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幾能性とデザイ詔黒真覿 せやつイタリアの掛目■

肇　高いコストパフォーマンス 

機能性とデザイン性を兼ね備え 
た、コストパフォーマンスの高 

邑ふ　　さが特徴です。 

′鼎七、，ホワイトペレット 

f■気 �全木ペレット燃料に対応 
燃焼時の細かい調整が可能なの 
で　ぺレい　　lミの 

ず対応できます。 

優れた熟交換構造 

優れた熱交換構造により、コン 
＝　ハクトさと暖かさの両止を実現 

乱　しました。 

ペレットストーブの燃料は、木材100％でできた「木質ペレッ

ト」。灯油やガスなどの化石燃料とは異なり枯渇の心配のない

再生可能エネルギーです。

燃やしたときに発生するC02は木が成長する時に吸収してく

れるため、大気中のC02を増やさない、温暖化防止にもつなが

る環境にやさしい燃料です。

そこには自ずと人が集い、

家族や仲間とすごすひとときを

より豊かに演出します。

「都会の暖炉」のある暮しが、ここに。

ガや、、洗練された 
拉　　　イタリアのデザイン 

ダ　　日本の家屋にもマッチするイタ 

リアならではのシンプルでス 
マートなデザイン。 

た丁二間イ　イタリアに 

『　弊社スタッフが常駐 

もしもの際のアフターサービス 

乳－V＿．．　も万全。ご購入後も安心してご 
使用いただけます。 

dLINCAR
イタリア　レツジヨ工三リアで生まれた、2011年に創業40周

年を迎える薪ストーブとペレットストーブのメーカー、リンカ

ル社。「LINCAR」の会社名は2人の創業者LlNOとCARLOの名前

に由来しています。高い品賞と万全のアフターサービスで、イ

タリアの他、スペイン、フランス、ベルギ¶、ロシアなどのヨー

ロッパ諸国へも輸出販売しています。IS09001を取得した工

場で生産された、ヨーロッパ規格CE90／396基準に準拠した

ストLブは、日本の100V50Hz／60Hzと同じ電源を再現した

テストルームで幾重ものチェックを行い、日本仕様製品として

皆様のもとへ届けられます。
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符あ‘援
日本の住まいにぴったりの

