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ペレットストーブについて 

豊臣工業株式会社 
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◇会社概要 

社名      豊臣工業株式会社 

所在地     愛知県名古屋市瑞穂区明前町17-1 

事業内容   ペレットストーブを始めとした、暖房機器等の販売 

営業支店   札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡 

グループ企業 ㈱トヨトミ、豊臣機工㈱、トヨセット㈱ 
           
                    豊臣熱処理工業㈱、豊臣化成㈱ 
           
                    ㈱ロイヤルフレンドシップ、豊臣ソフト開発㈱ 
           
                    トヨトミU.S.A,INC.  トヨトミヨーロッパセールスB.V. 

設立       2007年6月1日  



豊臣工業㈱取扱製品のラインナップ 

発熱量     2.9～7.0kw 
 
暖房目安  6～14畳(木造) 

          
              6～20畳(RC) 
 
タンク容量 21kg 
 

発熱量     2.6～10kw 
 
暖房目安  6～22畳(木造) 

          
              6～30畳(RC) 
 
タンク容量 25kg 
 

発熱量     1.9～11.7kw 
 
暖房目安  5～26畳(木造) 

          
              6～34畳(RC) 
 
タンク容量 25kg 
 

発熱量     2.9～16.1kw 
 
暖房目安  6～32畳(木造) 

          
              8～44畳(RC) 
 
タンク容量 27kg 
 

品名 ﾍﾟﾚｯﾄMini-A   型式 PL-MN 品名 エンプレス   型式 PL-EM 品名 EF3BiFS   型式 PL-3Bi 品名 M55C   型式 PL-55 
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◇会社概要 



発熱量     2.4～9.5kw 
 
暖房目安  6～23畳(木造) 

          
              8～31畳(RC) 
 
タンク容量 30kg 
 

発熱量     2.4～8.0kw 
 
暖房目安  6～19畳(木造) 

          
              8～26畳(RC) 
 
タンク容量 25kg 
 

発熱量     2.4～8.0kw 
 
暖房目安  6～19畳(木造) 

          
              8～26畳(RC) 
 
タンク容量 25kg 
 

品名 CLUB   型式 PL-CL 品名 TOBA   型式 PL-TO 品名 STAR   型式 PL-ST 
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豊臣工業㈱取扱製品のラインナップ 

◇会社概要 
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◇ペレット市場・燃料概要 

国内における設置式ストーブの年間市場 

ペレットストーブ年間市場 約4,500台 

薪ストーブ年間市場 約10,000台 

FF式石油ストーブ年間市場 約170,000台 

燃料工場・年間生産量 設置が伴うストーブの年間市場 

□2002年以降、徐々に燃料工場が増加し、 
   農林政策・林野庁の助成金制度等で、 
   現在でも燃料工場・生産量が増加している。 

●各市場データ 

※林野庁 木材利用課資料参照 ※当社調べによるもの 

□2000年以降、徐々に需要が増加。 
   今では、消費者の認知度も高まりつつあり、 
   行政からの助成金制度も追い風になっている。 

シェア92% 

シェア2% 

シェア5% 



北陸地区ペレットストーブ補助金案内(例) 

補助金実施市町村・・・金沢市 

補助金実施市町村・・・富山市 

◇ペレット市場・燃料概要 

エリア 市町村 補助金名称 基本対象条件(一部例) 補助金額
金沢市 ペレットストーブ設置補助制度 本市内に住所を有するかたetc 上限10万(購入額の2分1)

エリア 市町村 補助金名称 基本対象条件(一部例) 補助金額
富山市 省エネ設備等設置補助金 市内の自ら居住する住宅に新たに補助対象設備を設置された方。 上限5万(一律)

※平成27年度 実績 



8 

●木質ペレットの種類 

間伐材・廃材等を粉砕し圧縮して固めた燃料 

ワンポイント 

(成型加工時に木材成分のリグニンが接着剤の役割をします) 

