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Ijtupsz
「未来のストーブが今ここに」
1986年、創業者のバーリーチャールトンとビルジェンリックは、ガス供給会社勤務時
代に出会う。燃焼に対するお互いの高い知識と技術を活かし、ガスストーブを基盤とし
たガス機器メーカー、チャールトン＆ジェンリック社をイングランド シュロップ
シャー州テルフォードに設立。当時のスローガン「未来のストーブが今ここに」は現在
に至り健在。
2022年より欧州の薪ストーブに対して「ecodesign／エコデザイン」法が導入されるこ
とが囁かれ始めた2010年頃、チャールトン＆ジェンリック社が英国行政機関HETASか
ら、薪ストーブよりも規制が厳しいガス機器のスペシャリストとして、エコデザイン法
における薪ストーブ規制の検証を依頼されたことをきっかけに薪ストーブ事業に参入。
以後、ガス燃焼の様々なノウハウを駆使し、2013年に薪ストーブの「PUREVISION／
ピュアヴィジョン」シリーズを完成させ販売を開始。
燃焼効率80%を超えるパフォーマンスを持ちながら、当時困難とされていた、エコデザ
イン法の排出ガス規制値を大幅にクリアし、卓越したクリーン性能を実証。
「ピュアヴィジョン」シリーズは、英国薪ストーブメーカーの大きな反響を呼び、業界
のベンチマークとなりました。
現在においても、そのクリーン性能は卓越しており最新の英国認証制度「clearSkies／
クリアスカイズ」において実証されています。
さらに、チャールトン＆ジェンリック社の高い技術力が英国内で評価され、現在代表の
ピーター ミントフトは、持続可能な社会に貢献するため、英国で活動する薪ストーブ
メーカーで構成される団体であるSIA（Stove Industry Alliance）の技術委員会議長に選
任されており、名実ともに英国薪ストーブのリーディングカンパニーとして急成長を遂
げています。
また、チャールトン＆ジェンリック社は、英国の薪ストーブメーカーとしては数少な
い、ISO9001及びISO14001を取得し、製品と同様に環境への関心が非常に高い企業と
して評価されています。
新たにリリースされた「GO ECO／ゴー エコ」シリーズでは、環境へ配慮した製品設
計、性能をそのままに、用途の自由度が高いモデルをリリースするなど、意欲的な商品
展開が注目を集めています。

PUREVISION series

「美しく澄んだ未来」へ
現在の英国において、薪ストーブを販売するにあたっては、2022年に施行された欧州の排
気ガス規制「Ecodesign／エコデザイン」取得は必須となっております。更に行政機関であ
るDEFRAによって、スモークコントロールエリア（煙の排気規制地域）と、その地域で使用
できる薪ストーブの機種が定められており、
非認定機種の使用は認められていません。
エコデザインに準拠した製品であっても、スモークコントロールエリアでは使用できない、
英国ならではの排煙規制の壁がありました。
そこで、SIA（Stove Industry Alliance）はエコデザインで定められた規制数値や、DEFRA
での要件を満たしているか否かを明確にし、クリーンな未来に照準を合わせて持続可能な
社会へ貢献する為、製品のクリーン性能が一目で分かる「クリアスカイズレベル認証」とい
う独自の制度を設けました。
そんな薪ストーブの新時代を見据えて世に送り出されたピュアヴィジョンシリーズは「クリ
アスカイズ」
において、そのほとんどの機種で最高峰のレベル5を取得しております。
ガスストーブ設計で蓄積されたノウハウにより、優れた燃焼性能の実現はもちろん、ユー
ザーに対する扱い易さと優れたメンテナンス性を備えた、洗練されたインダストリアルデ
ザインを実現しています。
その名の通り「美しく澄んだ未来」を「誰もが」選択できるように・
・・
そんな思いを体現した製品です。

Reduction in Emitions
with an Ecodesign Ready stoves
エコデザイン対応ストーブで排出量を削減
排出量削減率
（従来型ストーブ比）
微粒子（PM）

80〜84％削減

一酸化炭素（CO）

68〜74％削減

ガス状炭素

65〜80％削減

従来型ストーブ

Ecodesign Ready stoves

series

PV85
ピュアヴィジョンシリーズのフラッグシップモデル。
最大の特徴である大画面は、
劇場のスクリーンのように壮大な炎を映し出します。
ワイドボディでありながら低出力巡行も可能なので、
大出力を必要としない高断熱住宅においても
暖炉のようにダイナミックな炎を楽しむことができます。

