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この度は、IESAUNA をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

 

「サウナのある暮らし」を快適に、楽しく、そして安全にととのっていただくためにご使用前に必ずこの取扱説

明書をよくお読みください。いつでも確認できるよう、本書の保管をお願い致します。 

 

 

IESAUNA は、本物の火を用いてサウナをお楽しみいただく製品です。常時使用する石油ストーブの様な製品で

はございません。「本製品の設置」ならびに「バイオエタノールの保管」にあたり、自治体の規制を受ける場合

がございます。予めご確認いただきますようお願いいたします。  

 

また、利用される方全員に安全手順をお伝えください。 

 

 バイオエタノールを燃料とするサウナはまだ新しくあまり知られていません。そのため、お買い求めいただい

た際には必ず、ご使用になる可能性のある方全員に、IESAUNA を安全にお使いいただくための手順をご説明く

ださい。 

 

分かりやすい操作案内動画は、当社のホームページにも掲載されていますので併せてご確認ください。 

HP: https://iesauna.com 

 

火を使うものであるため、誤った使用方法は非常に危険で死亡事故や火災につながる可能性がございます。取扱

注意動画も必ずご確認ください。 
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https://iesauna.com/
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内容物 

 

まず最初に、IESAUNA フルセットには下記の部品が梱包されていることをご確認ください。 

 ・IESAUNA ストーブ： 

   －ストーブ本体 

   －煙突 5 本(予備 3 本) 

   －燃料用バット大・小 各 1 個 

 ・IESAUNA サウナブース： 

   －テント本体 

   －テント専用袋 

   －煙突用カバー 

   －テント用骨組み棒 2 本 

   －固定用紐 6 本 

 ・サウナストーン 8 ㎏ 

 ・その他備品 

   －耐熱グローブ 1 組 

   －バット用トング 1 個 

   －消火用蓋 1 個 

           －火付けバー 1 個 

 

安全に関する注意事項 

 

当社は安全性を重視しており、製品を効果的、効率的、安全に操作できるよう、設計、製造においては細心の注

意を払っておりますが、お客様にも以下の指示に従い、注意してご使用いただけるようお願いいたします。 

 

 本書では、IESAUNA の安全な取り付けとご使用方法について説明しております。取り付け、ご使用の前に内

容をすべてお読みになり、指示と警告を必ず守ってください。 

 

【警告】これらの指示と警告に従わないと死亡・重傷事故または物的損害を起こすおそれがあります。 

 
 

 

爆発・火災の危険 

i. 本製品には燃料用バイオエタノール以外のものは使用しないでください。弊社指定のバイオエタノールは燃
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料用アルコールです。ガソリンや灯油は絶対に使用しないでください。 

 本製品にバイオエタノール燃料以外を使用した場合、または不適切な燃料の保管・使用による事故や損失・損

害について、当社は一切責任を負いかねます。 

 

 

ii. ストーブ炉内に設置するステンレスバットにバイオエタノール燃料を注入しますが、注入前には必ず消火さ

れている事を確認して下さい。また安全にお使いいただく為、燃焼させていたステンレスバットに再度バイオエ

タノールを追加する際には、ステンレスバットを取り出し 10 分程度冷却させた後、注入をお願い致します。 

 

iii. 燃料漏れの際は、すぐに乾いた布でふき取り、その後ぬれ布きんで掃除してください。引火の恐れがあるた

め、点火の前に完全に乾かしてください。 

 

iv. 酸素ボンベやスプレーなどの使用中、または引火性の蒸気が存在する場合は、点火しないでください。ベン

ジンやシンナー、ガソリンなどの可燃性ガスが発生するものや、スプレー缶などを使用しないでください。火災

や事故の原因になります。 

 

v. 燃料は必ず購入時の容器に保管してください。火の気のないところに保管してください。 

 

vi. 喫煙しながらの燃料注入または点火は絶対におやめください。すべての熱源や点火源が近くにある状態での

燃料注入または点火は、引火や爆発の恐れがあります。絶対におやめください。 

 

vii. バイオエタノールのガスを故意に吸引すると酸欠する場合がございますので絶対におやめください。 

 

