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FLA 3 in Casing A

FLA 3 in Casing A (Length 1190)
7,5 L / [US] 1,98 gal / [UK] 1,65 gal

4 -10 h

5,0 - 11,2 kW / 17037 - 38334 BTU

43,3 kg / 95,5 lbs

min. 1/h

112,3  m 3 or please contact our Project Department for details

(electric supply)

FIREPLACE: brushed stainless steel / optional: RAL colours / black powder coated steel 
CASING : black powder coated steel, 

GLASS SHIELD : tempered glass
OPTIONAL FRAME: brushed stainless steel / optional: RAL colours / black powder coated steel
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建築家の悩みを解決する完璧なデザインです

※BEVテクノロジー採用で高い燃焼効率

※高い燃焼効率を発揮するプラニカの特許技術です

Wifi に接続してコントロールできます

リモコン付き（リモコンでもコントロール可能）
カスタムオーダー可能

オプションでRALカラー塗装、オリジナルシェイプ可能

オプションで外部温度センサー取付可能

電動ポンプ採用で楽々給油

液晶画面

高機能安全センサー付き

炎の高さを6段階に調整できます

本体の長さをオーダーできます

製品仕様

寸法

不燃素材

燃料タンク容量

モデル名

継続燃焼時間

最小部屋面積

電源

フィニッシュ

熱出力

換気

重量

100V

設置に関する必要条件

http://planikafires.jp/



Fire Line Automatic 3
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Planikaは最高のサービスを保証します。 クライアントの要求に応えるために、クライアントの期待に応じて、オーダーメイドモデルを作成する事も
可能です。

バイオエタノール暖炉の長さはカスタマイズ可能です。

より長い暖炉が望ましい場合は、複数のユニットをまとめて1つのリモコンで操作し、無限の炎の長さを作ることができます。暖炉の
操作はは右、中央、そして左のモジュールから選択できます。

カスタムオーダーモデル

TV下部に取り付ける際の離隔距離

排気口
壁の内部に排気管を設けて
、排気口までつなげてください。

http://planikafires.jp/



ケーシング#4は煙突に接続でき、ケーシングまたは外側の温かいエリアへと続きます。そのためには、４つの
固定されたねじを外し、ケーシングの天井カバーを外してください。
警告！ケーシングに接続する煙突の直径は最小125mm [最小4, 15/16インチ]です。
煙突は資格を持った煙突掃除業者に確認されなければなりません。

通気孔（オプションとして、ケーシングから
煙突までを繋ぐことが可能です）

建物外の熱風の一部が
理想的に排出される煙突ダクト管

フレキシブル・アルミパイプ　

例：SPIROタイプ（含まれていません） フレキシブル・アルミパイプ　
最小∅125mm

例：SPIROタイプ
（含まれていません）

通気孔、最小123㎠
（最小19平方インチ）

ケーブル最小　3×1.5mm 使用電源　230V ,50Hz2

この穴は暖炉から外側へのワイヤーと
ホースに繋がります(**)

穴の寸法 - 前面からの図 穴の寸法 - 側面からの図

不燃物素材

不燃物素材

４つのワイヤーケーブル
（オプション、暖炉がスマート・ホームで操作されている場合）

４つのワイヤーケーブル
（オプション、暖炉がスマート・ホームで操作されている場合） ケーブル最小3x1,5㎟、使用電源230V, 50Hz



壁に接している際に水準器を使用し、ケーシングを平行にしてください。

HかIを使用

不燃物製の石造り。　ケーシング用の
オリジナル・スチール・フレームをご購入
されている場合は、フレーム用のインストール
解説書に従ってください。

コードの端を付属ケーブルのコネクターに接続してください。本体への接続は認定された電気工事士が
作業する様にしてください。　電源ボタンが点滅したら、装置が正しく電源供給されたことが証明された
証拠です。　その前に接続したバーナー（燃焼部）は付属のハンドルによってくぼみに装填してください。　
装置をスタートする前にハンドルを外してハンドルは保管しておいて下さい。　

本体への接続は認定された電気工事士が
作業する様にしてください。　

ハンドル

炎熱部ガラス・シールドの取り付け
強化ガラス

・商品を正しく装填し、付属の取扱説明書を読んでください。
・取扱説明書を読む前に燃料タンクに燃料を満たすことをしないでください。
・装置を取り出す必要がいる場合、燃料を完全に燃焼させて
 NO FUEL（燃料なし）の表示を確認し、電源を抜き、装置を外してください。
・この取扱説明書は装置の使用期間中、保管してください。