機種名

PV85

希望小売価格

￥528,000（税込）

本体寸法

W804×D442×H600㎜

本体重量

153㎏

材質

鋼板・鋳鉄

定格出力

8.5kw（7,310kcal/䉨）

出力（最大）

10kw
（8,600kcal/䉨）

出力（最小）

4.9kw（4,214kcal/䉨）

燃焼効率

76.7%

エネルギー評価

A

クリアスカイズ

レベル4

最大薪長

400㎜−650㎜

煙突口径

φ127㎜

煙突方向

上方・後方

外気導入

〇

〇

￥63,800
（税込）

ログストア Mサイズ

〇

￥75,900
（税込）

口元異径アダプター

〇

￥13,200（税込）

外気導入キット

〇

￥13,750（税込）

H 200mm

ログストア Sサイズ

H 400mm

オプション

M
S

PV85 ログストア Mサイズ

PV85 ログストア Sサイズ

（オプション）

（オプション）

寸法 ： H 400mm × W 804mm × D 424mm

寸法 ： H 200mm × W 804mm × D 424mm

series

PV5W
ピュアヴィジョンシリーズのベストセラー。
ヨーロッパで人気なボックススタイルは
洋風から和風の空間まで設置場所を選びません。
別売のログストアと組み合わせれば
薪もスタイリッシュに収納が可能です。
最新の認証制度【クリアスカイズ】
最高グレード
レベル5を誇るハイパフォーマンスストーブです。

機種名

PV5W

希望小売価格

￥462,000（税込）

本体寸法

W554×D442×H600㎜

本体重量

120㎏

材質

鋼板・鋳鉄

定格出力

5kw（4,300kcal/䉨）

出力（最大）

8kw
（6,880kcal/䉨）

出力（最小）

3.8kw
（3,268kcal/䉨）

燃焼効率

82.2%

エネルギー評価

A+

クリアスカイズ

レベル5

最大薪長

400㎜

煙突口径

φ127㎜

煙突方向

上方・後方

外気導入

〇

〇

￥53,900
（税込）

ログストア Mサイズ

〇

￥61,600
（税込）

口元異径アダプター

〇

￥13,200（税込）

外気導入キット

〇

￥13,750（税込）

H 200mm

ログストア Sサイズ

H 400mm

オプション

M
S

PV5W ログストア Mサイズ

PV5W ログストア Sサイズ

（オプション）

（オプション）

寸法 ： H 400mm × W 554mm × D 424mm

寸法 ： H 200mm × W 554mm × D 424mm

CPV5W
エッジの効いたモダンなスクエアスタイルと
英国薪ストーブらしいクラシカルな装いを融合。
鋳鉄製のストーブトップと安定感のある土台は
品のある重厚感をもたらします。
最新の認証制度【クリアスカイズ】最高グレード
レベル5を誇るハイパフォーマンスストーブです。

機種名

CPV5W

希望小売価格

￥528,000（税込）

本体寸法

W630×D512×H760㎜

本体重量

146㎏

材質

鋼板・鋳鉄

定格出力

5kw（4,300kcal/䉨）

出力（最大）

8kw
（6,880kcal/䉨）

出力（最小）

3.8kw
（3,268kcal/䉨）

燃焼効率

82.2%

エネルギー評価

A+

クリアスカイズ

レベル5

最大薪長

400㎜

煙突口径

φ127㎜

煙突方向

上方・後方
〇

外気導入
オプション
口元異径アダプター

〇

￥13,200（税込）

外気導入キット

〇

￥13,750（税込）

series

series

Technical Highlights

Tertiary Air Profiling Technology
（3次燃焼用空気導入テクノロジー）
ピュアヴィジョンシリーズ全機種に使用されるセラミックバックプレートに

