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取扱説明書

リーベン株式会社はDecoflame社の国内総代理店です

リーベン株式会社
福岡市中央区薬院4-5-23-1F

TEL 092-534-8111
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・水平に設置してください。
・お子様、ご老人、ペットを燃焼中の本機に近づけないでください。
・消火器を常備してください。
・燃料はリーベンバイオエタノール燃料のみご使用ください。他社燃料をご使用された場合
　保証の対象外になります。（他社燃料は成分構成が違う場合があり、異常燃焼を起こす場合有）
・分解、改造は絶対に行わないでください。
・製品を塗装しないでください。
・燃料を注ぐ際に零れたら完全にふき取ってください。
・燃料が床や壁に付いたらシミになる場合がありますのですぐに拭き取ってください。
・燃料は使用の都度満タンに給油してください。（MAXとMINの間まで注ぐ）
　そうしないと爆燃したり、炎がすぐに消えたりします。
・燃料は都度使い切りを推奨しています。
・消火の際に一度の行為で消えない場合、数回スライドさせてください。
　その際に息など吹きかけると炎が舞い上がり危険です。
・燃焼中は本機、ガラスなど触らないでください。火傷する可能性があります。
・消火後最低1時間は再使用（給油）しないでください。大変危険です。
・本機の上下左右１ｍ以内に可燃物を置かないでください。
・設置する壁面、壁内は不燃素材で構築し、壁内の間柱も木ではなく軽鉄等で組んでください。
・使用中1時間に1度以上は十分に換気してください。
・就寝中は使用しないでください。
・使用中は健康な大人が炎を監視してください。
・炎で調理や洗濯物を乾かさないでください。
・本機は暖房器具ではありません。観賞用の炎をお楽しみください。
・燃料の保管は80L以下にしてください。超える場合には消防署への届け出が必要です。
・燃料の保管は常温暗所でお願いします。
・燃料は決して飲まないでください。
・TVの下に設置する場合必ず事前に相談ください。（リーベン株式会社　TEL 092-534-8111）
・設置先の消防関連法規に従い、設置、ご使用をお願いいたします。

取扱注意点

ORLANDO CASING B
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フロントオープン
（CASING A）

フロントバックオープン
（CASING B）

フロント両サイドオープン
（CASING C）

フロントバックサイドオープン

仕様
デコフレームのオーランドは50mmの幅広フレームが特徴のビルトイン型バイオエタノール暖炉です。
50mm以上のフレーム幅をご希望するお客様向けにオーダーを承っているほか、素材も各種ご用意し
ております。
配置パターンはフロントのみオープン、フロント＆バック・オープン、フロント＆バック＆サイド・
オープン、フロント＆両サイド・オープンの4パターンよりお選びいただけます。
暖炉の外観をさらに洗練させるガラススクリーン（オプション品）もご用意しております。
オーランドは無段階で火力調節が可能なデコフレームのマニュアル・バーナーを採用しております。

仕上げ

最小サイズ

フレームトレイ寸法

バーナーサイズ

マット仕上げアルミ、ヘアライン仕上げと
鏡面仕上げもございます。

スタンダード　 700x400x200 mm～

500～5000mm

400～1000mm



デコフレームのオーランドは弊社バイオエタノール暖炉オーダーメイド製品の1つです。
当社がラインナップしているバーナーのサイズをベースに、ケーシングの幅（W)高さ（H）
奥行（D）を自由にオーダーできますので、埋め込む場所のデザインの自由度が高まります。

ORLANDO CASING B

（made-to-measure）――当社規定範囲内でオーダーを承り、その後製作いたします。 

４

サイズのオーダーができます



スペック

寸法

ORLANDO CASING B

・バーナー　　ステンレス製ヘアライン仕上げ
・ケーシング　　8mm厚アルミケーシング、ベースプレート、艶消しブラック塗装
・強化ガラス使用　ウインドシールド
・蓋をスライドさせる事で火力調整可能
・煙突不要
・給油用ジョウゴ付

・当社規定内でオーダー可能です。

【下図はケーシングAのデザインになっています】

燃料タンク容量　　4.6L
燃焼持続時間　5~10時間
重量　67kg
最小使用部屋容積　90㎥
燃料　リーベン　バイオエタノール燃料
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・当社規定内でオーダー可能です。

