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安全にお使いいただく為に 厳禁・禁止

■ ガソリン、軽油、灯油、オイル厳禁
ガソリン、軽油、灯油、またはオイルなどの使用は厳禁
です。本製品の上や周囲に絶対に置かないでください。
火災の原因になります。

■          スプレー缶、カセットボンベ厳禁
スプレー缶、カセットボンベなどの高圧容器等をストーブ
の上、周囲に絶対に置かないでください。缶の爆発・
火災の原因になります。

誤った取り扱いをすることによって生じるリスクのご
理解のために、ご使用前に必ずお読みください。

■          異常・異臭・故障時の使用禁止
制御不能な燃焼、強い臭い、異常や故障を始め部品
の変形、破損などは、事故の原因になります。気づい
たら他等に使用を中止し専門業者へご相談ください。

■          お客様による据え付けの厳禁
室内据え付けは、専門業者に依頼し、お客様ご自身
では行わないでください。火災予防条例、建築基準法
などの法令の基準があります。火災など、危険な状況
を引き起こす場合があります。

■          お客様による移設工事の厳禁
室内移設工事は、専門業者に依頼し、お客様ご自身で
は行わないでください。設置方法には火災予防条例、
建築基準法などの法令の基準があり、従わない場合、
火災など危険な状況を招く場合があります。

警告表示について
安全にお使いいただくために様々な警告表示をしています。
リスクの内容を、以下のように区分しています。

この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡、重
傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じること
が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った使い方をすると、人が死亡、重
傷を負う可能性、または火災・物的損害の発生の可能性
が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

この表示は、「禁止」されている内容です。

この表示は、「警告」されている内容です。

この表示は、「注意」していただく内容です。

厳禁・禁止

危険・注意
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厳禁・禁止 危険・注意

■          ストーブ上で衣類の乾燥禁止
本製品の上部で衣類などの乾燥はしないでください。
また、上に物が落下するような場所では本製品の使用
しないでください。火災の原因になります。

■          燃焼室ドア開放の使用禁止
燃焼室ドアを開けたままでの本製品使用は非常に危険
です。燃焼室ドアが閉まらないサイズの薪は使用しな
いでください。薪や煙や火の粉が飛び出して、火災の
原因になります。

■          煙突・給気筒はずれの危険
煙突がはずれたまま本製品を使用しないでください。
煙が漏れて健康に害をおよぼすほか、事故・火災の
原因になります。

■          煙突の煤、タール放置の危険
煙突内部に3mm以上の煤やタール等が付着した場合
は必ず掃除を行ってください。煙突火災の発生や煙が
室内に漏れて健康に害をおよぼすほか、火災の原因
になり危険です。

■          分解・改造の禁止
本書に記載されているメンテナンスを除く、本製品の
分解や改造は絶対におやめください。火災や破損の原
因になります。

■          給気・排気経路閉そくの危険
煙突や給気用のダクトがつまったり、ふさがれたまま本
製品の使用しないでください。煙突火災の発生や煙が
漏れて健康に害をおよぼすほか、事故・火災の原因
になり危険です。

■          急激な温度上昇の禁止
本製品に急激な温度上昇をさせないでください。変形、
破損の原因になり、事故につながる恐れがあります。

■          自然薪以外の使用禁止
乾燥した自然の薪以外は燃やさないでください。化学
物質や塩分等が含まれている薪は、有害物質が発生
し健康に害をおよぼすほか、破損の原因になります。
事故につながる恐れがあります。

■          お子様・お年寄りのご注意
お子様やお年寄り、お身体の不自由な方がお使いに
なる場合は、周囲の方々がやけど等に十分に注意して
ください。

■          子供だけの使用の注意
お子様だけで使用させるのは禁止してください。また、
ライター、マッチ、着火剤などはお子様の手の届かな
いところで保管してください。
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■          輻射熱に長時間当たらない
ストーブの輻射熱に長い時間当たると、低温やけどや
脱水症状の原因になります。小さなお子様やお年寄り
がいるご家庭では特にご注意ください。

■          可燃物との距離の注意
ストーブや煙突など高温になる物から、枯れ草・枯れ
枝・立ち木・植栽、周囲の壁・天井・柱・家具など
の建築物までの間は、十分に安全な離隔距離を設けて
ください。怠ると火災の原因になります。

■          移動防止柵の設置
小さなお子様やペットがストーブや煙突に近づかないよう、
移動防止柵を設置してください。不注意でやけどの原因
になります。

■          ご購入後は慣らし焚きを行う
ご購入後は必ず「慣らし焚き」を行ってください。いき
なり高温で使用すると、破損のおそれがあります。

■          床を必ず保護する
室内や外のデッキなどの時で、可燃質素材の床の場合
は、床を不燃材料で防火上有効に保護してください。
燃えた炭の落下や輻射熱、火の粉で、火災の原因に
なります。

■          ガラス破損の注意
燃焼室ドアを必要以上に強く閉めたりしないでください。 
ドアガラスが破損の原因になります。また本製品燃焼中
に水をかけたり、濡れた物で触れたりしないでください。
急激な温度差で破損する危険があります。

■          高温やけど注意
燃焼中はもとより消火直後はストーブ本体、煙突などが
とても高温になりますので、絶対に素手などで触れない
ようご注意ください。ストーブに触れる時は、必ず断熱
効果のあるグローブを必ず着用してください。

■          薪入れす・焚きすぎ注意
燃焼室に薪を入れすぎや、焚きすぎで火力が強すぎる
とドアを開けたときに炎が外に漏れ非常に危険です。さ
らにストーブや煙突が過暑くしすぎても、破損の原因に
なります。