Active Baffle System
（アクティブ バッフル システム）
エコデザインに準拠した薪ストーブの共通した特長として、空気汚染物質を含む未燃性

チャールトン＆ジェンリック社では、

は、特殊形状の給気穴があります。燃焼用空気がスパイラル状に吹き出すこ

ガスを完全燃焼させる目的上、バッフルプレートで排気抵抗を付け、未燃性ガスを出来る

エコデザイン認定薪ストーブを開発する過程で

とで、むらなく炉内に広がり、より高い燃焼効率が得られる上、従来型の薪ス

だけ長く炉内に留まらせる設計が施されています。そのため、焚き付け時や薪の追加時な

いくつかの特許とユニークな技術を取得しました。

トーブにはないクリーンな排気ガスを生成。このスパイラル状に吹き出す給

どに扉を開放すると、排煙が室内へと漏れてしまう恐れがあります。ピュアヴィジョンシ

特にピュアヴィジョンシリーズの完成度は高く、

気穴の設 計はチャールトン＆ジェ

リーズの全機種にはこのトラブルを回避するためにActive Baﬄe Systemを採用。扉の開

エコデザインの基準値を大幅にクリアした

ンリック社の特許技術のひとつで

閉時に炉内の状況に応じて自動的に煙突バイパスダンパーが開閉され、安全かつスムー

高性能な次世代の薪ストーブです。

す。また、ユーザーの使いやすさを

ズに排気が行える仕組みになっています。バッフルプレートは燃焼促進効果と耐久性を高

環境に対するハイパフォーマンスな

追求したエアーコントロール（燃焼

めるために、
熱反射率の高いステンレス鋼を使用しています。

クリーン燃焼の実現はもちろん、

用空気調整）は、シンプルにワンレ

ユーザーに対する使い易さと

バー方式を採用。一つのコントロー

優れたメンテナンス性も兼ね備えており、

ルレバーで１次空気から３次空気

誰にでも簡単に日常オペレーションができる

を同時に制御し、更には固形燃料

薪ストーブとして信頼と人気を集めています。

（豆炭・石炭・コークス等）レンジも
自在にコントロールが 可能です。

Self Cleaning Cast Ceramic Firebox Liner
（セルフクリーニング機能付きファイヤボックス）

Multi Fuel Capacity As Standard
（マルチ燃料機能標準搭載）

従来よりもクリーンな燃焼を求め

エコデザイン認定取得の薪ストーブは

られるエコデザイン設計では、燃

薪専用が一般的ですが、ピュアヴィ

焼 炉内をいかに高温 維 持させる

ジョンシリーズ全機種は、
マルチ燃料

かが重要なポイントです。ピュア

モデルとしてエコデザイン認定を受け

ヴィジョンシリーズ全機種には鋳

ています。
オプションパーツをつける必

造セラミックが使 用されており、

要もなく本体そのものの状態で、
安心

これにより高い耐久性と優れた

して薪以外の燃料
（石炭、
コークス）
も

蓄熱 性を実現するだけでなく、炉

ご使用頂けます。
日本ではホームセン

内温 度が十分に高まると表面に

ターでも入手できる
『豆炭』
を燃料にで

付 着した 煤を 焼 失させ 、よりク

きるのも便利です。

Accessories
（付属アクセサリー）

⬇

マルチ燃料モード時

ピュアヴィジョンシリーズ全機種には
高品質アクセサリーが付属
1 ： エアーコントロール＆アッシュパンリムーバー ハンドツール

マルチ燃料ライナー

⬇ ウッド専用モード時

リーンな炉内を保つことができ、
炎を更に美しく演出します。

※ マルチ燃料ライナーを取り外さなくても利用可

2 ： 薪ストーブグローブ
3 ： 本体メンテナンスツール 一式

GO ECO

ADVENTURER

GO ECO
series

5

GLAMPING STOVE

日常と非日常のクロスオーバー
チャールトン＆ジェンリック社の新しい提案として誕生したGO ECOシリーズ。
ピュアヴィジョンシリーズのクリーン性能をそのままに、
カジュアルでアクティブに楽しめる製品をラインナップ。
グランピングストーブという名が表す通り、非日常のアウトドアシーンでは、
優雅で上質な時間を演出し、
「ADVENTURER 5／アドベンチャー5」
と共に過ごす
日常では薪ストーブ+αの楽しみ方でインドアにキャンプシーンのような
非日常感をもたらします。
住宅、ガレージ、テントなど、
ロケーションやジャンルの垣根を越えて、
楽しみ方は無限大。
ADVENTURER 5に火を灯せばそこには新しい冒険が待っています。

Technical Highlights

series

ADVENTURER

Long Heat Cycle ＆ Simple Design
（ヒートサイクル&シンプルデザイン）

GLAMPING STOVE

英国のスモークコントロールエリアで使うことを
前提に開発されており、
アウトドアストーブと一線を画すクリーン性能は
クリアスカイズレベル5 。
小ぶりなボディながらパワフルな出力は、
断熱性能の高い現代住宅のリビングにもマッチします。
シンプルなブラックペイントの鋼板にステンレスを配した
アトラクティブなデザインが個性的な1台。
豊富なオプションパーツで火のある暮らしを彩ります。