 

設置・用途 

 

i. 就寝時や外出するときは必ず消火してください。また、人目の届かないところでは使用しないでください。

お子様のみでのご使用はおやめください。燃焼中はお子様から目を離さないでください。 

 

ii. バスタオルと水を入れたバケツを初期消火用として事前に準備してください。万が一引火した場合は、バス

タオルをかぶせることで消火の可能性が向上します。または、多目的粉末消火器の設置を推奨いたします。大手
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通販サイトなどから購入可能です。 

 

iii.衣類の乾燥や調理などの他目的として使用しないでください。本製品で薪や石炭、紙、その他の可燃物を燃

やさないでください。 

 

iv. 燃焼中の移動は禁止です。火がついたまま持ち運ばないでください。やけどの恐れや、転倒すると火災や事

故になる恐れがあります。移動する際は、必ずステンレスバットに蓋をして消火し、消火後、約 30 分間以上冷

却したのちに移動してください。移動中は燃料が漏れ出ないようにしてください。 

 

v．洗濯物の衣服やタオルなど燃えやすいもののそばで使用しないでください。火災の原因となります。可燃物

とは遠隔距離を必ず確保してください。（ストーブ並びに IESAUNA 本体からの離隔距離 1 メートル以上） 

 

vi．本製品は周囲の風などの環境に影響を受けます。風速 5ｍ以上の強風時の使用はお控えください。    

（風速実況サイト：https://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/12/?m=wind） 

 

ⅶ．水平ではない場所、不安定な場所への設置・ご使用は絶対におやめください。火災や転倒などの予想しない

事故の原因となります。また、非常用避難ならびに経路を塞がないように設置をお願い致します。 

 

ⅷ．煙突から天井までは最低 30 ㎝以上離してご使用ください。 

 

ⅸ．ベランダに設置の際は、風の影響を受けないようにするため、付属の紐で 4 か所以上固定してください。

また設置・片付方法については、下記 URL より動画で確認できます。 

（URL 組立：https://youtu.be/w5_2BJqtlC4、 

収納：https://youtu.be/DcS3iqO9C20 

 

x．ベランダ使用時の消防法の解釈について。消防法には、マンションベランダにおける火気の使用禁止の条項

はなく、(東京都の場合)の火災予防条例でもマンションベランダでの火気の使用は禁止されていませんので、ベ

ランダにおける暖房器具の使用という解釈です。ただし、管理規約や建物設備使用細則などで火気使用が禁止さ

れている場合があるので要確認が必要です。 

 

xi．開封後には、ストーブの空焼きをお願いいたします。ストーブに塗布されている耐熱塗料を定着させるため

です。多少その際に白い煙と匂いが発生します。そのため必ず天板の上には何も置かない状態、テントを張って

https://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/12/?m=wind
https://youtu.be/w5_2BJqtlC4、
https://youtu.be/DcS3iqO9C20
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いない状態での空焼きをお願いいたします。 

 

 

換気 

i. 本製品は常に換気が可能なベランダでの使用を推奨しております。換気のできない室内での使用はお控えく

ださい。呼吸器疾患などのある方は、ご使用前に医師とご相談ください。 

 

燃料注入 

 

i. 本製品には、必ず「燃料用」バイオエタノールをご使用ください。 

 

ii. バイオエタノールの注入には、オイルジョッキなどを用いてステンレスバットに直接注入してください。ス

テンレスバット内には、こぼれることがあるため、5 割以上の注入はお控えください。燃料漏れの際は、すぐに

乾いた布でふき取り、その後ぬれ布きんで掃除してください。引火の恐れがあるため、点火の前に完全に乾かし

てください。 

 

iii. 燃焼中や冷却されるまでの間に、追加のバイオエタノールを注入することは絶対におやめください。ステン

レスバットを外に取り出してから 10 分以上置き、完全にステンレスバットが冷却したのち注入してください。 

 

iv. また注入後はエタノールが揮発するため、速やかに点火してください。万が一、注入後から 5 分以上たって

いる場合は、ストーブの扉を開け、炉内の空気を入れ替えたのちに点火してください。 

 