ﾎﾜｲﾄペレット 全木ペレット バークペレット 

樹皮を除く木の中身で作ったもの 木の中身/樹皮を混ぜて作ったもの 木の中身を除く樹皮で作ったもの 

特徴 直径6～8mm 長さ1～2cm 発熱量4,000～4,500kcal/kg 
※ホワイトペレット平均値を参考 

カーボンニュートラルの考えの基、環境にやさしい燃料として使われています 

◇ペレット市場・燃料概要 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.e-stove.jp/pellet/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQ9QEwBWoVChMIzuvzkdiJxgIVxKymCh1QTwA3&usg=AFQjCNEl6g7wXMnaMwvFP0W4AfCw85mlNw
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.town.shiwa.iwate.jp/kousya/pellet/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQ9QEwAWoVChMIwIfOodiJxgIVxSOmCh1JOAt1&usg=AFQjCNHSD7bQVxKxobEbmjQsYfDiLtPZfw
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.pellet-stove.jp/%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQ9QEwADgUahUKEwiM8YOw2InGAhVl4qYKHRBLADY&usg=AFQjCNESM2Onn1bYzKSJzejocDylji0zKg
http://www.google.co.jp/url?url=http://gata.blog.so-net.ne.jp/2013-02-14&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQ9QEwAGoVChMI7pulxtuJxgIVZCymCh3tbgC-&usg=AFQjCNGGQgv0QexXL8ZJvpUmiNaaMQZ6_w
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ペレットストーブ製品概要 
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◇ペレットストーブ製品概要 

使いやすくて、 

使いたくなる、 

くらしに馴染む、 

ペレットストーブ。 
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操作表示部 

定価 300,000(税別) 型式 PE-8 

※基本給排気筒別売 

発熱量    最大7.5kw(6,450kcal/h) 最小4.11kw(3,540kcal/h) 
 
暖房目安   温暖地13畳(木造)～18畳(RC) 寒冷地13畳(木造)～21畳(RC) 
 
燃料消費量 最大1.46kg/h 最小0.80kg/h 
 
製品重量   69kg 
 
タンク容量    13kg          
 
点火時最大  680W/680W       点火方式   電気点火 
 
点火時         285W/294W       使用燃料      木質ﾍﾟﾚｯﾄ 
 
燃焼時           49W/49W     
 
安全装置   停電安全装置  点火安全装置  燃焼制御装置 
 
         過熱防止装置  対震自動消火装置  逆圧安全装置  
 
         室内空気監視装置 
 

安心、安全の日本製 

※JHIA検査基準に準ずる 

燃焼窓 
(耐熱ガラス) 

燃焼室扉ハンドル 

温風吹出口 

 ◇PE-8 製品図 

燃料タンク扉 

燃焼ﾊﾞｰﾅｰ 

◇ペレットストーブ製品概要 



12 

●製品構造図 

□FE式ストーブ □FF式ストーブ 

(Forced draught balanced Flue type） 

特徴 給排気を強制的におこなう構造。(排気：室外 給気：室外) 

対象機種：PE-8 

(Forced Exhaust） 

特徴 排気を強制的に室外に出し、給気は自然に取入れる構造。 

対象機：Sherwood社製品/MCZ社製品 

◇ペレットストーブ製品概要 
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●製品設置図 

□FE式ストーブ □FF式ストーブ 

対象機：Sherwood社製品/MCZ社製品 対象機種：PE-8 

例：排気筒室内立上 例：給排気筒直抜き 

大がかりな施工が不要の為、簡単に設置可能 
ワンポイント 

(簡単施工の為、新築のみならず既存住宅・リフォーム時にも設置可能) 