コンパクト＆シンプルタイプ。

完全自動制御化により低電力、高性能を

実現しました。また、いざというときの

安全性も重視し、

様々な安全機能を搭載しています。

Perla514S
ベルラ514S

■燃焼効率

color

■　■
Ⅵnered t〉elge blaCk

FF式（強制給排気式）

81．00％

■暖房出力　　　30～68kw（2，580～5，800kcal／h）

■タンク容量　　　　　　　　　　　　　165kg

■燃料消費量　　　　　　　　　　072～142kg／h

■外装

■サイズ

（幅×奥行×高さ）

■本体重量

480×500×885mm

84kg

本体価格（税別価格）295．000円

ミッリーシリーズ

肋改姓

Milly515LS　■［コ
ミツリー515LS wlnered whlte

■暖房出力

30～9．1kw

（2．580～7．800kca腑）

■タンク容量

130kg

■燃料消費量

068～190kg／h

■外装

カラーセラミック

■サイズ（幅×奥行×高さ）

490×550×865mm

■本体重量

96kg

本体価格（税別価格）435，000円

Milb′515S
ミツリー515S

color

t　■
mnered belge blaCk

■給排気方式

FF式（強制給排気式）

■燃焼効率

8730％

■暖房出力

30～91kw

（2．580～7，800kcaUh）

■タンク容量

130kg

■燃料消責量

0．68～190kg／h

■外装

カラー鋼板

■サイズ（幅×奥行×高さ）

490×550×865mm

■本体重量

91kg

本体価格（税別価格）380，000円

フォルムの美しさからは

想像できない驚きのパワー。

コンパクトでシンプルなデザインはそのままに

ベルラシリーズのワンランク上の性能を実現。

ブラック＆木目のMilly515Mは

日本だけのオリジナルデザインです。

L旦杢旦せ王！旦

Milly515M
ミツリー515M

■排気方式

FE式（強制排気式）

■燃焼効率

8700％

■暖房出力

38～92kw

（3，200～7，800kcal／h）

■タンク容量

180kg

■燃料消費量

0．6～19kg／h



都市の暮らしに新たなライフスタイルを提案する最新スタイル。

大幅なスリム化により、これまでにないスタイリッシュでスマートなデザインを実現しました。

また、排気口の位置が3ヶ所から選べる機種もあります。

燃焼部の扉に

クリアガラスを使用。

01ga501LX
オルガ501LX

color■［］
wlnered whlte

燃焼部の扉にミラーガラスを使用。

シーズンオフもインテリアとしてお部屋にマッチします。

・給排気方式

・燃焼効率

・暖房出力

・タンク容量

・燃料消費量

慧禦1L i□
wlnEred wlllte

■給排気方式　　　　　　　　　　FF式（強制給排気式）

■燃焼郊］率　　　　　　　　　　　　　　　　　8910％

d暖房出力　　39～111kw（3，354～9，500kcaI／h）

■タンク容量　　　　　　　　　　　　　175kg

■燃料消費量　　　　　　　　　　09～231kg／h

855×293×955mm

本体価格（税別価格）595，000円

3．9～11．1

外装に

カラー鋼板を使用。

FF式（強制給排気式）

89．10％

0．9～2．31

855×293×955mm

106kg

本体価格（税別価格）620，000円

Olga501Ⅹ　■
オルガ501X

wlnered

■給排気方式

■
belge black

FF式（強制給排気式）

8910％

■暖房出力　　39～11．1kw（3，354～9，500kcal／h）

09－231kg／h

カラー鋼板

855×293×955mm

102kg

本体価格（税別価格）495，000円

ヽ
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LINCAR’sPelletStove

リンカル

ストーブの特徴

リンカルのペレットストーブが

長年愛され続けている理由は

コンパクトなのに高性能、

かつリーズナブルで扱いやすい

ストーブだからです。

口操作パネル
ボタンひとつで自動着火。室内温

度設定、自動タイマーの調整もコ
ントロールパネルで自由自在。

laリモコン（オプション）

遠くからでも室内温度と火力調節
ができるリモコン。

lヨ排気管
イタリアALA社の耐久性、耐熱性

にすぐれた排気管。機能はもちろ

ん、単なる排気管とは思えないほ

どの高級感は部屋の中の配管でも

違和感を感じさせません。

▲」▲
二：二二二二二二＿：二二二二：ご

日給気管
豊富な品揃えで、あらゆる現場状

況にも文寸応可能です。

腿耐震装置
地震の際は、自動的に消火する安

心のオムロン社製耐震装置。

その他搭載機能

因燃料タンク
コンパクトな外見からは想像でき

ない、大容量の燃料タンク。

E送風口
◎火力と温風フアンのスピードを

5段階に調節でき、ペレット燃料

田燃焼部 臼灰受け
耐久性、耐熱性、高級感のある鋳鉄　　カセット式の灰軌ナで掃除も簡単

製のドア－、燃焼ポットを使用。　　　です。

本体構造

ストーブの性能と使いやすさを高める
の低燃費と高い暖房能力を同時に　　計算された設計です。

実現。◎ホワイトペレット・全木ぺ

レットに対して最適に燃焼。◎燃

料供給スピード及び排気フアンス

ピードの調節可能。

固電源
100V50Hz／60Hzの日本仕様な

ので、日本全国で使えます。電圧変

換のインバーターは後付け不要。

操作パネル
自動タイマー着火、消火、自
動室内温度調整機能、燃焼
ポット自動クリ一二ンク機

能などを措載。

一一一一一一一燃料タンク

容量は130kg～180kgです。

（機種によって異なります）

「一一一一熱交換部
高温の燃焼ガスをきれいな温風に

切り替えます。

温風出口
燃焼パワーの調節により温風ス
ピードも5段階に自動調節。

燃焼ガスの流れ
一度上に上がった燃焼ガスは熱交

換部を通り抜け下へと向かい強制
手非気フアンで排出されます。

－一一一一鋳造燃焼ポット

耐久性に優れた燃焼ポットの中で
ペレットは燃えます。

＿＿‖▼＿＿▼▼▼J‾‾‾‾強制排気フアン

調節が可能な強制排気フアンはあ
らゆるペレット燃料の正しい燃焼

に対応できます。

●自動で快適な温度を保てる室温センサー。●タイマーやプログラム機能など、機能も充実。

●加熱アラーム、点火延滞アラーム、燃焼室圧力安全バルブなど多くの安全機能を措載。



dォプションopti。n

ペレットストーブ

専用掃除機（900W）

エレフアンテ900

12，000円（税別価格）

ハースゲート

サイズ（幅×高さ）／

610×750mmx5枚

重量／約13kg（5枚セット）

※梱包時約15kg

材質／鉄（部品はプラスチック）

35，000円（税別価格）

d周辺部材

排気用部材
（イタリアALA禦）

NeighboringmaterialS

シ／㌔㍉才

【オルガ501用】　　【ミツリー515、ベルラ514用】

直管（1m）　　　直管（50cm）　　直菅（25cm）　　取付ブラケットキット目隠しリンクカバー（小）目隠しリンクカバー（大）
サイズ4）80×1000m／m　サイズ4）80×500m／m　サイズ¢80×250m／m　サイズ・4）80m／m　　　サイズ4）80×W150m／mサイズ・4）80×W220m／m

4，800円 3，400円　　　　　2．900円　　　　　3，200円　　　　　乙100円　　　　　5，800円

ミ毒0年
90度エルポ　　　45度エルポ　　　T字菅灰取り蓋付　メスメスアタッチメント風よけエンドターミナルエンドターミナル　排気管ガード（取付金具付）
サイズ4，80m／m900　サイズ¢80m／m450　サイズ4｝80m／m　　　サイズ¢80×150m／m　サイズ・W180×H140m／mサイズ4）80×H143m／m　サイズ・4）140×1000m／m