 

専用燃料の取扱 

バイオエタノールは危険物第 4 類（アルコール類）引火性液体物です。主成分であるエタノールは、引火性が

きわめて高い液体です。取り扱いには十分ご注意ください。  

自治体の規制についてよく理解した上で、安全かつ合法的に 保管、取り扱い、注入を行ってください。  
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重要な衛生安全情報については、安全データシート（SDS)を IESAUNA オンラインショップよりご確認くださ

い。  

HP: https://iesauna.com 

 

i. バイオエタノールの保管容量を守ってください。（保管は通常 80L 未満。但し自治体により異なる場合があり

ます。自治体の適切な規制に基づき保管してください。）。 

 

ii. 熱源や点火源の近くを避け、購入時の容器で保管してください。 

 

iii. 保管場所は、遮光し 15℃～30℃の範囲で、清浄かつ換気のよい状態にしておいてください。 

 

iv. 液体がこぼれることや、容器が破損しないよう、十分に気をつけて保管してください。 

 

v. 必ず製品から 1.5ｍ以上離して保管してください。 

 

vi．商品お届け後も、当社が商品または（場合によっては）委託商品に何らかの権利を有する限り、お客様には

危険物の輸送、荷下ろし、保管に関するすべての適用法規・法令を遵守していただくものとします。 

 

vii．子供の手のとどかない場所に保管してください。 

※本製品にバイオエタノール燃料以外を使用した場合、または不適切な燃料の保管・使用による事故や損失・損

害について、当社は一切責任を負いかねます。 

 

サウナ利用時の注意事項 

 

i. サウナを利用前に下記の注意事項をご確認ください。 

1. 体調不良時・体温が高いときは入らない。 

2. アルコールを飲んだ後は入らない。（脱水症状を引き起こす可能性があります。） 

3. 食事直後の利用は避ける。 

4. 貴金属類を携帯して入らない。（やけどの恐れがあります。） 

5. 妊娠中、あるいは妊娠の可能性があるときは体温を上げすぎない。 

 

https://iesauna.com/
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ii. 消火蓋に変形などがなく、確実に消火可能か確認してください。ステンレスバットの中に、ほこりなどがあ

れば除去してください。ほこりやゴミが付いている状態では絶対に使用しないでください、引火の可能性があり

危険です。 

 

iii. 損傷がある場合は、ご使用をお控えください。緊急時の場合でも、慌てずに濡れたバスタオル、多目的粉末

消火器などで消火作業を行ってください。 

 

ⅳ. 爆発ややけどのおそれがあります。点火には着火ライターを必ずお使いください。マッチやライターをご使

用になると、火傷のおそれがありますので絶対におやめください。 

 

v. 炉内の底に燃料が漏れ出ていないか点検してください。下部に燃料が溜まると火災の原因となるおそれがあ

ります。 

 

ⅵ. 絶対に火をつけたまま放置しないでください。 

 

ⅶ. ロウリュが可能なサウナストーン以外に水をかけないでください。（ロウリュの際には専用のサウナストー

ンをご利用ください。（爆発や破裂の恐れがあります。） 

 

ⅷ．消火時には耐熱グローブを装着し、専用の消火用蓋で完全に酸素を遮断することで、消火ができます。火が

消えるまで数秒は酸素を完全に遮断した状態にしてください。 

 

ⅸ．片づける際には完全に冷却されていることを確認してください。特にストーンは完全に冷却されるまでにお

よそ 60 分かかります。 

 

表面高温部の危険性 

 

i. 表面は高温になっているため、お子様やペット、衣類、家具を製品に近づけないようにしてください。燃焼

中は熱くなっているため、触れるとやけどの恐れがあります。小さなお子様やからだの不自由な方のいるご家庭

では、特に注意してください。 
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ii. 製品の燃焼中は非常に高温になり、ストーブ全体の冷却には消火から 45 分程度かかります。傷害防止のた

