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安全のために 

この度はLovinflame製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この
取扱説明書には、本製品を安全にお使いいただくための、大切な情報が含まれています。
ご使用前によく内容を理解し、注意事項に従ってお使いください。不適切な使用法方は、
命や財産に関わる重大な事故の原因になることもあります。 
注意事項を守り、安全にご使用ください。 

⚠警告 

・必ずLovinflame専用燃料のみをご使用ください。 
・アルコールやガソリン、灯油などの液体燃料は絶対に使用しないでください。専用燃
料以外を使うと、火事や死に至る重大な事故を引き起こすことがあります。 
・Lovinflame専用燃料に、アルコールやガソリン、灯油、精油等の可燃性物質を絶対に
混ぜないでください。 
・Lovinflame専用燃料の入れすぎにご注意ください。

製品機能 

安全：炎の急な燃え上がりと燃料の流出に伴うリスクを最小限に抑えた設計 
クリーン燃焼：きれいな燃焼で少量の水とCO2のみを排出 
無臭：水溶性燃料で、燃焼中 無煙、無臭 
高耐久性：特許取得済みの芯は2000時間以上の設計時間

製品情報 

TCM50100 Black 
寸法：405 x 155 x 100mm 
重量：2.75kg 
灯火時間：1000ml 約3 - 3.5時間
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組み立て 

燃料タンク 
1. 燃料タンク(D)にカバー(B)を取り付け、燃料注入口にゴムキャップ(C)を付けます。 
2. ホウケイ酸ガラス(A)をステンレス芯に沿って付けます。 
3. これで組み立ては完了です！ 

A. ホウケイ酸ガラス 
B. カバー 
C. ゴムキャップ 
D. 燃料ランク 

消火用スナッファー 
1. 各部品を、同梱のスクリューで締めてスナッファーを組み立てます。 
2. これで組み立ては完了です！ 
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使い方 

1. Lovinflame専用燃料少量を、ゆっくりステンレススチール芯にかけて芯を湿らせま
す。芯は着火のために燃料で湿っている必要があります。もし燃料が飛んでいたり
こぼしたりした場合は、着火前に拭き取ります。 

2. ゴムキャップを外し、Lovinflame専用燃料をタンクにゆっくり注ぎます。赤い燃料
インディケーター上部がタンク開口部まで来たら満タンの状態です。 

3. ゴムキャプをはめます。 
4. 着火には、弊社扱いのライターMJ-351が便利です。10秒ほど芯に火を当てます。
マッチは使わないでください。 

5. 炎を消すには、付属の消火用スナッファーで蓋をします。
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Operating Instructions
1.

 
2.

3. 
4. 

5. 

Pour a small amount of Lovinflame Fuel slowly on the top of the stainless steel 
wick to wet the wick. The wick must be moistened to light. ever overfill the fuel 
tank.
Carefully wipe away any spilled fuel before igniting.
Remove the rubber cap. Slowly pour Lovinflame Fuel into the fuel tank until the 
red fuel indicatior is levelled with the top of fuel tank opening.
Insert the rubber cap back in.
Use the butane torch lighter (not included) to ignite. It may take more than 10 
seconds to ignite. DO NOT use matches.
Use the provided snuffer to extinguish the flames.
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⚠注意事項 