■          換気扇使用の注意
室内でストーブ燃焼中に換気扇を使用すると、煙突接
続部隙間から室内に煙が漏れることがあります。異常
に気付かれた場合には換気扇を止め、販売店・専門
業者にご相談ください。

■          ドア開閉時の注意
ドアの開閉はハンドルを持って操作してください。補助
で手でストーブに触れる場合は必ず断熱効果のある手
袋を使用してください。素手などで触れないでくださ
い。やけどの原因になります。

危険・注意
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■          灰ためすぎ注意
燃焼室に灰をためすぎないでください。
吸気口などが塞がれ本来の昨日が不完全になる他、
薪やおきが外にこぼれたり、ドアが閉まら無くなったりし
て危険です。

■          火災警報器の設置
お住まいの地域の火災予防条例に従い、火災警報器
を設置してください。

■          外出時の確認
外出時は、必ず燃焼室ドアが閉まっていることを確認し
てください。また、周囲にある燃えやすいものをストー
ブから十分離し、万が一に備えてからお出かけくださ
い。ストーブにペットが近づかないようにしてください。

■          消火器の設置
万が一のために、消火器を常に決まった場所に置いて
ください。

■          灰を可燃性の容器に入れない
ストーブから取り出した灰を紙袋やビニール袋など可燃
性のものに入れないでください。火災の原因になります。

■          換気の必要性
室内でストーブをご使用になる前に、必ず部屋の給気
口（レジスター等）を開き、外気が入る状態にしてくだ
さい。使用中に煙の強い臭いや異臭を確認したら、た
だちに使用をおやめになり、窓や戸を開けて室内の換
気を行い、お買い求めの販売店にご相談ください。

■          定期点検の実施
お客様ご自身で行われる日々のメンテナンスのほか、
定期的に専門業者の点検・整備を受けてください。点
検、メンテナンスを怠ると経年劣化等により、故障や事
故の原因になります。

■          天災地変後は点検する
外に置いてあっても、室内備え付けでも、地震、水
害、落雷、台風などの天災地変にあった場合はそのま
ま使用せず、必ずお買い求めになった販売店、または
専門業者に点検をご依頼ください。不具合に気づかず
使用し続けると、事故・火災の原因になります。

危険・注意
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重要事項  必ずお読みください

■          燃焼制御できない、         煙が室内にもれるなど異常を感じたら

■          煙突火災の対処法

■          地震の時の対処法

お使いの時、異常や不安を感じたら一時ご使用をおやめになり、トラブルシューティングをご確認ください。
トラブルシューティングにない場合、ご自身で問題が解決されない場合、故障と思われる時は、お買い求
めの販売店へご連絡ください。

以上のような場合、煙突火災が発生している可能性があります。
火力を弱めるため火力調節レバーを閉じ、燃焼室ドアを確実にロックして屋外へ避難し、
消防署に連絡してください。後に必ず専門業者に点検を依頼してください。

煙突火災の症状
 ● 煙突が赤熱する
 ● 煙突から「ゴーッ」「パリパリ」といった音が聞こえる
 ● 屋外の煙突トップから炎が立ち上がる

1 .  安全な場所へ避難してください。
2 .  揺れがおさまったのを確認してから、あわてず落ち着いて火力を弱めるため火力調節レバーを閉じ、
燃焼室ドアを確実にロックしてください。

3 .  地震のあとはご使用にならず、必ずお買い求めの販売店へご相談ください。

異常時の処置

緊急事態の処置

火災や地震が発生した際は初期消火が行える場合は消火器で行ってください。使用中のストーブに水をかけると高
温の蒸気が噴出し、二次的な被害が発生するおそれがありますので、くれぐれもご注意ください。

注意
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付属品一覧

当製品の本体付属品は以下のとおりです。ご使用前に必ずご確認ください。
万一同梱されていない場合には、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

本体付属品

□  本体 x1
□  煙突１セット（トップ x１、ジョイントx3、ボトム１x）
□  薪落ちストッパー x1
□  L  型レンチ  ×１

付属品確認
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トップ排気口

バッフルパネル

バックパネル
サイドパネル

ストーブの基礎知識

各部名称

正面

燃焼室ドアガラス

二次燃焼給気口

一次燃焼吸気給気口

燃焼室ドア開閉キー穴

薪落ちストッパー

トップ排気口

ストーブトップ
給気口下段

給気口上段

平面 背面

火力調節
上段レバー

火力調節
下段レバー
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ストーブの基礎知識

煙突の名称と設置の方法

有効長275mm

メス

メス

オス

メス

メス

煙突：ボトム x1
（メス・メス）

末端の煙突両方の端が広
がっています。ストーブに
直接挿してください。

煙突：ジョイントx3
（オス・メス）

継ぎ足し用の煙突。
天候や環境に応じて長くする
場合は追加してください。
ご購入は、販売店にお問い
合わせください。

煙突：トップ x1
（オス）

一番上の煙突です。（オス）

メス

メス

オス

有効長275mm

有効長275mm

有効長275mm

325mm

325mm

325mm

325mm

325mm

325mm
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閉める

付属のL型レンチ（6mm）を
キーホールに差して燃焼室ドアを
図のように開閉してください。

火力大：
火力調節上下段レバー全開

（焚き付け時）

火力中：
火力調節下段レバー調節
（二次燃焼時）

火力小：
火力調節上段レバー調節
（燃焼速度を制御）

開ける

ストーブの基礎知識

基本操作

■          燃焼室ドア開封方法

■ 火力調整レバー操作方法
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ストーブの基礎知識

■          一次燃焼用空気
ストーブの背面にある上下の給気口から入り込む一次燃焼用空気。薪を勢いよく焚きつけるため十分な空気を送り込みま
す。燃焼室に予熱されながらガラスの表面へ流れこみ、エアーカーテンとなり、がらう表面煤の付着を防止しています。