◇ペレットストーブ製品概要 

http://www.google.co.jp/url?url=http://gata.blog.so-net.ne.jp/2013-02-14&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQ9QEwAGoVChMI7pulxtuJxgIVZCymCh3tbgC-&usg=AFQjCNGGQgv0QexXL8ZJvpUmiNaaMQZ6_w
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■直感的な操作とシンプルボタンで簡単操作 ■ワイドなﾊﾞｰﾅー/燃焼窓によるダイナミックな炎 

Check point Check point 

PE-8 

他社製品 

燃焼窓  W320×H290mm 
ﾊﾞｰﾅｰ   W190mm 

燃焼窓  W320×H195mm 
ﾊﾞｰﾅｰ   W110mm 

◇ペレットストーブ製品概要 

http://www.google.co.jp/url?url=http://xn--ogrp9fs9tp4dlz3aqsu42o.com/category9/entry9.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQ9QEwCGoVChMI7LuC7vSGxgIV4xemCh00ZABx&usg=AFQjCNGtyzMMPBFgbBE5gotlv8cBH48fXg
http://www.google.co.jp/url?url=http://xn--ogrp9fs9tp4dlz3aqsu42o.com/category9/entry9.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQ9QEwCGoVChMI7LuC7vSGxgIV4xemCh00ZABx&usg=AFQjCNGtyzMMPBFgbBE5gotlv8cBH48fXg
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■置き場所を選ばない、コンパクトサイズ 

正面図 側面図 

幅 492mm 奥 461mm 

高 813mm 

Check point 

■自社専用のウォールトップ/FF式なので施工が簡単 

Check point 

◇ペレットストーブ製品概要 

http://www.google.co.jp/url?url=http://xn--ogrp9fs9tp4dlz3aqsu42o.com/category9/entry9.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQ9QEwCGoVChMI7LuC7vSGxgIV4xemCh00ZABx&usg=AFQjCNGtyzMMPBFgbBE5gotlv8cBH48fXg
http://www.google.co.jp/url?url=http://xn--ogrp9fs9tp4dlz3aqsu42o.com/category9/entry9.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQ9QEwCGoVChMI7LuC7vSGxgIV4xemCh00ZABx&usg=AFQjCNGtyzMMPBFgbBE5gotlv8cBH48fXg


◇ペレットストーブ製品概要 



◇ペレットストーブ製品概要 
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■OPTION PARTS《使うほど馴染み、愛着がわいてくるドレスアップオプション》 

ナチュラル ダークブラウン キャメル ダークブラウン 

ブラック(B1) ステンレス(S1) 

Check point 
STEP1 

●木製脚  定価8,500円(税別) ●ハンドルカバー  定価6,500円(税別) ●炉台B1 定価8,500円(税別) 炉台S1 定価11,000円 

STEP2 

木製脚オプション ハンドルカバーオプション 

ブラック(B2) ステンレス(S2) 

●炉台B2 定価8,500円(税別) 炉台S2 定価12,000円 

炉台オプション 

◇ペレットストーブ製品概要 

http://www.google.co.jp/url?url=http://xn--ogrp9fs9tp4dlz3aqsu42o.com/category9/entry9.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQ9QEwCGoVChMI7LuC7vSGxgIV4xemCh00ZABx&usg=AFQjCNGtyzMMPBFgbBE5gotlv8cBH48fXg
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■OPTION PARTS《使うほど馴染み、愛着がわいてくるドレスアップオプション》 

STEP3 

Check point 

ハンドルカバー(キャメル) 

炉台(ブラック) 

ALL OPTION【自分好みの製品にする事ができます】 

木製脚(ナチュラル) 

◇ペレットストーブ製品概要 

http://www.google.co.jp/url?url=http://xn--ogrp9fs9tp4dlz3aqsu42o.com/category9/entry9.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQ9QEwCGoVChMI7LuC7vSGxgIV4xemCh00ZABx&usg=AFQjCNGtyzMMPBFgbBE5gotlv8cBH48fXg
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ご清聴ありがとうございました。 

使いやすくて、使いたくなる、くらしに馴染む、ペレットストーブ。 


