Type : 1102005
開脚時サイズ：φ178x84mm
収納時サイズ：φ80x84.5mm
重量：179.5g(本体)
47.7ｇ（ポンプ）, 126g(ボトル)
出力：3500W

本取扱説明書を必ずよく読んでからご使用ください。
この度はFire-Mapleの製品をご購入頂き誠にありがとうございます。安全に長
期間ご使用いただくため、本取扱説明書を必ずお読みください。
Fire-Maple FMS-F5 ”TURBIN” は、新世代のキャンプ用ガソリンストーブです。
特長：
1. 大型リング型プレヒートチューブを採用し、強い火力を備えています。
2. 独自のX-Plinianポンプを採用し、堅牢で扱いやすく、効率の良いポンピング
を実現しています。X-Plinianポンプは軽量一体型デザインを採用し、重量はわ
ずか47gです。シンプルでユーザーへの重量負荷を効果的に低減します。他の
ポンプと比較してX-Plinianポンプはよりスムーズに圧力をかけられます。 高強
度のエンジニアリングプラスチック製のX-Plinianポンプは、さまざまな屋外環境
で使用可能です。
3. FMS-F5の正確な火力調整力は様々な調理を可能にします。
※一般的なガスストーブに比べ火力調整力は劣ります。
4. Fire-Mapleが独自に開発したバタフライ型サポートは大きな鍋にも対応して
います。
本取扱説明書に理解しにくい所がある場合、ご使用前に必ず輸入販売元にご
連絡頂きますようお願い致します。
Fire-Mapleの全ての燃焼機器は出荷前に燃焼試験を行っています。したがっ
て、燃焼ヘッドに多少の曇りがあることをご理解ください。

ガソリンストーブの作動原理
ガソリンストーブの作動原理は航空エンジンと似ています：まず燃料の予熱
と燃料ボトルの圧力によりガス化させ、次に酸素と混合し燃焼させます。
1. ガソリンがプレヒートチューブを通して膨張し、高温高圧下でガス化しま
す。
2. ガス化して空気と混合した後、ガソリンがバーナージェットから噴射され
ます、そしてバーナー上に点火することが可能になります。

推奨使用燃料
ガソリン以外の燃料はご使用にならないで下さい。あらゆる種類のガソリン
で使用可能ですが、ホワイトガソリン、または無鉛レギュラーガソリンの使
用をお勧めします。

使用前点検
1.火力コントロールノブがオフの位置にあることを確認します。
2. 燃料漏れを防ぐためOリングを確認し、正しい位置にあるこ
とを確認します。
3.燃料ボトルとポンプをまっすぐに持ち、ポンプのネジ部分を
燃料ボトルのネジ部に慎重に合わせ、自然に止まるまでボト
ルを底面から見て時計回りに回し、止まったところからしっか
りと締めます。Oリングを傷めないよう締め過ぎにご注意下さ
い。
4.ポンプと燃料ボトルの間に漏れがないことを確認します。

使用方法
1. ガソリンを充填する際、容量線より上まで給油しないでください。
2. ポンプと燃料ボトルをしっかりと締めます。ストーブサポートを開き、調整ノ
ブがOFF(最も『―』側にある状態)の位置にあることを確認します。
3. ポンプを20回程ポンピングします。燃料が少ない場合はポンピングの回数
を増やしてください。ポンピング後、全ての接続部分に燃料漏れがないか確
認します。
4. ストーブと燃料ボトルを水平に保ち、燃料ボト
ルを後ろに向けてストーブから離します。ポンプ
の「on」の表示が上向きになっていることを確認
します。
5. 調整ノブを反時計回りにゆっくりと１回転させ、
3秒間保ち、微量のガソリンをバーナージェットか
ら出します。そして火力コントロールノブを素早く
閉じます。

6. ビーカー下部の穴から点火します。点火するときに大きな火炎が発生す
る可能性があります、ストーブから遠ざかってください。炎が燃え尽きる前
に調整ノブを反時計回りに回し、弱火から強火まで回転させます。炎が黄
色い場合は、予熱が不十分です。青い炎が出るまで火力を弱め、十分予
熱してから出力を上げてください。
7. 予熱時間は約1分30秒ですが、周辺圧力と温度によっては長くなること
があります。
8. ストーブの使用を終了するときは燃料ボトルをOFFと表示された側に180
度回転させてください。炎は約1分後に燃え尽きます。燃料ボトルを取り外
す場合、ボトル内の圧力が無くなったことを確認してから行ってください。パ
ッキングはストーブ本体が冷えた後、原則として燃料が空の状態で行ってく
ださい。