■          二次燃焼用空気
二次燃焼用空気による高効率クリーンバーン辞術は、環境にやさしく、ドアのガラスや煙道への付着を防ぐことができます。
燃焼室が高温になりバックパネルに挟まれている金属部に並ぶ給気口から、予熱されて放出する二次燃焼空気によって煤
等の微粒子を燃焼し、快適な輻射熱と美しい揺らぎの炎を楽しんでいただけます。

緻密に計算された燃焼空気により実現されたクリーンバーン方式。一次燃焼で発生した黒い煙（不燃ガスや煤）を二次燃焼
で焼き切ることで、煙突からの煙を大幅に削減。薪の消費も抑えると主に、最高の炎のゆらぎを可能しました。

■          高気密構造による燃焼
しっかりと溶接されたボディーは鋳物製ストーブに比べ保温性気密性、炉内の燃焼効率を高めてくれます。隙間なく密閉さ
れた高気密構造と。細かな空気調整と燃焼速度の制御により美しい炎のゆらぎを楽しめます。

機能と特長

nle mini取扱説明書   11

03



薪の説明／用意するもの

■          薪の乾燥
薪は冬に切って2 年間乾燥させた薪が理想です。少な
くとも12 ～18 ヶ月は乾燥させてください。薪は割ること
により、空気に触れるので早く乾燥させることができます。
割った薪は風通しが良く雨のあたらない場所で、薪とし
て燃やすには水分を20％以下まで乾燥させることが必要
です。乾燥していない薪は、燃やすとクレオソートや煤
が多く発生し燃焼室や煙突内に付着するので、煙突掃
除をこまめにしなければ煙突火災の原因になります。

温度や燃焼を調節するために、以下3 種類の薪を用
意します。火を起こす時のように細い薪や枯れ枝に着
火し、徐 に々太い薪をくべていきます。

■「焚き付け」の細い薪 
    細く割った針葉樹など（小枝なども）
■「中サイズ」の薪 
    細く割った針葉樹など（直径約5cm以内が適当）
■「長持ち用」の太い薪 
     広葉樹などの太い薪（直径約10cm 程度）

         自然薪以外の燃料使用禁止 
乾燥した自然の薪以外は燃やさないでください。
化学物質や塩分等が含まれている薪は、有害物
質が発生し健康に害をおよぼすほか、破損の原
因になります。

ガソリン厳禁
ガソリン、軽油、灯油、またはオイルなどの使用
は厳禁です。本製品の上や周囲に絶対に置かな
いでください。火災の原因になります。

■          使用する薪のサイズ
長さ：45㎝以内

■          薪の種類
薪は針葉樹系の軟木と広葉樹系の堅木とがあります。軟木は乾燥しやすく着火力に優れていますが、火持ちがよくありませ
ん。堅木は、その逆で乾燥しにくく着火力はないですが、火持ちが良いです。

堅木
火持ちがよく暖める力が大きい
広葉樹：ミズナラ・ニレ・コナラ・カキ・クヌギ・クスノキ・      

             アカシア・ブナ・サクラ等

軟木
火持ちはよくないがすぐに火力がでる
針葉樹：カラマツ・アカマツ・スギ・ヒノキ等
広葉樹：シラカバ・ポプラ等

薪について

屋外で保管されていた冷たい薪や濡れた薪はすぐに使用ぜず、室内で半日以上経過した薪をご使用ください。燃焼・
暖房効率が悪く、ストーブに熱衝撃を与え破損することがあります。

注意
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薪の説明／用意するもの

• 火かき棒 
薪の位置を変えるのに使用 

• スコップ 
灰をすくう時に使用 

• ほ う き  
ストーブまわりのお掃除に使用 

• 灰かき棒  
燃焼室内の灰を集めるのに使用 

• 薪ばさみ  
燃焼室に薪を入れる時に使用

着火の前に用意するもの

• ストーブグローブ 
熱に強い革素材の物 

• 灰取りバケツ 
密閉できる金属製容器 

• 着火剤 
焚き付け時に使用 

• 薪 3 種類 
前項参照
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ストーブのドアを開けたまま
使用は非常に危険です

	●  購入後初めて本製品使用前に必ず慣らし焚きを行
ってください。 

	●  燃焼室の各パネルは衝撃に弱い素材（バーミキュ
ライト）です。薪の投入時・灰の処理に使用する
道具などで傷つけないようにご注意ください。 

	●  乾燥が不十分な薪は燃えが悪く暖房効率を低下
させるばかりでなく、燃焼室の各パネルバーミキュ
ライト）をひび割れさせる可能性がありますので、
乾燥した薪をご使用ください。 

	●「慣らし焚き」は薪に着火をしてから薪が燃え尽き
ストーブが冷えるまでです。

	●  接着剤（耐火セメント）を硬化させる
	●  熱による膨張伸縮により、部品を馴染ませる
	●   適正なドラフトが得られるかの確認

本体背面の火力調節レバーを上下段とも外側に
スライドさせ、上・下段の給気口を全開にしてく
ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃焼室ドアを開け、1～2 本の『中サイズ』の
薪とその上に、4～8 本の『焚き付け』用の薪
を隙間をあけながら空気の通りが良くなるように
組み、組んだ薪の上に着火剤などを置いて着火
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『慣らし焚き』の間（約２時間）はドアを10分
間隔で開閉します。

