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基本情報  1
フレックスバーン燃焼
フレックスバーン燃焼は、クリーンバーン燃焼に触媒燃焼
を組み合わせた独自のハイブリッド燃焼技術です。触媒
なしでも高効率に稼働しますが、触媒を追加することで
低燃焼でも15％の効率UPを実現します。

空気

触媒

①一次燃焼
新鮮な空気による薪の燃焼。

②二次燃焼
煙が二次燃焼室に入り、
追加の空気と混ざることで
クリーンバーン燃焼。

②三次燃焼
触媒を追加することで、未燃
焼ガスを完全に燃焼し、新た
な熱も発生。低い温度でも
未燃焼ガスが燃えるため、
長時間燃焼と低燃費を実現。

オプションアイテム

クラシックブラック

・プローブ温度計付き

触媒キット
品番  3260

ウォーミングシェルフ

品番  0098

レッド （受注発注品）
品番  1380

マジョリカブラウン
（受注発注品）
品番  1410

●φ75アルミフレキ管
●ジョイントパイプ
●インテリアカラー
●外用カバー

外気導入キット
品番  OA-VC
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図2.1 イントレピッドフレックスバーンのコントロールの位置。

ストーブ右上にある一次燃焼用空気のエアーコント
ロールレバーは着火、維持、火力を上げたい時など、
空気の取り込み量を制御します。
一度エアーコントロールを手動で設定すると、バイメ
タルサーモスタットが燃焼中の熱出力を自動で一定
レベルに維持します。
取り込む空気が多いほど、火は勢いよく燃え、逆に取
り込む空気の量を減らせば、低い熱出力で燃焼を長
持ちさせることができます。
最大の空気供給量と最大の熱出力を得たい場合はレ
バーをフルーカラーの方向へ動かします。暖かさより
も燃焼時間の長さが目的の場合はレバーをフルーカ
ラーとは反対の方向へ動かします。（図2.2）

イントレピッドフレックスバーンは主に２つのコント
ロールレバーで制御します。一つは一次燃焼用空気
で、火室内に酸素を送ります。もう一つはダンパーで、
ストーブ内の煙の流れる方向を変えて、煙突に直接
向かわせたり、二次燃焼室を通過させて、触媒を稼
働させたりすることができます。ストーブに刻み込ま
れている文字は、コントロールレバーを使用する際に
正しい方向に導くためのものです。『＋』と『―』はス
トーブに向かって左、右ということです。

本機は工場生産時に最小燃焼率が設定されてい
ますので、変更しないでください。

操作方法  

ダンパーハンドル 

エアーコントロールレバー  

ドアハンドルホルダー
（脚の後ろ）

アンダイアン

ドアハンドル 

熱出力と燃焼時間の制御

重要！!

灰受けドアハンドル

ストーブ右側にあるダンパーハンドルでダンパーを開閉
し、ストーブ内部の煙の流れる方向を変更させます。ハ
ンドルが下を向いている時は、ダンパーは開いており、
煙を直接煙突内に通しています。ダンパーを開く時は、
最初の着火時や薪を追加する時、火を再び大きくする
時です。グリドルやフロントドアを開く時は必ずダンパー
を開きます。
ハンドルが手前を向いている時は、ダンパーは閉まって
おり、煙は二次燃焼室を通りながら再燃焼します。これ
により熱効率が高まります。その後、煙は煙突から屋外
に抜けていきます。(図2.3)
ダンバーには中間位置はなく、常に完全に開くか閉じ
なければなりません。ダンパーを閉める時は、ロックす
る位置までハンドルをしっかり締めてください。

図2.3 ダンパーは開か閉のいずれかで、中間位置はなし。

ダンパー操作

ダンパーが閉まっている状態で、フロントドアを開
けないでください。開けると室内に煙が流れ出ます。

注意！!

