燃焼炉の掃除（ストーブ内部の灰・ススの除去）
● 燃料タンクの掃除（ペレットの除去）
● 給排気管の掃除（排気管内部の灰・ススの除去）

給排気管を抜いての清掃時、抜きづらい場合は、無理に引く
と破損のおそれがありますので、販売店によるメンテナンス
をお勧めします。

長期にわたってペレットストーブを楽しんでいただくために、シーズンオフメンテナンスが必要です。

シーズンオフメンテナンス

※消耗品について　ご使用頻度、経年などにより破損・劣化が見られる場合は、適宜交換してください。

▶管理者があいまいな設置場所
▶２階以上の設置で、外からの配管掃除ができない場所
▶風当たりが強く、機器内部の不具合が想定される場所
▶配管が長く、排気抵抗が大きくて、内部に灰・ススがたまりやすい場合

お客様によるメンテナンスが難しい
場合は、販売店によるメンテナンス

（有料）をお勧めします。

こんな時は
有料メンテナンスを！

ペレットストーブカバー
（受注生産）

ブラック ホワイト

フィンランドの豊かな自然をモチーフにしたテキスタイルデザインを
手掛け、「エコロジカル・エシカル・サステイナブル」な価値観を具現
化する新進気鋭のカップルデザイナー。　
ストーブカバーに描かれているのは「After the storm」。
嵐の後に森に落ちている様 な々モノを見つめながら、森の中にいる
ことをイメージしてみてください。

Designer:

SAANA JA OLLI  （サーナ ヤ オッリ）

北欧デザイナーが自然のモチーフをリネン（麻）に描いた
爽やかなストーブカバー

オフシーズンのインテリアに