燃焼室ドアを開けたままでの本製品使用は非常に危
険です。燃焼室ドアが閉まらないサイズの薪は使用
しないでください。薪や煙や火の粉が飛び出して、
火災の原因になります。

慣らし焚き

■          慣らし焚きについて

■          慣らし焚きのv目的

■          慣らし焚き手順

上下
全開

注意

2

3

1

焚き方・燃焼維持
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本体背面の火力調節レバーを上下段とも外側に
スライドさせ、上・下段の給気口を全開にしてく
ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃焼室ドアを開け、1～2 本の『中サイズ』の
薪とその上に、4～8 本の『焚き付け』用の薪
を隙間をあけながら空気の通りが良くなるように
組み、組んだ薪の上に着火剤などを置いて着火
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

着火の手順

■          着火手順

上下
全開

閉める

付属のL型レンチ（6mm）を
キーホールに差して燃焼室ドアを
図のように開閉してください。

火力大：
火力調節上下段レバー全開

（焚き付け時）

火力中：
火力調節下段レバー調節
（二次燃焼時）

火力小：
火力調節上段レバー調節
（燃焼速度を制御）

開ける

炎の勢が増してきて、炎の立ち上がりと煙の引き
込みの勢いが上がっってきたら、ドアを閉じL型
レンチでロックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

薪全体にしっかり炎が行きわたり、各パネルの表
面の黒い煤が取れたら、下段の燃焼火力調節レ
バーを閉じ、上段火力調節レバーで火力を調節
します。空気調整と燃焼速度の変化で揺らぐ炎を
をお楽しみください。

2 4

1 3

焚き方・燃焼維持
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焚き方・燃焼維持

燃焼室内の薪が赤いおきの状態になったら、薪を追
加します。炎がある状態では、煙が室内に漏れ出し
やすくなります。

薪の追加

本体背面の火力調節レバーを上下段とも外側に
スライドさせ、上・下段の給気口を全開にしてく
ださい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃焼室ドアをゆっくり開け、おきを炉床全体に広
げてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

空気の通りが良くなるように隙間をあけて中～太い
薪を2本程度足します。薪を足した後、燃焼室ドア
を閉めロックしてください。 
 
 
 
 

追加した全ての薪の表面に、炎がしっかり行きわ
たり、各パネルの表面の黒い煤が取れたら、火
力調節レバーで燃焼速度を制御してください。空
気調整と燃焼速度の変化で揺らぐ炎をを、お楽
しみください。閉める

付属のL型レンチ（6mm）を
キーホールに差して燃焼室ドアを
図のように開閉してください。

火力大：
火力調節上下段レバー全開

（焚き付け時）

火力中：
火力調節下段レバー調節
（二次燃焼時）

火力小：
火力調節上段レバー調節
（燃焼速度を制御）

開ける

2

1

上下
全開

4

3
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焚き方・燃焼維持

本製品は、ガス トーブや石油ストーブのようにすぐに消火す
ることはできません。薪が燃えつきて灰になった時が消火を
意味します。焚きすぎ注意

燃焼室に薪を入れすぎないでください。火力が大き
すぎると燃焼室ドアを開けたときに炎が漏れる、ま
たはストーブや煙突が過熱され、破損の原因になり
ます。

ストーブ本体や燃焼室内に水をかけて消火するの非
常に危険です。また、このような急激冷却によ消火
はストーブ本体に重大な損傷をもたらします。

 ● 薪の投入量は、バックパネルに挟まれている二
次燃焼金属部に開口された空気吹き出し口を
越えない高さまで、なおかつ燃焼室入り口にあ
る薪落ちストッパーを超えて落ち出ない高さにし
てください。

 ● 薪がくずれてガラスに当たらないように注意して
ください。

 ● 薪をくべすぎると、高い温度での燃焼が続き、
ストーブが破損する、または燃焼室ドアを開け
た際に、燃焼した薪が外に飛び出すおそれが
あります。

消火薪の追加

■          外出するときの注意
外出する場合は、しばらく前から薪を追加するのをやめ
てください。外出の際は、必ず燃焼室ドアが閉まってい
ることを確認してください。また、周囲にある燃えやす
いものをストーブから十分離してください。室内であれ
ばストーブを設置している部屋にペットが入らないように
してください。

注意

注意

注意 二次燃焼給気口

薪落ちストッパー
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■          離隔距離（前方）

■          離隔距離（上方）

ストーブを設置する床は、ストーブの重量に長期間耐えられ
る水平かつ、安定している場所を選択した上で、表内数値
の範囲を不燃材料で有効に保護してください。レンガやタイ
ルを用いる場合は隙間が生じないように目地をモルタルでつ
めてください。また、床の保護には不燃材料（金属を含む）
で施工してください。床の保護を怠ると、燃えた灰の落下や
輻射熱で火災の原因になります。