図2.2 エアーコントロールレバーはどの位置で止めることも可能。

2 
機能と特徴

低温 高温

ダンパーポジション

閉
（高効率モード）

開
（煙突へ直結）

 



一部の煙突は、外気温の影響であらかじめ暖める必
要があります。この状況を改善するには、着火剤を焚
き付けの上からストーブの後方に向け、火をつけドア
を閉めます。この方法は煙の急激な上昇を促し、良い
ドラフトの発生をより起こしやすくします。一度ドラフ
トが起こったら、フロントドアを開け、残りの薪に下か
ら火をつけます。煙突にしっかりと煙が上がるまでこ
の方法を繰り返し、あらかじめ組んでいる着火用の薪
には、煙突が温まるまで着火しないでください。

注記！!

トップダウン着火方法
着火時に出る煙を制御することは、ストーブがま
だ最適温度まで温まっていない為、難しいです。こ
のような“コールドスタートアップ”時の排気ガスを
減らす一つの方法として、『トップダウン着火方
法』があります。手順は、大きな薪を一番下に置き、
次にそれより小さめの焚き付けを上に積み、さら
に小さな焚き付けを上に積み足します。一番上に
は細い焚き付けを置き、火をつけると焚き付けは
上から下へと燃え進みます。火の大きさが徐々に
大きくなるため、空気不足にならず排煙も減ります。

注記！!

ストーブの機能は様々あり、こちらに記載されている
内容はその基礎にすぎません。この取扱説明書では、
本機の特徴がどのように良好なドラフトを促したり
妨げたりするのか、また、十分なドラフトを促さない
場合、良好なドラフトを生むにはどのようなテクニッ
クが必要なのかを説明しています。

注記！!

鋳物は非常に強固ですが、ハンマーなどの鋭い一撃や、
極端な温度変化で壊れることがあります。鋳物のプ
レートは温度の変化に従って伸縮します。ストーブを初
めて焚く時は鋳物にかかる熱ストレスを最小限に抑え
る為、下記に示す1-3の手順に従って何回かに分けて
焚き、鋳物プレートを徐々に熱に慣らしていきます。

本機に使用する薪には無垢材のみを使用し、薪は直
接グレートの上に載せます。薪を持ち上げたり、薪以
外の燃料は燃やさないでください。

ダンパーは、着火時や薪を追加する時は必ず開けた
ままにしておきます。ゴミや化学薬品、液体燃料を
使用して着火しないでください。ガソリン、灯油等の
液体燃料は絶対に使用しないでください。これらの
液体燃料は、使用中は本機に近づけないでください。

ストーブのダンパーを開き、エアーコントロールレ
バーを全開にします。
着火剤をストーブ内に置き、その上に指の太さ程に
細く割った焚き付け6～8本を組みます。その焚き
付けの上に2～3本大きめ（直径25～50ｍｍ程）の
薪を載せます。(図2.4)

着火剤に火をつけドアを閉めます。直径80～120ｍｍ
程の薪を追加し、徐々に火を大きくします。初めての
慣らし焚きの場合、薪をしっかり熱し、消えるまで薪
を燃やしてください。火を慣らしている間は、ストー
ブが260℃以上の高温にならないようにストーブ温
度計で確認してください。必要であれば、エアーコン
トロールレバーを調整してください。ストーブの鋳物
やペイントが燃えたような臭いを最初の数回感じるこ
とがありますが、問題はありません。

ストーブの調整

薪の着火作業

図2.4 着火剤と焚き付けで着火。
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1.

2.

グリドルの温度が230℃に達し、十分な熾床がで
きたら、ダンパーを閉めます。これにより、ストーブ
が十分に高温になると発生する煙やガスを、二次
燃焼室へ流れるよう促すことができます。点火後
数分で急激に高温に達したとしても、ダンパーを
閉めるのが早すぎると、二次燃焼がストップした
り、火がすぐに消えてしまう可能性があります。

5.

希望温度になるようにエアーコントロールを調整
してください。

6.