The Door Latch Ajar Setting
（ドアラッチの半開き設定）

炉内には蓄熱性の高いセラミックプレート

扉を掛ける2つのフックポジションにより、扉の

を採用し、シンプル構造ながら安定したヒー

クリアランスを維持することで十分な給気量を

トサイクルを実現。

確保する事ができます。

特に燃焼効率は86％と、
エコデザイン基準

屋外の使用で十分な煙突長が確保できないよ

である75％を上回るクリアスカイズレベル5

うな場合にも、スムーズな着火を実現します。

認定のハイパフォーマンスストーブです。

Easy Air Control

（簡単な空気調整）

+ と − で表示された分かりやすい目盛りをステンレスプレート
で彩り、洗練されたデザインに。シンプルなレバー操作で、直感

機種名

ADVENTURER 5

希望小売価格

￥242,000（税込）

本体寸法

W324×D401×H506㎜

本体重量

45㎏

材質

鋼板

定格出力

4.5kw
（3,870kcal/䉨）

出力
（最大）

5.3kw（4,558kcal/䉨）

出力
（最小）

3.4kw
（2,924kcal/䉨）

特 許を取 得した独自の 給 気 技 術で 、シンプルな 構 造ながら

燃焼効率

86.0%

エネルギー評価

A+

PUREVISIONシリーズ同様のクリーン性能を実現しています。

クリアスカイズ

レベル5

最大薪長

180㎜

煙突口径

φ102㎜

煙突方向

上方

外気導入

的な給気調節を可能にします。

Tertiary Air Profiling Technology
（3次燃焼用空気導入テクノロジー）

Accessories
（付属アクセサリー）
薪ストーブグローブ

×

●オプション
ログストア+ウォーミングシェルフ
（左・右）
+ステンレスレール+オーブン（ガラス）

●オプション
ログストア

オペレーティングツール

Multi Fuel Capacity As Standard
（マルチ燃料機能標準搭載）
燃料タイプの使い分けが可能で、オプションパーツなどを用意
しなくても、薪燃料とマルチ燃料
（豆炭など）
を使用できます。

Optional Parts
選べるオプションで
見た目も使い方も
お好みに合わせてカスタマイズ。
ガラスドアオーブン

メタルドアオーブン

ステンレスレール

ウォーミングシェルフ
（左）

ウォーミングシェルフ（右）

ログストア

ADVENTURER 5 専用異径アダプター
（φ100→150）

ストーブトップで調理ができるだけでなく、乗せるだけでクッキングストーブに早変わり。
お好みのデザインをセレクト可能。
※継続使用時でも最大温度は240℃程度となります。
●各￥88,000（税込）

ステンレスのアクセントでワンランク上の
デザインに。ケトルや調理器具の不意の
脱落を防ぐことができます。
●￥16,500（税込）

ストーブから放出される熱を利用して、お料理の余熱調理や
保温に。フックポイントを備え、
工夫次第で様々なツールを吊り
下げることが可能。
●各￥16,500
（税込）