前方、および上方の可燃物* までの離隔距離は、ストーブ
の天板から計測した離隔距離を確保してください。

（単位：mm）

（単位：mm）

床の保護について（炉台の寸法）

離隔距離（前方、上方）

前方M 後方N 側方O 幅 P 奥行きQ

500以上 100以上 400以上 800 以上 600以上

メーカー指示 告示第 225 号

1100 1424

メーカー指示 告示第 225 号

1100 1424

設置

Q

P

煙突芯N
O

M

離隔距離（上方）

離隔距離（前方）

設置について
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設置について

煙突から可燃物の間は下記に定めた火災予防上安
全な離隔距離を設けてください。

煙突の据え付け

※1 遮熱板とは25mm 以上の空気層のある不燃材壁。
※2  断熱二重煙突は煙突火災に対する熱衝撃テストに 

 合格した認定品（ UL103、BS EN1856-1）をご使用く 

 ださい。
※3 離隔距離は内側煙突からの寸法。

ストーブを設置する部屋の壁、もしくは床などには、ストーブ
の燃焼に必要な空気量を不自由なく取り込めるように屋外へ
直接通じる給気口や給気ダクトを設けてください。屋外側の
開口の端部はゴミや雪などでストーブの燃焼が妨げられない
場所に設けてください。
床、もしくは壁の給気開口から本体給気口までの接続方法
については、部屋の換気設備の種類などにより異なりますの
で、お買い上げの販売店にご確認ください。

（単位：mm）

壁 ※ 3 天井  ※ 3

シングル煙突（一重室内煙突）
遮熱板 ※１ なし 460 460

シングル煙突（一重室内煙突）
遮熱板 ※１  230

断熱二重煙突※ 2 150 150

断熱二重煙突 ※ 2 （自在管） 325 325

一酸化炭素検知機能の付いた火災警報器の取り付
けをおすすめします。

警 告

 ● 据え付け後の確認 
煙突の据え付け状況は住宅の構造などにより異なります。点
検や煙突掃除など、後の保守メンテナンスの方法について
は、販売店、または据え付け業者とよくご相談ください。 

 ● 既存の煙突にストーブを据え付ける場合 
既存の煙突にストーブを据え付けた場合に、隠れた瑕
疵により排気漏れや火災が発生するおそれがあります。
必ず販売店にご相談ください。 

 ●  排気経路の閉塞 
バッフルパネル裏面の排気経路が煤などにより閉塞し
ている場合。
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メンテナンス

灰の掃除

灰を可燃性の容器に入れない

灰をためすぎない

ストーブから取り出した灰を紙袋やビニール袋など
可燃性のものに絶対に入れないでください。火災の
原因になります。

燃焼室に灰をためすぎないでください。空気吹き出
し口がふさがれて燃焼が不完全になる他、薪やおき
が外にこぼれたり、燃焼室ドアが閉まらなくなり、
焚きすぎによる破損の原因になります。

危険ですから燃焼中は灰の処理を行わないでくだ
さい。ストーブが完全に冷えた状態で行ってくだ
さい。 灰は燃焼室でおき火を維持し、効率よく次の薪に燃焼を移

すためになくてはならない火床としての役割があります。
しかし、火床として 一定の量を燃焼室に残しながらも、下段
から一次燃焼空気吸気口の穴から吹き出す空気の妨げにな
らないように定期的な灰の除去をするのも、高い燃焼効率を
生み出すための重要な作業です。下段からの一次燃焼空
気吸気口の穴をふさがないよう、灰を手前に掻き出しておき
ます。

■          灰の処分について
取り出した灰は火災のおそれがないように、密閉できる
金属製の容器に移します。その際、周りの可燃物から
遠ざけて、厚み5cm 以上の金属以外の不燃材の上に
置き、72 時間以上経過させ、灰の中に火の気がない
ことを確かめてから処分してください。

注意

注意

注意 一次燃焼給気口
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メンテナンス

ファイバーロープの交換 
薪ストーブの気密性を保つため、燃焼室ドアと本体の間、
燃焼室ドアとガラスの間にファイバーロープが使われていま
す。次のいずれかに該当する場合は、手順に従い新しいファ
イバーロープと交換してください。そのままお使いになると、
過剰に燃焼空気が入り火力コントロールができなくなります。
過燃焼となり燃焼室の中のパーツが歪んだりストーブの劣化
を招くばかりでなく大変危険です。

■          交換が必要な症状

1. 劣化や破損 
弾力がなく、触るとボロボロとほつれる、または途中
で切れている場合。 

2.  密閉されていない 
ファイバーロープは使用に伴い硬くなり、徐 に々収縮
していきます。気密テストを行い、燃焼室ドアに隙間
が認められる場合は交換が必要です。

備考：
弾力はあるが、途中で剥がれてしまったファイバー
ロープは、耐火セメントや補修専用の接着剤（サー
ミックシールなど）で再度貼り付けてください。

ファイバーロープの長さは約1020mmです。
幅8mm、厚み3mmのタイプです.。

nle mini取扱説明書   21

07



パネルの掃除・交換

1.  燃焼室ドアを開き、内部を掃除します。 
 

2.  下に敷いてあるパネル①を取り出します。 
煤が溜まっている場合には、掃除機で吸い取る
かブラシ等で掃除してください。 

3.  ②バックパネルを取り出し空気吹き出し口を掃除
します。 

4. サイドパネル③、④を取り出し空気吹き出し口を
掃除します

■          パネルの分解・組み立て手順

5.  ⑤のバッフルパネル全体を斜めにして取り出し、
バッフルパネルの上に煤が溜まっている場合に
は、掃除機で吸い取るかブラシ等で掃除してくだ
さい。 

6. 取り外した逆の手順で、各パネルを元の位置に
戻してください。

3

5

41

2
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メンテナンス

点検・お手入れ

周囲の環境 ストーブ、煙突、および給気口の周囲は常に整理、掃除し、燃えやすいものを置かないようにし
てください。

清潔を保つ ストーブはいつも清潔に掃除してください。汚れはストーブの劣化を早めます。

臭い・煙漏れ 燃焼中に臭いがしたり、煙突から煙が漏れていないか確認してください。異常があれば販売店
に連絡してください。

ドアガラス
ガラスがススなどで汚れた場合、お早めにガラスクリーナーで拭き取ってください。タール状の
ものが付着してしまった場合、除去に手間がかかります。ガラスに割れが確認されたときは、た
だちに使用を中止し、お買い求めの販売店に連絡してください。