め、マッチや引火性液体などの可燃物が製品に触れないようにしてください。消火には、常に付属の消火蓋をご

使用ください。 

 

ⅲ. 炉内のステンレスバットに触れる際には、付属のファイヤーグローブおよび消火用トングをお使いくださ

い。直接触れるとやけどの恐れがあります。 

 

 

付属品 

IESAUNA には必ず指定の付属品・器具をご使用ください。 

 

i．火災や傷害のリスクを軽減するため、製品の改造は絶対に行わないでください。 

 

ii．IESAUNA は、非排気型の薪風ガスバーナーとの適合性試験を行っていません。火災や傷害のリスクを軽減

するため、本機器には非排気型薪風ガスバーナーを取り付けないでください。 

 

IESAUNA保管時の注意事項 

 

i． 長期間使用しないときや保管するときは、必ず燃料を炉内から取り出してください。傾けた状態や横倒

しでは保管しないでください。点検やお手入れは、必ず本製品が冷めている状態でおこなってくださ

い。メンテナンスについては本取扱説明書を参照し、使用頻度により適切に行ってください。 

 

分解・修理・改造の禁止 

 

i．破損の可能性がある場合は使用しないでください。不完全な状態でのご使用はお控えください。また、お客

様ご自身での修理や改造は危険です。絶対に行わないでください。火災や事故・けがのおそれがあります。破損

の際は当社の保証をご確認いただき、公式 LINE もしくはメールにてご連絡ください。 

 

その他 

i．IESAUNA ストーブへの初回着火時、製造からお客様の手元に届くまでの錆を防ぐため、クリヤー塗装によ
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って煙が発生する場合がございますが、塗装が焼き切れると煙は出なくなります。 

 

ii．IESAUNA ストーブは素材の性質上、塗装ムラがある場合がございますが製品には問題ございません。 

 

操作方法について 

下記の URL より使い方についての動画がございますので、使用前に必ずご確認ください。 

https://youtube.com/channel/UCuWlXsY5VqQrf5b-dNdE6wQ 

 
 

 ・ストーブ組立・片付 

 ・テント組立・片付 

 ・着火・消火方法 

 

メンテナンスについて 

 

i. IESAUNA 利用後はカビの原因となるため、テント内を十分に乾燥させてください。 

 

ii. 煙は出ない機構となっておりますが、空気中の有機物を燃焼するため、煙突にすすが発生することがござい

ます。煙突は定期的に水洗いをしてください。 

 

ⅲ. サウナストーンは半年に 1 度以上洗浄いただくことを推奨いたします。 

 

保証について 

i. IESAUNA のサウナブースは保証期間が 6 か月となっており、下記の場合保証の対象として、新品のテントと

交換頂けます。(送料は別途必要) 

 ・幕体に穴が空いたり、破れが発生してしまった場合 

 ・テントのフレームが折れてしまった場合 

https://youtube.com/channel/UCuWlXsY5VqQrf5b-dNdE6wQ
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お問い合わせ 

公式 LINE へのご登録もお願い致します。お問い合わせも可能です。 

 

公式 LINE および購入者ページでは以下のような場合にご連絡いたします。  

 

・万一、潜在的危険が判明した場合 

・燃料の保管に関わる法規制や供給体制に変更があった場合 

・定期的に安全点検を促し、メンテナンス手順に変更が生じた場合 

・新しいモデル、またはお買い求めいただいた製品用の新しい付属品が発表された場合  

・特別キャンペーン実施の場合 

 

外部の販売店や小売店、代理店を通じて製品をお買い求めいただいた場合、会社によってシステムや方法が異な

るため、株式会社 Vanwaves にてお客様情報を把握できないことがありますので予めご了承ください。 

 

公式 LINE：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=741fidrs 

 
 

【会社情報】 

 会社名：株式会社 Vanwaves 

 住 所：千葉県八街市八街に 231-13 

 Mail  ：0325@vanwaves.com 

  HP   ：https://iesauna.com 

 

 

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=741fidrs
mailto:0325@vanwaves.com
https://iesauna.com/
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