液体燃料使用時の注意
1. すべての可燃物を上部から少なくとも3m、ストーブの側面から1m以上離しま
す。
2. ストーブ燃焼中はストーブを動かさないでください。
3. 火が消えたとき、再点火をしないでください。ストーブが冷えるのを待ち、再
度予熱してからご使用ください。
4. このストーブは必ず屋外でご使用下さい。テントの中、密閉された空間、また
は車内では絶対に使用しないでください。大量の酸素を消費するため、密閉さ
れた空間で使用すると一酸化炭素中毒や火災につながり、非常に危険です。
燃料ボトルの取り付けや取り外しをすると、少量のガスが漏れることがあります
。裸火や、火花、種火などの発火源や、他の人々から遠ざけてください。ストー
ブにガス漏れがある場合は、直ちに換気の良い炎のない場所に移動してくださ
い。ストーブの漏れを確認する時は外で行って下さい。炎を使用して漏れを検
出しようとせず、石鹸水を使用してください。
5. 燃焼中はストーブから目を離さないでください。
6. 推奨燃料以外のガソリンや灯油を使用する場合は、メンテナンス頻度を上げ
てください。
長期間ストーブを使用しない場合、ポンプのハンドル内のラバーパッキンが乾
燥し、ポンピングしても圧力がかからなくなることが有ります。その場合は、潤
滑油を追加してください。ラバーパッキンを交換する必要はありません。
8. つまりの原因となる為、最小火力で長時間使用しないでください。

メンテナンス
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液体燃料ストーブは定期的なメンテナンスが必要です。 特にハイオクガソ
リン等の推奨燃料以外を通常使用する場合は、ストーブのメンテナンス頻
度を増やして下さい。 メンテナンスにより安全で効率的な動作が保たれま
す。
1. ジェットクリーニング： 調整ノブを閉じて、ストーブを燃料ボトルまたはポ
ンプから外します。 ビーカーを外し、付属のノズルクリーナーの針でジェット
を清掃します。またはビーカーを反時計回りに回してカッパーベースから取
り外し、ジェットを取り外して清掃します。
2. ポンプの清掃：ポンプに圧力がない場合は、気密性のある油で潤滑しま
す（鉱物油でも可）。 プランジャーを反時計回りに回して外し、プランジャー

付属品
1. レンチ
2. ジェットクリーナー
3. Oリングφ16
4. Oリングφ6 x1.9 x2
5. ジェット x3
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部品名

ラバーリング

ヘッド

サポートボディ

スペーサー

12 ダクトユニット
S/Sスプリング
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Oリング大

プランジャホルダー

プランジャー
Oリングφ16

コントロールバルブ
Oリングφ6

ホルダー
ポンプシリンダー

チェックバルブ
ポンプスプリング
ホルダー

よくある質問

燃料ボトル

トップキャップ
ビーカー

サポートボディ
サポート

ホース

ポンプバルブ

調整ノブ

1. 燃料漏れ
コントロールバルブ：コントロールバルブ(調整ノブ)を交換します。
燃料ボトル-ポンプ接合部：Oリング大を交換します。
燃料ボトルが破損している場合は交換してください。
ホース-ポンプ接合部：Oリングを交換してください。
ホース：ホースが経年劣化しているか破損している場合は、Fire-Mapleの販
売店にお問い合わせください。
ジェット：ジェットが緩んでいるか壊れている場合は、ジェットが正しく固定され
ており、調整ノブがOFFになっていることを確認してください。調整ノブが閉じ
ているときにジェットから燃料漏れがある場合は、コントロールバルブがねじ
込まれて壊れている可能性があります。ポンプ本体を交換してください。
2. 出力の不安定
不安定な黄色い炎：ボトル内の圧力が不足している場合はポンピングしてく
ださい。余熱が不十分な時は燃料の量を減らして十分に予熱してください。劣
化した燃料が原因の時はストーブとボトルを清掃し、油をさして密閉容器に保
管してください。
3. パフォーマンスの低下
火力低下または長時間の燃焼
長時間燃焼させているとボトル内の圧力が下がります。手ごたえを感じるま
でポンピングして下さい。品質の低い燃料や古い燃料を使用すると、ジェット
が詰まります。 ジェット・ホースを清掃し、燃料を交換して下さい。 赤い炎は
正しくありません。 圧力を上げて適正圧力を保ってください。 詰まりがある場
合は、ジェットを清掃して正しくセットしてください。
4.圧力がかからない
オイルポンプのストッパーが乾燥している。ポンプにシーリングオイルを塗布
してください。（シーリングオイルは付属しています）

点検と修理

全てのFire-Maple製品には3年間の保証があります。 Fire-Mapleは、全ての
製品が正しく動作する為に万全を期しておりますが、万が一製造上の欠陥で
あると判断された場合、無償で修理または交換させて頂きます。
ゴム部品などの消耗品に関しては保証対象外となります。
不適切な使用による故障の場合、修理をお断りさせていただく場合がござい
ます。
詳細につきましては下記をご参照ください。

長期の使用または材料の磨耗による損傷。
不適切な使用による破損。
ご自身による分解・修理が原因の破損。
取扱説明書で禁止されている操作による製品の故障
予期せぬ事故による破損。
製造不良が原因でない場合。
他社製品との組み合わせによる故障。

保証対象外の例
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

アフターサービスの手順

不良品と領収書と破損の状況・原因が分かる物をご用意いただき、購入店
舗に送付して下さい。保証期間外の場合修理代をご連絡させて頂きます。

輸入販売元：株式会社帝伸テック
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-2
https://deson-tech.jp/
E-mail: info@deson-tech.jp