排気経路 煙の排気経路内がススで閉塞する前に燃焼室内と煙突を点検・掃除してください。

ほこり 給気口がほこりで閉塞されないように、ブラシや電気掃除機などで取り除いてください。

形状 ストーブに変形、損傷やひどいガタつきが認められる場合は、お買い求めの販売店に連絡して
ください。

煙突 煙突は掃除の後に、外れ、劣化、および煙漏れのないことを確認してください。発見されたら、
お買い求めの販売店に連絡してください。

ファイバーロープ 弾力性がなくなり、ほつれ等の劣化が見られるファイバーロープは新しいものと交換してくださ
い。

 各パネル 湾曲した場合や割れてしまった場合、またはひどく削れた場合には、新しい部品と交換してくだ
さい。

灰・煤の除去 燃焼室内や灰受け皿が灰でいっぱいになる前に、取り出してください。ストーブ内の灰やスス
は、残しておくと湿気が溜まり錆の原因になりますので、全て取り除いてください。

以下点検・お手入れを定期的に行ってください。
行うときは、ストーブを消火し、ストーブ煙突が十分冷えてから行ってください。
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薪ストーブのトラブルには一つの現象において複合的に要因
が存在する場合があります。要因のひとつひとつを追及し対
処することが問題解決のカギとなります。
この章をお読みになり、表にない場合、あるいはご自身で問
題が解決されない場合や故障と思われるときは、お買い求
めの販売店へご相談ください。

焚き付けでうまく燃えない
原
因 確認事項 対処 ページ

薪

薪が湿ってないか？ TS01 P.28 

焚きつけが少なくないか？ TS06 P.28 

薪と薪の間に通気がないか？ TS08 P.28 

ス
トー

ブ

火力調節レバーを閉じていないか？ TS10 P.29

火力調節機能の破損はないか？ TS14 P.29

排気経路が閉塞していないか？ TS15 P.29

給気不足、ホコリが詰まってい
ないか？ TS16 P.29

焼室背面空気吹き出し口が閉塞
いないか？ TS17 P.29

煙
突

煙突が煤などで閉塞いないか？ TS19 P.30

給気筒、給気口がゴミなどで閉
塞いないか？ TS20 P.30

曲がりが多い、
あるいは横引きが長い TS22 P.30

煙突が短くないか？ TS23 P.30

建
物

部屋の気密が高くないか？ TS24 P.30

換気扇を使用していないか？ TS25 P.30

天
候

穏やかな天候時ではないか？ TS27 P.31

強風時ではないか？ TS28 P.31

トラブルシューティング
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トラブルシューティング

燃えすぎる（火力が強くなりすぎる）
原
因 確認事項 対処 ページ

薪

薪が乾燥しすぎていないか？ TS02 P.28 

杉、ヒノキ、松などの軟木を使
用していないか？ TS03 P.28 

薪の投入量が多すぎないか？ TS04 P.28 

薪が細かすぎないか？ TS05 P.28  

ス
トー

ブ

火力調節レバーを全開にしてい
ないか？ TS11 P.29

ファイバーロ一プが消耗してい
ないか？ TS12 P.29

火力調節機能が破損していない
か？ TS14 P.29

給気不足、ホコリが詰まってい
ないか？ TS16 P.29

燃焼中に燃焼室ドアが開いてい
ないか？ TS08 P.29

煙
突 ドラフトが強すぎないか？ TS21 P.30

天
候 強風時ではないか？ TS28 P.31

火力が強くならない
原
因 確認事項 対処 ページ

薪

薪が湿ってないか？ TS01 PP.28 

焚きつけが少なくないか？ TS06 P.28 

おき火が足りなくないか？ TS07 P.28 

薪と薪の間に通気がないか？ TS08 P.28 

ス
トー

ブ

火力調節レバーを閉じていないか？ TS11 P.29

灰をためすぎていいないか？ TS13 P.29

火力調節機能の破損はないか？ TS14 P.29

排気経路が閉塞していないか？ TS15 P.29

給気不足、ホコリが詰まってい
ないか？ TS16 P.29

焼室背面空気吹き出し口が閉塞
いないか？ TS17 P.29

煙
突

煙突が煤などで閉塞いないか？ TS19 P.30

給気筒、給気口がゴミなどで閉
塞いないか？ TS20 P.30

曲がりが多い、
あるいは横引きが長い TS22 P.30

煙突が短くないか？ TS23 P.30

建
物

部屋の気密が高くないか？ TS24 P.30

換気扇を使用していないか？ TS25 P.30

天
候

穏やかな天候時ではないか？ TS27 P.31

強風時ではないか？ TS28 P.31
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バックパフィング
原
因 確認事項 対処 ページ