すでに慣らし運転をした状態であっても、1-3の手順
を踏み徐々に火を大きくしてください。大きめの薪
（75～100ｍｍ）を足し、50-75ｍｍの熾床ができる
まで、細かい薪も足し続けます。燃焼システムが適切
に機能するためには、良い熾床が必要です。

4.







図2.8 ストーブ温度計はグリドルの中央に置いて温度を測定。











メンテナンスを行う場合はストーブ本体が完全に冷えてから行ってください。
ストーブ本体及び、煙突を末永くお使いいただくために、定期的なメンテナンスが必要です。

メンテナンス 

表面についた灰やほこりは乾いた布で軽く払います。
濡れた布を使用すると錆が発生しやすくなります。ス
トーブの塗装は必要に応じて補修ができます。補修す
る際は、まず初めに補修する部分の周辺をマスキング
します（ホーロー部分、ガラス、ハンドルなど）。塗装
する部分をワイヤーブラシできれいにします。その後、
ストーブ用耐熱塗料を少しずつ塗っていきます。一度
に厚く塗るよりも、薄く2度塗りした方が綺麗に仕上
がります。グリドルは使用していると黒ずんできます
が、これは通常のことです。気になる場合は、目の細
かいワイヤーブラシやスチールたわしで掃除できます。

汚れやシミを落とすには、乾いた布や少し湿らせた布、
または柔らかなブラシを使用します。それでは落とせ
ない汚れの場合は、台所用洗剤かホーロー用の磨き
粉を使用します。
ホーローが欠けたり、傷ついた時は、その箇所にホー
ロー用補修パテを塗って乾燥させます。乾燥後やすり
でこすり、周囲と馴染むようにします。その後、ホー
ロー用のタッチアップ塗料を塗ってください。塗料が
完全に乾くまでストーブは使用しないでください。

ガラスへの付着物はほとんどが高温燃焼時に燃えてし
まいます。しかしガラス表面に長く付着したままの灰は、
定期的に掃除しないと固着する恐れがあります。ガラ
スの手入れは、以下の手順に従って行ってください。

ガラスが完全に冷えていることを確認します。決し
て熱いうちは行わないでください。
ストーブ専用のガラスクリーナーを使用します。研
磨材入りのクリーナーは使用しないでください。ク
リーナーは少量使用し、ストーブの他の部位に付着
しないように注意してください。

・

・

ガラスクリーナーをしっかりと拭き取ります。・
ガラスを完全に乾燥させてください。・

ガラスが破損した場合は絶対にストーブを使用しない
でください。ガラスを交換する際は、メーカー純正の耐
熱ガラスを使用し、それ以外は使用しないでください。

下部と上部のヒンジピンが外れるまでドアを持ちあ
げ、左右のドアを外します。外したドアは下向きにし
て、タオルなどを敷いた水平な場所に置きます。ホー
ロー加工のドアは特に注意して作業してください。

ガラスをガスケットの中央に合わせます。

ガラス回りのガスケットを点検してください。ガス
ケットはガラスをしっかり密閉させる為に、柔らかく
弾力性が必要です。硬くなっていたり、潰れている場
合はガスケットの交換が必要です。

ガラスが破損した場合

ガラスを取り外す

ガラスを取り付ける

図3.1 ドアガラスの分解図。

 

 

リテイナー
クリップ

ガラス

ガスケット
ドア

1.

ガラスを固定しているクリップのネジを外し、ク
リップを外します。

2.

慎重に壊れたガラスを取り外します。3.

1.

両方のドアのガラスをクリップで固定し、クリップ
のネジを締めます（きつく締めすぎるとガラスの破
損に繋がる恐れがあります）。（図3.1）

2.

ドアを元の位置に戻します。3.

ドアを開閉し、正しく作動するかを確かめ、必要な
場合は調整してください。

4.