警告



バーナー取扱説明書



この取扱説明書を読み、ご使用をお願いいたします
読んだ後は必ず保管し、必要な時に再度確認してください

目次
安全について

操作

操作について

取扱い説明書

当製品の初期起動スタート

装置のスタート

炎のサイズ調整

スリープ機能

当製品の消火

電源OFF

本製品を再スタートさせる

インフォメーションとアラーム

以下設置マニュアルに続く

お客様メニュー

Wifi設定

燃料

サービス

 MTZ モード- 外部温度モジュール

クリーニングとメンテナンス

廃棄とリサイクル
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安全について

警告

禁忌

必須事項

当製品は燃料（バイオエタノール）を燃焼させ使用します。
従いまして、当製品を正しく安全に使用し、保証期間を保持するためには
以下の安全基準に沿ってご使用をお願いいたします。
当製品の開発意図は暖房器具としてではなく、炎を使用するインテリアです。

設置後、初めてご使用する前に取扱説明書をよく読んでください。

当製品はガイドラインと注意点をよく読んで、インストール（設置）してください。

当製品燃焼時、熱、水蒸気、二酸化炭素を放出します。
従ってインストール（設置）についての解説にある部屋の最小面積（容積）と換気に関してご注意ください。

同じ部屋に２台以上の装置をインストール（設置）する場合は、部屋の最小面積の許容範囲は、各装置に必要な最小面積の合計
であることが必要です。

本製品を移動する際には燃料を空になるまで燃焼し、装置をゆっくり移動し、揺らさずに平衡を保って移動してください。
燃料の残りが装置の中にあってこぼれると、水分センサーが作動します。これが起こるとその液体が蒸発するまで装置は
作動しません。　

当製品の初回作動時は正しい装置のインストール（設置）と取扱説明書を読んでから行なってください。

当製品の近くには必ず消火器を設置しておいてください。

コイルの温度は1300℃に達します。コイルがONになっている際に手で触れるとやけどに繋がりますのでご注意ください。

当製品取扱い時にはバイオエタノール燃料の香りがします。

燃焼稼働中に本製品を移動する事。
(装置を移動する前に残存燃料を燃焼し、装置の熱が下がったのを確認して、電源供給を外してください。)

燃焼中にバイオエタノール燃料を注いで装置への損傷と火災を引き起こす可能性のある行動をとる事。

暖炉に点火する前にバイオエタノール燃料を事前に暖める事。

バイオエタノール燃料が容器からこぼれている時に装置をスタートさせる事。

バイオエタノール燃料を飲む事。

燃焼炉、その他の箇所を改造する事。これは火傷や機器の破損、火災の原因となります。

燃焼炉の部分に触れるとやけどを負うことがあります。

ご自身で装置の組立、修理、改造を行うこと。修理はこの装置に関してのトレーニングを受けた方のみが行います。

稼働している最中装置にカバーをすると火災となる可能性があります。

暖炉の燃焼炉に装飾品などを置く事。

大人の監督（監視）なしに稼働している当製品をそのまま放置しておく事。

インストール（設置）説明に書かれた通りにインストール（設置）する事。

容量のある部屋と換気可能な部屋であること。稼働中に熱、水蒸気、二酸化炭素が放熱される事。

適格者がこの装置の取り扱いをする事。

バイオエタノール燃料が肌や目にかからないようにする事。
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操作要素

コントロールパネル

本体

コントロールパネル ディスプレイ

操作

熱コイル

蓋の下にある操作パネル

炎を大きくする

燃料計炎の大きさ調整

炎を小さくする操作パネルディスプレイUSBポート
（蓋の下）

燃料差し入れ口 強化ガラス

装置上部 炉床

ｽﾀﾝﾊﾞｲ･ﾓｰﾄﾞから操作ｽﾀｰﾄ、
電源OFFにして、ｽﾀﾝﾊﾞｲ･ﾓｰﾄﾞにする

ｽﾀﾝﾊﾞｲ状態にするか、
完全にOFFにする

4



当製品の初期起動スタート

ボタンが点灯している時は、装置が正しく本管に接続されている状態です。

操作パネルの　　　ボタンを押してイントロ表示が出て3秒後に以下のメッセージが表示されます。

NO FUEL - 燃料不足。FINE LINE AUTOMATIC に燃料を補給するには、これらのステップを踏んでください。

燃料フラップを開けて下さい。

商品に繋がっているオートマティック
燃料ポンプを引き出してください。

フレキシブルホースと電源プラグを写真
の通りに接続して下さい。
燃料圧力コネクターしっかり接続穴に
入れてください。
正しく接続が出来れば、カチッと音が
聞こえます。