薪

薪が湿ってないか？ TS01 P.28 

焚きつけが少なくないか？ TS06 P.28 

おき火が足りなくないか？ TS07 P.28 

ス
トー

ブ

火力調節レバーを閉じていないか？ TS10 P.29

排気経路が閉塞していないか？ TS15 P.29

煙
突

煙突が煤などで閉塞いないか？ TS19 P.30

給気筒、給気口がゴミなどで閉
塞いないか？ TS20 P.30

曲がりが多い、
あるいは横引きが長い TS22 P.30

煙突が短くないか？ TS23 P.30

建
物

部屋の気密が高くないか？ TS24 P.30

換気扇を使用していないか？ TS25 P.30

屋外障害物による風圧帯はどう
か？※ある方向から吹く風だけ
逆流する場合

TS26 P.30

燃焼室に錆が出る
原
因 確認事項 対処 ページ

薪
薪が湿ってないか？ TS01 P.28 

塩や化学物質が含まれた材木を
使用していないか？ TS08 P.28  

煙が室内に漏れ出す
原
因 確認事項 対処 ページ

薪

薪が湿ってないか？ TS01 P.28 

焚きつけが少なくないか？ TS06 P.28

おき火が足りなくないか？ TS07 P.28

ス
トー

ブ

火力調節レバーを閉じていないか？ TS10 P.29

排気経路が閉塞していないか？ TS15 P.29

煙
突

煙突が煤などで閉塞いないか？ TS19 P.30

給気筒、給気口がゴミなどで閉
塞いないか？ TS20 P.30

曲がりが多い、
あるいは横引きが長い TS22 P.30

煙突が短くないか？ TS23 P.30

建
物

部屋の気密が高くないか？ TS24 P.30

換気扇を使用していないか？ TS25 P.30
屋外障害物による風圧帯はどう
か？※ある方向から吹く風だけ
逆流する場合

TS26 P.30

天
候

穏やかな天候時ではないか？ TS27 P.31

強風時ではないか？ TS28 P.31

燃焼室ドアが閉まらない
原
因 確認事項 対処 ページ

ス
トー

ブ
灰をためすぎていないか？ TS13 P.29

トラブルシューティング
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トラブルシューティング

ガラスがくもる
原
因 確認事項 対処 ページ

薪

薪が湿ってないか？ TS01 P.28 

焚きつけが少なくないか？ TS06 P.28 

おき火が足りなくないか？ TS07 P.28 

ス
トー

ブ

火力調節レバーを閉じていないか？ TS10 P.29

排気経路が閉塞していないか？ TS15 P.29

煙
突

煙突が煤などで閉塞いないか？ TS19 P.30

給気筒、給気口がゴミなどで閉
塞いないか？ TS19 P.30

曲がりが多い、
あるいは横引きが長い TS22 P.30

煙突が短くないか？ TS23 P.30

建
物

部屋の気密が高くないか？ TS24 P.30

換気扇を使用していないか？ TS25 P.30

灰色や茶色の煙が出る（多い）
原
因 確認事項 対処 ページ

薪

薪が湿ってないか？ TS01 P.28 

杉、ヒノキ、松などの軟木を使
用していないか？ TS03 P.28 

塩や化学物質が含まれた材木を
使用していないか？ TS08 P.28 

おき火が足りなくないか？ TS07 P.28 

ス
トー

ブ

火力調節レバーを閉じていないか？ TS10 P.29

灰をためすぎていいないか？ TS13 P.29

火力調節ができない
原
因 確認事項 対処 ページ

ス
トー

ブ
火力調節機能の破損はないか？ TS14 P.29

タールが発生する
原
因 確認事項 対処 ページ

薪

薪が湿ってないか？ TS01 P.28 

杉、ヒノキ、松などの軟木を使
用していないか？ TS03 P.28 

おき火が足りなくないか？ TS07 P.28 

ス
トー

ブ

火力調節レバーを閉じていないか？ TS10 P.29

灰をためすぎていいないか？ TS13 P.29
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薪

TS01 薪が湿っていないか？ 
含水率が 20％以下まで乾燥した薪を使用してくだ
さい。市販の含水率計を使うことで簡単に薪の乾
燥状態を知ることができます。乾燥期間を 1 年以
上かけても乾燥しない場合は、保管方法や保管場
所を確認し改善してください。水分含有量が多す
ぎると、熱はその水分を蒸発させるために奪われ、
連鎖的な燃焼にブレーキをかけます。

TS05 薪が細かすぎないか？

長時間の燃焼に必要な直径約 10cm 程度の薪をご
用意ください。

TS06 焚きつけが少なくないか？

スタートや薪の追加時には、太い薪に火が移るた
めに必要となる十分な量の焚きつけを使用してく
ださい。

TS07 おき火が足りなくないか？

燃焼が連鎖できる十分なおき床の量が必要です。
追加された薪はこのおき火からの熱を受け、燃焼
が連鎖していきます。

TS08 薪と薪の間に通気がないか？

薪と薪の間には空気が通うように隙間を設けて積
み上げてください。特におき火のないスタート時
は、焚き付けと薪の間に十分な空間を設けてくだ
さい。

TS09 塩や化学物質が含まれた材木を
使用している

合板、塗装、または防腐処理がされた木材、海水
に浸された薪は有害物質を発生させ、ストーブや
煙突を破損させますのでご使用をおやめください。

TS02 薪が乾燥しすぎていないか？ 
乾燥に適した場所で長期間保管した薪は含水率が
15% 以下まで乾燥してしまう場合があります。含
水率が 20％前後の薪と併用するか、薪と薪の間の
隙間を少なくして燃やしてください。