5・600円　　　　　5，000円　　　　　9，000円　　　　　3，400円　　　11，800円　　　　3，000円　　　10，000円

∈∋
0リング（取替用）　断熱材
サイズ¢80m／m　　　　サイズLlOOOm／m

340円　　　　　　3，500円

ヽ＿由′iご■

絵気用部材
（ステンレス製）

隠〆ノ

直営（1m）　　　　直菅（50cm）　　　スライド菅（53～98cm）目隠しリンクカバー
サイズ4）50×1000m／m　サイズ4｝50×500m／m　サイズ4）50×530～980m／mサイズ・¢50×WlOOm／m

2，400円　　　　　1，400円　　　　　3，000円　　　　　1，100円

1－　1－
も′

90度工ルポ　　　エンドエルポ（網付）45度工ルポ　　　メスメスアタッチメント本体接続ソケット　外用丸型ガラリ

」、空竺」

サイズ¢50m／m900　サイズ¢50m／m900　サイズ¢50m／m450　サイズ・¢50×80m／m　サイズ¢50×80m／m　サイズ・¢75、¢100m／mリモコン

1・200円　　　　　3・000円　　　　　　900円　　　　1，300円　　　　　　800円　　　　1，600円　　　　　3，200円

※表示価格に消費税は含まれておりません



Q＆A ペレットストーブに関すること、何でもご相談ください。

Q：ランニングコストはいくらくらいかかりますか？

A：住宅性能により異なりますが、石油1且とペレット2kgの熱量がほ

ぼ同等です。石油1且の価格が約100円（2013年6月現在）、ペレッ

トは1kg・約50円ですので2kg・100円となり、現状ではランニン

グコストは石油と変わりません。

（ベルラ514S．1時間当たりの燃料消責量は0．6～1．2kg程度）

Q：ペレットストーブの設置には別途責用が必要でしょうか？

また、設置にかかる期間はどのくらいですか？

A：設置場所により異なりますが、5万～15万円程度となります（周辺

部材は含みません）。設置期間は1日です。

Q：燃料であるペレットはどこで購入できますか？

Å：木質ペレット燃料製造工場は全国に100カ所以上ございます。

お近くの工場・販売所でお買い求めください。また、燃料はイン

ターネットでもご購入できます。

Q：日々のお手入れ方法、

シーズンオフのお手入れ方法を

教えてください。

A：日常のお手入れは灰の掃除が中心となります。

シーズンオフのお手入れは、年1回の保守点検

が必要となります。　　　　　　専用掃除機→

上記内容は設置場所・設置状況・使用頻度により異なります。ご不明な点はお問い合わせください。

（D「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指し、「温暖地」とは、室内外温度差が　【暖房機適室基準値】
15℃の地域（東京、大阪など）を指します。

（∋寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」

とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ

以上の高断熱住宅では、木造で約1．2倍、コンクリートで約15億の広さまでが目安となります。

（訃温暖地の「木造」とは木造戸建住宅、「コング」【卜」とはコンクリート集合住宅を指します。
いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1．2倍の広さまでが

目安となります。

●上記の諸条件諸数値は、㈲日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。

ペレットストーブを安全かつ快適にご使用いただくために

お客様の使用状況に合わせ、定期的（1年毎）にメンテナンスを

受けてください。
●ペレットストーブは自然素材の樹木を原料とした木質ペレットを使用しているため、燃焼させますと灰が発生し

その一部が排気ガスとともに対流してストーブ内に蓄積します。この蓄積した灰を放置しますと燃焼不良や機器
の故障の原因となる場合があるため必ずメンテナンスを受けてください。

●点検に要する真岡は有料となります。点検の結果、部品交換及び修理などが必要な場合は、処置内容及び費用につ
いてお客様にご相談申し上げます。

0ペレットストーブについての詳しい情報はこちら

http：／／www．lincarjapan．com

総輸入販売元

＿盛衰 彗謹≡；竺Hrl宣さてヲリプリレ

〒515－0104三重県松阪市高須町3460－125

TEL0598－51－3308　FAX O598－51－3307

E－ma‖FincarJaPan＠lag00n．OCn．ne．」P

URLhttp：／／www．lincarJaPan．COm

dLl叩討岬　くく』苺

寒冷地 �木造住宅1童当り：392W 
（1nイ当り：237W） 

コング」一卜住宅1畳当り：246W 

（1nイ当り：149W） 

温暖地 �木造住宅1畳当り：398W 
（1∩て当り：240W） 

コンクリート住宅1畳当り：288W 

（1∩イ当り：174W） 

映像でペレットストーブを体感！

動画はこちら！

リンカルジャパン　　　　　闇■日

常

お問い合わせ、お求めは下記までお気軽にご連絡ください。

●このカタログの記載内容は、平成26年4日現在のものです。●製品改良のため、価格仕様の一部を変更することがあります。

●商品の色調は、印刷の関係上、実物とは異なる場合があります。●暖炉／ストーブ、煙突の設置に際しては、関連法令、条例等を遵守し、安全な取り付けを行ってください。

MLJ001第四版2014041．000