3

鋳物表面のお手入れ

ホーロー表面のお手入れ

ガラスのお手入れ
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ダンパーにかかる圧力は、ダンパーとダンパーハウジ
ングを密閉させるために、調整可能になっています。
ダンパーを調整するには以下の手順で行ってください。

ストーブ右側にある木製ハンドルで、ダンパーの開閉
を行います。ハンドルはダンパーロッドにネジで固定
してあり、木製ハンドルもハンドルにネジで固定して
あります。どちらも定期的にネジが緩んでいないかを
確認し、必要であれば締め直してください。

圧縮ネジ
ロックナット

ダンパー六角レンチ

図3.2 六角レンチを使用してのダンパーの調整。

ダンパーハンドルをきつく締める

グリドルを取り外します。ダンパーの中心にある
ロックナットを緩めます。（図3.2）

1.

付属の六角レンチを使用して、圧縮ネジを時計回り
に約半回転させます。

2.

ロックナットを締めます。ナットを締める時に圧縮
ネジが回らないように注意してください。その後ダ
ンパーの調整具合を確認してください。

3.

ローラー

ロックナット

固定ネジ
ワッシャー ドアハンドル

ショルダーネジ

密閉具合を確認するには、薄い紙を一枚挟んでドアを
閉め、少しの力で引き抜ける場合はガスケットが緩い
状態です。微調整を繰り返し、ベストな状態へ調整して
ください。
ラッチを調整してもドアが密閉できない場合、密閉で
きない箇所のガスケットを調整します。ガスケットが持
ち上がるように、ガスケット下の隙間にガスケットセメ
ントを充填して調整します。この方法でもドアが密閉
できない場合はガスケットを交換してください。交換
方法は次ページ“ガスケットの交換”をご確認ください。

図3.3 ドアラッチの構造。

ST1154
door pawl

ストーブのフロントドアは不意に開いてしまわないよ
うに、また火室から空気が漏れないようにしっかりと
閉じる必要があります。ドアハンドルはドアが閉じて
いる時は下向きになります。ストーブを使用していくと、
ドア回りのガスケットが潰れる為、ドアラッチを調整
する必要があります。
調整は以下の手順で行ってください。

1/8“の六角レンチで固定ネジを緩めます。1.

ロックナットを9/16“のレンチで時計回りに回しま
す。（図3.3）

2.

適切な締り具合に調節したら、固定ネジをきつく締
めます。（図3.3）

3.

ダンパーの調整 ドアラッチの調整
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触媒機能の確認

火室内で薪がよく燃え、触媒がしっかり機能したの
ち、ダンパーを閉めて煙が二次燃焼室へ流れたら、
外へ出て煙突から出る煙を観察します。

ダンパーを開いて、煙が触媒を通過しない時は明らかに
煙の量が多く見えるはずです。但し、水分の多い薪を燃や
した時に発生する蒸気と間違えないように注意してくださ
い。両者の違いは、蒸気は素早く空中に消えますが、煙は
すぐには消えません。高温で燃えるストーブ内に5～８cm
ほどの熾火ができている状態で、触媒が稼働します。
このテストで問題があった場合は、他の要因（天気や薪
の質の変更）についても考慮する必要があります。暖か
い天気では寒い冬の天気の時よりもドラフトが弱く、火
は活発に燃えません。このような状況の時は少量の薪
を高温で焚く方法がよいでしょう。

アクセスカバーを取り外し、触媒を持ち上げながら手前
に引いて取り外します。（図3.7）

触媒を清掃する
ハニカム構造の触媒部分に灰が蓄積していない
か確認します。明らかに灰が蓄積している場合は、
触媒を取り出し、空気を吹きかけて飛ばします。
触媒を掃除する際は掃除機やエアーダスターなど
を使用して灰を飛ばしてください。細い棒などで
触媒内部をこすらないでください。

1.

触媒の劣化や損傷を確認します。髪の毛ほどのヒビ
は機能的には問題はありませんが、無傷の状態が望
ましいです。触媒が割れたり欠けたりしている場合は、
取り外すか交換が必要です。ストーブ購入先の販売
店にて新しいものと交換してください。

2.