薪のストックスペースとして。ストーブ本体に
高さを出すことでスタイリッシュな印象を与え、
薪投入もスムーズに。
●￥38,500（税込）

シールド付
●￥28,600（税込）

シールド無
●￥22,000（税込）

EIKO TELESYS 京都
SATELLITE

Spec
PUREVISION series

GO ECO series

機種名

PV85

PV5W

CPV5W

燃焼タイプ

ウッド・マルチ

ウッド・マルチ

ウッド・マルチ

ウッド・マルチ

希望小売価格

￥528,000（税込）

￥462,000（税込）

￥528,000
（税込）

￥242,000
（税込）

本体寸法

W804×D442×H600㎜

W554×D442×H600㎜

W630×D512×H760㎜

W324×D401×H506㎜

本体重量

153㎏

120㎏

146㎏

45㎏

材質

鋼板・鋳鉄

鋼板・鋳鉄

鋼板・鋳鉄

鋼板

定格出力

8.5kw
（7,310kcal/䉨）

5kw（4,300kcal/䉨）

5kw（4,300kcal/䉨）

4.5kw（3,870kcal/䉨）

出力（最大）

10kw（8,600kcal/䉨）

8kw（6,880kcal/䉨）

8kw（6,880kcal/䉨）

5.3kw（4,558kcal/䉨）

ADVENTURER 5

SHOW
ROOM
KYOTO

出力（最小）

4.9kw（4,214kcal/䉨）

3.8kw（3,268kcal/䉨）

3.8kw
（3,268kcal/䉨）

3.4kw（2,924kcal/䉨）

燃焼効率

76.7%

82.2%

82.2%

86.0%

エネルギー評価

A

A+

A+

A+

クリアスカイズ

レベル4

レベル5

レベル5

レベル5

最大薪長

400−650㎜

400㎜

400㎜

180㎜

展示機種すべての燃焼実演を

煙突口径

φ127㎜

φ127㎜

φ127㎜

φ102㎜

可能にしたショールーム。

煙突方向

上方・後方

上方・後方

上方・後方

上方

外気導入

〇

〇

各機種の雰囲気や存在感、

×

〇

インテリアとの親和性を
オプション

オプション

実際の炎と共に体感いただけます。

ログストア S サイズ

〇

￥63,800
（税込）

〇

￥53,900（税込）

×

ログストア

ログストア Mサイズ

〇

￥75,900（税込）

〇

￥61,600（税込）

×

ウォーミングシェルフ
（左） ￥16,500（税込）

口元異径アダプター

〇

￥13,２00
（税込）

〇

￥13,200（税込）

〇

（右） ￥16,500（税込）
￥13,200（税込） ウォーミングシェルフ

外気導入キット

〇

￥13,750
（税込）

〇

￥13,750
（税込）

〇

￥13,750
（税込） ステンレスレール

設置基準に関する詳細はダウンロードサイトにてご覧いただけます。
実際の設置にあたっては、製品をご購入、設置工事を依頼される
正規販売店にご相談ください。
ダウンロードサイト

￥38,500（税込）

￥16,500（税込）

ガラスドアオーブン

￥88,000（税込）

メタルドアオーブン

￥88,000（税込）

異径アダプター（シールド付）￥28,600
（税込）

https://www.charltonandjenrick.jp/download

▶▶▶

異径アダプター（シールド無）￥22,000
（税込）

京都サテライトショールーム
〒611-0021
京都府宇治市宇治善法81
ITAYA KOBO SECONDBASE内

製品保証について 正規販売店よりご購入頂いた商品に限り、
保証期間は下記の通りとなります。
PUREVISION：製品本体 12年保証。GO ECO : 製品本体 3年保証。※消耗品
（ガスケット、
耐熱ガラス、
バッフ
ルプレート、
インナープレート、
ログキャッチバー、
ロストル、
ドアスプリング等）
は保証外となります。
※また、
製品の使用状態から過度な燃焼等の不適切な使用状況が推測される際は保証対象外とさせていただく場
合もございます。
カタログ写真の設置基準について ① 設置例等の写真はイメージです。
実際の施工基準と異なる場合があります。
仕様、
価格について ①製造元の都合により、
製品の規格、
仕様、
デザイン等、
予告なく変更する場合がありますの
で予めご了承ください。②予告なく価格を変更する場合がありますので予めご了承ください。③価格に送料は
含まれません。④表示価格は税込価格です。

https://www.eiko-telesys.com/kyoto-showroom

安全にご使用頂く為に
１：ご使用前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。２：製品本体の設 置については法令等を熟 知
したチャールトン＆ジェンリック正規販売店にご依頼下さい。３：薪ストーブは少なくとも1年に1回の定期メンテ
ナンスが必要です。４： 高気密住宅における24時間換気の換気設計において、第３種換気計画を採用する際は、
換気口の排気量に対して、給気口の有効開口面積をご確認ください。高気密住宅で薪ストーブをご使用の際は、
局所換気（レンジフード等）の対処を含めた換気設計に十分ご配慮ください。また、テント等の密閉された空間で
は煙の逆流による一酸化炭素中毒の恐れがあります。屋外で換気が不十分となる場合は絶対に使用はしないで
ください。

実演希望などございましたら事前にご連絡下さいますようお願い申
し上げます。
当サテライトショールームは、建築士事務所いたや工房へ展示委
託での運営となります。
製品の詳細情報などより詳しい案内や資料のご請求につきましては
直接弊社までお問合せください。