TS03 杉、ヒノキ、松などの軟木を使用し
ていないか？ 

針葉樹の多くは広葉樹と比較すると密度が低く軽
いため、短時間当たりの熱量は大きくなります。
針葉樹を使用する場合は急激な温度上昇を回避す
るためにできるだけ太い薪を使用してください。
また、針葉樹の多くはヤニ成分を含んでおり、十
分に乾燥がされていないと、タールやクレオソー
トを発生させる原因となります。

TS04 薪の投入量が多すぎないか？ 
薪を燃焼室上部のバッフルパネルに当たるまで投
入しないでください。薪の投入量は燃焼室奥にあ
るバックパネルの上部空気吹き出し口までです。

トラブルシューティング
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トラブルシューティング

ストーブ

TS10 火力調節レバーを
全開にしていないか？

薪の表面に炎が完全に行きわたる、または各パネ
ルの表面の黒い煤が取れたら、炎の状態を確認し
ながら火力調節します。

TS15 排気経路が閉塞していないか？

バッフルパネル上部の排気経路が閉塞している可
能性があり 5ます。　　

TS11 火力調節レバーを閉じていないか？

薪と薪の間には空気が通うように隙間を設けて積
み上げてください。特におき火のないスタート時
は、焚き付けと薪の間に十分な空間を設けてくだ
さい。

TS16 給気不足、ホコリが詰まっていないか？

本体背面の給気口を掃除してください。

TS17 燃焼室背面の空気吹き出し口が
閉塞していないか？

バックパネルの一次燃焼空気吹き出し口、および
二次燃焼空気吹き出し口を掃除してください。

TS18 燃焼中に燃焼室ドアが
開いていないか？

着火、薪の追加のとき以外は燃焼室ドアを開けて
使用しないでください。

TS12 ファイバーロ一プが
消耗していないか？

弾力性を失ったものやほつれたものは新しいファ
イバーロープに交換してください。

TS13 灰をためすぎていないか？

灰が燃焼室背面の空気吹き出し口まで溜まる前に、
燃焼室から取り除いてください。

TS14 火力調節機能が破損していないか？

火力調節レバーと給気口が連動しない場合は内部
で破損している可能性があります。お買い求めの
販売店へご連絡ください。
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煙突・建物

TS19 煙突が煤などで
閉塞していないか？ 

排気の妨げにならないよう煙突内部の煤が 3㎜ 以
上堆積している場合は煙突掃除で除去してくださ
い。突然燃焼異常が生じた場合は、煙突頂部に鳥
の巣や飛来したゴミにより閉塞した可能性があり
ます。
また、煙突から落ちてきた煤が、本体の内部に堆
積し、排気経路を閉塞している場合があります。
ストーブと煙突の接続部を取り外し、口元から堆
積物を取り除いてください。

TS23 煙突が短くないか？ 
煙突は最低ご提供した煙突は本数（５本）必要です。
お買い求めの販売店へご連絡ください。

TS24 部屋の気密が高くないか？

エネルギー効率を配慮した高気密住宅では、屋内
空気の循環が制限されているので、室内から十分
な燃焼空気を得にくい場合があります。燃焼中に
ストーブに近い窓を少し開けておくか、外気の導
入により屋外から直接燃焼空気を取り込むための
経路が必要となります。

TS25 換気扇を使用していないか？

ストーブを据え付けている部屋（空間）の換気扇
を止めてください。

TS20 給気筒もしくは給気口が
ゴミなどで閉塞している？ 

屋外の給気フードが飛来したゴミにより閉塞して
いる、もしくは室内のホコリが給気口に溜まって
いる場合は除去してください。

TS21 ドラフトが強すぎないか？

常にドラフトが強い場合は煙突ダンパーの装着に
より解決される場合があります。お買い求めの販
売店へご連絡ください。

TS22 曲がりが多い、
あるいは横引きが長い

常にドラフトが強い場合は煙突ダンパーの装着に
より解決される場合があります。お買い求めの販
売店へご連絡ください。

トラブルシューティング
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TS26 風圧帯※ある方向から吹く風だけ逆
流していないか？

煙突頂部が障害物の風下に位置している場合、乱
気流による風圧帯によって一時的に煙が逆流する
場合があります。
この場合、どの方向からの風によるものかを判断
することは、障害物の原因特定、および問題解決
の手がかりとなります。

トラブルシューティング

天候

TS27 穏やかな天候ではないか？ 
時室内と屋外の温度差が小さい場合、適切なドラ
フトが生じるまで時間がかかる場合があります。

TS28 強風時ではないか？ 
煙突の頂部が横風にさらされると、頂部の風下側
で負圧が発生し、煙突内の負圧を補助する働きが
生まれ、一時的にドラフトが加速される場合があ
ります。一方、強風の都度、室内に煙が漏れる場
合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。
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仕様

仕様一覧

名称 nle mini

ストーブ重量 32 kg

材質本体 ステンレス  ヘアライン

暖房面積 50 ～  100㎡

出力 3200 ～ 4500kcal/h

燃焼システム クリーンバーン

燃料の種類 薪

薪投入量 1.5kg（２本）

薪長さ 最長 35 cm

煙突接続方向 垂直、水平

煙突直径 φ  80 mm

上記暖房スペックは、住宅構造、設置方法、薪質、お客様の使用状況により、必ずしも一致するものではありません。
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仕様

ストーブ寸法図

300

径φ80

440

440

43
0

46

正面 側面

nle mini取扱説明書   33

09



株式会社nle
ショールーム：神奈川県鎌倉市長谷１-７－８
本社：香川県三豊市詫間町箱７６３
info@nl-e.jp