触媒の状態に問題がなければ、交換の必要はありま
せんので元の位置に戻してください。

3.

よく乾燥していない生木を燃やすと燃焼効率が低下
します。水分量の多い薪を使用する場合は、高温で
焚かなければならず、ハニカム構造の触媒に熱衝撃
が加わり、触媒の基盤に亀裂が入ったり、破損する恐
れがあります。

注記！!

触媒の点検

・

その後ダンパーを開け、再度外へ出て煙を観察します。・

本機の触媒機能を確認する最良の方法は、触媒を使用
した場合とそうでない場合の煙突から出る煙の量を確
認することです。次の手順で行ってください。

本機は触媒の使用の有無にかかわらず高効率で燃
焼するように設計されていますが、触媒を使用すると
より高い燃焼効率を得られます。以下の内容は、オプ
ションで触媒を取り付けた場合のみ適用されます。
触媒が機能しなくなった場合は、交換するか取り外し
て使用することもできます。本体に機能しなくなった
触媒が取り付けられていると、煙が顕著に発生します。
その場合は交換するまでの間は取り外して使用する
ことで、高効率燃焼を維持することが出来ます。この
取扱説明書に沿って操作していただいた場合、通常
の使用で触媒はおよそ5～7年持ちます（燃焼する薪
の量に応じて変化します）。ただし、定期的に触媒を
点検し、正常に機能していることを確認し、交換のタ
イミングを見極めることが必要です。機能していない
触媒を使用し続けることは、燃焼効率の低下とクレオ
ソートの排出量の増加をもたらします。

薪は天然の木材のみを使用してください。防腐処
理された木材や金属、アルミ、プラスティック、ご
み、硫黄、油などを使用すると触媒を破損する恐
れがあります。

注意！!

触媒について（オプション）

図3.7 触媒の点検。

触媒

インナーファイヤーバック

アクセスカバー



正しい設置、操作、メンテナンスを行うことで、薪ストーブは大きなトラブルなく長期間使用することができます。
万が一トラブルが発生した場合は、以下を参照してください。

トラブルシューティング 
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トラブル 可能性のある原因 解決方法

薪が燃えない

ダンパーを
閉めると
燃えない

薪が早く
燃えてしまう

薪が湿っている

ダンパーを閉める
タイミングが早い

触媒が詰まっている

換気扇を使用している

煙突が詰まっている

燃焼用空気が全開のまま
焚いている

ダンパーを開けたままに
している

ガスケットが消耗している

煙突が長すぎる

ドアを開けたまま焚いている

太い薪のみを使用している

ダンパーを閉じている

燃焼用空気を絞っている

煙突が詰まっている 煙突掃除を行ってください。シーズン中は煙突トップだけが詰まることもありま
すので、トップの掃除も行ってください。

薪ストーブを焚く際に換気扇を使用していると、煙突内のドラフト(上昇気流)
が弱まり燃えにくい場合があります。換気扇の使用を止めるか、窓を少し開け
てください。

煙突掃除を行ってください。シーズン中は煙突トップだけが詰まることもありま
すので、トップの掃除も行ってください。

ドアを開けたまま燃焼させると、空気を大量に取り込み、薪の燃焼を促進させ
てしまいます。フロントドアと灰受けドアが閉まっていることを確認の上、ご使
用ください。

ガスケットを交換してください。ガスケットが消耗していると、隙間から空気を
取り込み、薪の燃焼を促進させてしまいます。点検・交換方法はP16をご参照
ください。

煙突が長すぎると、ドラフト(上昇気流)が強くなりすぎ、必要以上に燃焼を促
進させてしまいます。その場合、煙突ダンパーを追加することもできますので、
詳しくはストーブ購入先の販売店にご相談ください。