・本製品は、屋外使用向けのランプです。 
・本製品を室内で使用する際は、地域の火災予防条例に従ってください。 

・必ず常に換気される場所でのみお使いください。 
・熱くなっていたり、燃えているLovinflame製品に、燃料を足さないでください。 
・高温になっているLovinflame製品に再着火しないでください。 
・Lovinflame製品は、平らで、非易燃性の表面に置いてご使用ください。 
・Lovinflame製品に、こどもやペットを近寄らないようにしてください。炎に触れたり、
Lovinflame製品が横転したりすると大変危険です。 
・燃やしたまま立ち去らないでください。 
・燃えているときにLovinflame製品を動かさないでください。 
・Lovinflame製品の上にものを置かないでください。 
・消火に水を使わないでください。 
・ステンレス芯に損傷がある場合は使用しないでください。またその他パーツにも損傷
が生じた場合は使用をやめてください。 
・Lovinflame製品を絶対に改造しないでください。 
・予期せぬけがや事故を防ぐため、ステンレス芯を引っ張ったり曲げたり、分解したり
しないでください。 
・炎が大きくなりすぎたり、Lovinflame製品が通常の機能と異なる状態になったときは、
消火用スナッファーを使って火を消し、Lovinflame製品を冷ましてください。 
・芯が熱いときに触らないでください。 
・Lovinflame製品を使用後、触れたり動かしたり、燃料を足したりする前に、十分時間
を取って冷ましてください。 
・消火の際は必ずスナッファーをお使いください。吹き消さないでください。 
・液体燃料の消火に有効な消火剤(B型)を、手の届く所に常に備えておいてください。 
・本製品を周りが囲まれた空間で使用する際は、35m3(15m2 x H2.33m)以上の広さが
必要です。 
・燃焼中のLovinflame製品を、カーテンや布等燃えやすいものや可燃性のものに近づけ
ないでください。 
・周囲に建築物がある場合は、上方に100cm以上、側方は短手側は40cm以上、長手側
は60cm以上、離隔を取ってください。 
・煙突の通気や送風機などの気流はできるだけ避けてください。 
・乗り物の中で使わないでください。 
・燃料は、可燃性のものから離し、涼しく換気の良い場所に保管してください。熱や直
射日光を避けてください。 
・燃料のふたを一度開けても、燃料自体が蒸発することはありませんが、酸化して火が
つきにくくなることがあります。湿気が入り込むのを避けて保管してください。
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CAUTION
Do not pour fuel into a hot or burning Lovinflame product.
Do not ignite a hot Lovinflame product. 
Keep a burning Lovinflame product away from flammable and combustible 
materials such as fabrics or curtains during use.  
Only use in a well-ventilated area.
Keep children and pets away from your Lovinflame product. Children and pets 
could accidentally come in contact with the flame or tip over your Lovinflame 
device.
Do not burn unattended. 
Do not move your Lovinflame product while burning.
Do not put any items on top of or over your Lovinflame product.
Do not use water to extinguish the flame.
Inspect for damage. If there is damage to the wick, do not use the product. If any 
parts are broken or damaged, do not continue using the product to avoid any 
injuries.
Never attempt to modify your Lovinflame product.
Do not pull, bend or disassemble the stainless steel wick assembly to avoid 
damage or cause dangerous incidents.
If the flames are too large or you suspect your Lovinflame product is not 
functioning as intended, use the snuffer to extinguish the flames and allow your 
Lovinflame product to cool.
Do not touch the wick of Lovinflame product while it is still hot.
Keep at least 6 feet (1.8 m) away from any overhead surface or ceilings.
The fireplace requires a minimum room size of 70 m³ (30 m² x H2.33m).
After burning, ensure sufficient time for cool-down before touching or moving the 
product, or before refueling or reigniting.
Avoid drafts, vents and air currents.
Place Lovinflame product on stable, heat resistant surface. 
Keep a Class B extinguisher accessible at all times.
Always use the snuffer. Do not blow out.
Do not use as a nightlight.
Do not use inside vehicles.
Keep the fuel bottle tightly closed when not in use. 
Store the fuel in a cool, well-ventilated area away from flammable sources. Do 
not expose to heat or direct sunlight. 
Do not keep the used or opened bottle of the Lovinflame Fuel for too long. 
Although the fuel itself does not evaporate once the bottle has been opened, it 
may react with the air and become more difficult to ignite.
Avoid direct inhalation of the vapor.
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>35m3 (15m2 x H2.33)
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100cm以上 

40cm以上

背面と手前 60cm以上 

・可燃物からの離隔距離

・空間サイズ



お手入れとメンテナンス 

・特許取得済みステンレス芯は、燃えにくい専用燃料にでもすぐに着火するように設計
されていますが、状況により時間がかかる場合もあります。 
初めてのご使用時や、残った燃料に空気中の湿気が入り込んだり、芯が雨や水に晒され
て濡れたときなどは時間がかかる場合があります。 
着火前には、毎回燃料を芯にかけてください。 
・残った燃料を使うときや、芯に前の燃料が残っているときは、燃料に湿気が含まれて
燃料がはねたり、ぱちっという音がする場合があります。できるだけ近くにものがない
状態にしておいてください。 
・Lovinflame製品はクリーンな燃焼をするように作られており、燃焼中、臭いや煙、知
られている発がん性物質は排出されません。ただし燃料が少ないときや、消火をした後
は、蒸気（見えるものは煙でなく蒸気）と臭いが出ます。 
・完全燃焼に達しない炎からは、炭素堆積物が出てまわりのガラスに付着します。本体
が完全に冷めていることを確認し、水と柔らかい布を使って汚れを落としてください。
もしそれで汚れが落ちない場合は、液体の食器洗浄剤とスポンジを使って擦り落としま
す。きれいになったら柔らかい布で拭き、乾かしてから元の位置に戻します。 

保証 

Lovinflame専用燃料を常に使用し、適した方法で使用、メンテナンスを行って使用いた
だいた場合の保証期間は、製品全体が1年間、ステンレス芯が5年間です。 
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Visit our website at:
www.lovinflame.com

hello@lovinflame.com

Warranty
Includes manufacturer's 1-Year Warranty for the whole unit and 5-Year Warranty 
on the stainless steel wick. Our products are guaranteed to operate under proper 
care and usage with our Lovinflame Fuel. Certain restrictions apply.

Care and Maintenance
The patented stainless steel wick can ignite non-flammable fuel in just a few 
seconds. There are some circumstances under which it may take some time to 
ignite the wick.
     First time igniting.
     Remaining fuel within the wick reacts with moisture in the air.
     The wick is wet from exposure to rain or water sources.
Please remember to pour a small amount of Lovinflame fuel on the wick each 
time you use it to make it easier to ignite.
If using leftover fuel or the wick contains remaining fuel from previous use, some 
splashing and a popping noise may occur. Please maintain a distance to avoid 
being in contact with the splashing fuel. 
Lovinflame products are clean-burning, with no odor or smoke while burning and 
no known carcinogenic emissions. However, if the burner is running low on fuel, 
or you have just snuffed out the fire, water vapor (what you see is vapor, not 
smoke) and odor.
Flames that have not reached complete combustion cause the surrounding
glass to produce carbon deposit and appear burnt black. Use water and a soft 
washcloth to clean the glass white ar room
temperature; if more cleaning is needed, use a scrub sponge and
dishwashing liquid. Once cleaned, use a soft cloth to wipe the glass dry
before sliding the glass back into the inset.
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•
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