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手早く簡単

面倒な取り付け作業や施工作業は不要。箱か
ら取り出し、お好きな場所に置くだけですぐに
使えます。

多機能、かつ優れた耐久性

EcoSmart Fireの移動型暖炉は耐候性・耐久性
に優れた素材で作られている為、様々な場所
でご使用いただけます。また、その美しい外
観は年月を経ても変わらず、四季を通じて幅広
く利用できます。

環境にやさしい

環境に配慮した再生可能エネルギーであ
るバイオエタノールを燃料としているた
め、燃焼中も空気を汚さずに周囲を暖か
く保ちます。薪を燃やしたときに出る燃え
さしや灰、煤の後始末も必要なし。ゲス
トとともに、本物の炎が醸し出す静かで
落ち着いた雰囲気を心ゆくまで楽しめま
す。

移動が簡単

屋外用バイオエタノール暖炉は当社独自
の技術による一体化のため、移動も簡
単。電気やガス管に接続する必要がな
いので自由に持ち運べ、屋外のおもてな
し空間を思い通りに演出できます。

もちろん、パティオなどお好みの場所に
視線を集めるフォーカスポイントとして
暖炉を固定設置すれば、魅力的な屋外
スペースをつくり出すことができます。こ
れまでにない手軽さでお庭を演出でき
るのはEcoSmart Fireだけです。

EcoSmart FireのGlowとCylは、住宅のリビングなどにインテリアと
してだけでなく、温もりや存在感をもたらします。美しい曲線が目を
惹くモダンなセンターピースへと仕立て上げ、アウトドアの場でも活
躍します。

V0220

付属のガラススクリーン

がラススクリーンは風から炎を守り安定性を向上す
るだけでなく、お客様が安心して心地よく火を楽し
めるよう、安全面の向上にも役立ちます。

Ground Fixing Brackets

このモデルは、床に固定するこ
とができます。固定用のGround 
Fixing Bracketsが付属していま
す。(STIXを除く)

グローバルコンプライアンス  

Glow: すべてのモデルは、アメリカ、ヨーロ
ッパ、イギリス、オーストラリアの既存の規
格に準拠しています。UL規格、EN 16647 
BSI認定、ACCC安全基準に準拠。

Cyl: このモデルは、UL規格で認証された
バーナーとの使用が製造元によって承認
されています。

付属品 別売付属品

AB8 Burner 
Efficiency Ring

(Glow)

Lighting Rod 
+ Lighter 

Jerry Can  Protective 
Cover

AB3 Extension
Spout
(Cyl)
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FOR MORE INFORMATION PLEASE REFERENCE THE CLEARANCE & INSTALLATION MANUAL

FRONT VIEW

TOP VIEW

価格 380,000円（税別）

設置場所 Indoor & Outdoor
素材 Grade 304 Stainless Steel, 

Mouth Blown Glass

重量 6.3kg   （内蔵バーナー含む）

色＆品番   Stainless Steel ESF.1.O.GLO

BURNER INFORMATION*
内蔵 Burner AB8 AB8 (火力調整時)

暖房の目安 60m2  以上
（屋内使用時）

30m2  以上
（屋内使用時）

燃焼継続時間 約 7 - 11 hours 約 9 - 11 hours

燃料 e-NRGバイオエタノール

燃料タンク容量 8 Litres 

換気 1台あたり少なくても 116m3  
室内容積を確保して下さい

ご使用前には必ず組立設置取扱説明書をお読みください。
*これらの値は参考値であり、購入したモデル、設置方法、設置環境およびe-NRGの製
造時期等により異なります。
このモデルは固定する為の固定用ブラケットが含まれています。
このモデルは、米国とオーストラリアの規格に準拠しています。  UL規格に準拠
し、ACCC安全基準に準拠しています。
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