十分に乾燥した薪をご使用ください。適正な薪についてはP8をご参照ください。

細い薪から焚き始めてください。焚き方はP6をご参照ください。

触媒の点検・清掃を行ってください。方法はP19をご参照ください。

グリドルの中央に置いたストーブ温度計が230℃に達していることを確認し、
ダンパーを閉めてください。

グリドルの中央に置いたストーブ温度計が230℃に達していることを確認し、ダン
パーを閉めてください。

エアーコントロールレバーで給気を調整してください。

触媒の点検、清掃を行ってください。方法はP19をご参照ください。

焚き始めは必ずダンパーを開けてください。

エアーコントロールレバーを全開にしてください。

触媒が詰まっている
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ガラスが曇る

温度が上がらない
（暖かくならない）

エアーコントロールレバーを
絞るタイミングが早い

ダンパーを閉める
タイミングが早い

触媒が詰まっている

薪が湿っている

燃焼用空気を絞っている

薪の量が足りない

煙が逆流する

煙突が詰まっている

触媒が詰まっている

強風が吹いている

煙突の曲がりが多い・
横引きが長い

換気扇を使用している

煙突は曲がりの数が多い場合や横引きが長いと、ドラフト（上昇気流）の障害
となります。結果、煙突が暖まらず煤やタールが溜まりやすくなります。煙突を
しっかり暖めてドラフトを強くしてください。改善されない場合は、ストーブ購
入先の販売店にご相談ください。

煙突は曲がりの数が多い場合や横引きが長いと、ドラフト（上昇気流）の障害
となります。結果、煙突が暖まらず煤やタールが溜まりやすくなります。煙突を
しっかり暖めてドラフトを強くしてください。改善されない場合は、ストーブ購
入先の販売店にご相談ください。

強風が吹くことで煙が逆流することがあります。この場合、煙突を延長させたり、トップを
交換する等の方法がありますので、詳しくはストーブ購入先の販売店にご相談ください。

薪ストーブを焚く際に換気扇を使用していると、煙突内のドラフト(上昇気流)が弱ま
り燃えにくい場合があります。換気扇の使用を止めるか、窓を少し開けてください。

湿った薪を燃やすと、クレオソートがガラスに付着し、曇ってしまいます。十分
乾燥した薪をご使用ください。適正な薪についてはP8をご参照ください。

低温状態で空気を絞ると、不完全燃焼となり煤やタールが発生しやすくなります。
焚き方についてはP6ストーブの調整をご参照ください。

グリドルの中央に置いたストーブ温度計が230℃に達していることを確認し、
ダンパーを閉めてください。

グリドルの中央に置いたストーブ温度計が230℃に達していることを確認し、ダン
パーを閉めてください。

ガスケットを交換してください。ガスケットが消耗していると、隙間から空気を取り込
み、薪の燃焼を促進させてしまいます。点検・交換方法はP16をご参照ください。

十分に乾燥した薪を使用してください。入手困難な場合は、細かく割ってご使
用ください。

低温で使用すると、不完全燃焼となり煤やタールが発生しやすくなります。ストーブ
を焚く際は、グリドル中央に置いたストーブ温度計で200℃以上でご使用ください。

煙突掃除を行ってください。シーズン中は煙突トップだけが詰まることもありま
すので、トップの掃除も行ってください。

触媒の点検、清掃を行ってください。方法はP19をご参照ください。

触媒の点検、清掃を行ってください。方法はP19をご参照ください。

十分乾燥した薪をご使用ください。適正な薪についてはP8をご参照ください。

適正な薪の大きさ、量についてはP6薪の着火作業をご参照ください。

エアーコントロールレバーを全開にしてください。

薪が湿っている

ガスケットが消耗している

煙突が早く
詰まってしまう

薪が乾燥していない

煙突の曲がりが多い・
横引きが長い

燃焼温度が低い

ダンパーを閉める
タイミングが早い

トラブル 可能性のある原因 解決方法