・当社900mmサイズのバーナーを使用した場合

・当社規定内でオーダー可能です。
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カットアウト（開口）寸法

ORLANDO CASING B

６

mm 

 mm

B

mm

 mm

 mm

In order to cool the fireplace 
and ensure sufficient air flow 
DO NOT seal the gap

 mm

 mm

 mm

当機種は当社基準内でサイズをオーダーでお好みに製作が可能です。ですので、壁の開口もオーダーす
るサイズによって変化します。
開口寸法決定基準を下記に記載しますので、参考にしてください。

■W（幅）製品プラス10mm
■H（高さ）製品プラス10mm
■D（奥行）300ｍｍ

（図A）の製品寸法と開口寸法
■W1250mm (W1260mm)
■H400mm (H410mm)
■D300mm (D300mm)

（図A）のバーナー部分の開口寸法
■Wバーナー長さ＋60mm
（図A）のバーナーは900mmですので
開口寸法はW963mm
■H min75mm
■D150mm 

埋め込む壁面壁内は、石膏ボード、ブロック等の
不燃素材で構築してください。

75



min. 300 mm

min. 1000 mm

設置方法
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※必ず不燃素材で構築された壁面と壁内に埋め込んでください。
※壁内の間柱も木では無く軽鉄等で組んでください。

ステップ１︓壁の開口部に①の本体（ケーシング部分）を入れ込みネジで固定します。
ステップ２︓ケーシングに②のベースプレートをビスで固定します。
ステップ３︓ベースプレートの窪み部分（セーフティチャンバー）内に③のバーナーを優しく入れます。
ステップ４︓④のガラスシールドを設置します。

【下図はケーシングAのデザインになっています】



TVの下に設置する場合の離隔距離
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D10０mmのボードを設置
（Wは暖炉の幅以上必要）

TVを壁面にフラットに取付

10０mmTVをセットバック

10０mm

正面図 側面図

正面図 側面図 側面図

→

例1 例２
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設置必須の場合

前面開口の場合(ケーシングA)

前面と両側面開口時(ケーシングC)

設置が任意の場合

前・後面開口時(ケーシングB)

前・後面と側面開口時

ORLANDO
ウインドウスクリーン

９



min. 300 mm

min. 1000 mm

ハンドリング
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ジョウゴ、オイルジョッキを使用して燃料を規定量
注ぎます。
※必ずMAXとMIN の間まで給油してください。
※燃料が零れた場合完全に拭き取ってから着火して
ください。

柄の長いライターで着火してください。 炎は数分で安定します。

付属のリッドバーを使用して、スライド蓋を閉じ
て消火します。
※1回のスライドで消火できない場合には数回
スライドさせてください。
※息を吹きかけると炎が舞い上がり危険です。
※基本的に燃料使い切って頂き、自然消火を
推奨します。

消火後は本体が高温になっていますので、冷える
まで最低 1時間は触らないでください。

消火後再使用までは最低 1時間空けてください。
燃料タンク（バーナー）が熱いまま燃料を再給油
すると大変危険ですので絶対に止めてください。

↑ ↑ ↑↑ ↑
リッドバー リッドバー

着火

消火

取扱動画（YOUTUBE)
同一メーカー異機種ですが
基本的な取り扱い方法は同じですので
参考にしてくださいませ。



min. 300 mm

min. 1000 mm

メンテナンス・保証・燃料・連絡先

ORLANDO CASING B
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メンテナンス

・本体が冷えた状態のときに、固く絞ったクロスで軽く拭いてください。
・燃料タンク（バーナー）は絶対に水洗いしないでください。
・ガラス部分は市販のガラスクリーナーで冷えている時に拭いてください。

保証

・正しくご使用されていた場合の不具合のみ保証対応とさせていただきます。
・いかなる場合に於きましても保証は製品のみとさせていただきます。

　詳しくは別途保証書をご確認くださいませ。

連絡先

リーベン株式会社
福岡市中央区薬院4-5-23-1F
TEL 092-534-8111
MAIL info@euro-leben.jp

燃料

リーベンバイオエタノール燃料購入先

リーベン楽天市場店 リーベン直販サイト
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