ディスプレイのメッセージが
「燃料補給中」に代わります。

5



ポンプホースを燃料タンク/容器に差し込みます。
ポンピングをスタートするためには、ゴムの
部分を握って下さい。燃料供給が自動的に始まり
握り、ポンプを数回（写真右を参照）握ってください。
燃料供給が自動的に始まります。

自動燃料供給は下記状況でストップします。

電源供給を切ってください。燃料ホース・
コネクターを持ってホース下の金属表面を押
して下さい
（赤丸でマークされた箇所）。コネクターは離
されます。
注意して頂きたいのは、ホースを離す際にい
くらかの燃料は燃料ホースの中に残っていま
す。ディスプレイはREADY（準備）のメッ
セージが表示されます。

FIRE LINEの燃料タンク
AUTOMATICが満タン

ポンプから吸い取られた外付け燃料
容器の燃料が空です

もし、ディスプレイがタンクの燃料量を表示し
ていたら、補給をストップしてください。
燃料タンク/容器を満タンにして交換し、また
再始動することもできます。

装置のスタート

。すまりなと）備準（ YDAERが示表のジーセッメらたじ閉をプッラフ料燃、しを給供料燃くし正
そこで暖炉の燃焼を始めることができます。

リモコンか、設定された装置にある操作パネルのSTART / STOPボタンを押してください。

チャイルド・ロック機能が作動している場合、操作パネルかリモコンのSTART / STOPボタンを3秒間長押しして下さい。
警告！熱コイルは1300℃まで発熱します。接触すると大やけどの原因となります。

ディスプレイ表示はREADYからPLEASE WAITに変わります。炎の出火する時間は状況により、2分から10分間かかります。

The fuel tank in the FIRELINE
AUTOMATIC is full

External fuel container which the
fuel was pumped out from is

empty

6



•

•

•
•

炎が発生して数分後に、装置は操作温度に到達し、表示はPLEASE WAITが
WORKING（稼働）に変わります。これは装置が操作モードに入ったことを意味します。

炎のサイズ調整

スリープ機能

当製品の消火

電源OFF

本製品を再スタート（再作動）させる

当製品はスタート時、炎のサイズレベル４で起動されます。

リモコン、操作パネル、その他 設定された装置の「＋」や「－」を押して炎のサイズを調節してください。

ディスプレイの炎サイズ、その上部の数値表示が選択された炎サイズです。

この装置はプログラムされた時間にスイッチがOFFになるように設定することができます。　WORKING（稼動）と表示
されていれば「＋」と「－」のボタンを数秒間同時に押してください。下記メッセージがスクリーン上に現れます。

設定時間を「＋」ボタン（3時間以上にはならないようにしてください）と「－」ボタンを使って確認してください。
注意！）スリープ機能をONにした状態でそのまま放置しないでください。設定した時間にOFFになる事を確認してください。

操作パネルのSTART/STOPボタンを押すか、リモコン、もしくは設定された装置のSTOPボタンを押して下さい。
WORKING（稼動）メッセージが表示され、COOLING THE DEVICE（装置を冷却中）に変わります。
再稼動するまで熱を帯びていますのでご注意ください。

完全に本製品の電源をOFFにするには操作パネルの赤のボタン　　　を押して下さい。

安全性を高めるために、本製品がクールダウンした後とREADY（準備）メッセージが表示されている状態でのみ
再作動が可能です

もし、NO FUEL（燃料なし）が表示されていたら、前述の説明書に準じてタンクにバイオエタノール燃料を入れてください。
ディスプレイにREADY（準備）と表示されていれば、ユニットを再スタートできます。

7



•

•

•

•

•

•

当製品はこの様な時に自動的に電源OFFします。

燃料が空になり（"NO FUEL, REFUEL WHEN THE DEVICE IS COOLED" ）
メッセージが表示され、装置がクールダウンすると） "NO FUEL" - 燃料なし -メッセージに変わり電源OFFになります。

以下のメッセージが表示されたら（COOLING THE DEVICE TEMPERATURE TOO HIGH） - 
当製品の温度が高温過ぎます、　クールダウンします） - 電源OFFになります。

注意！ ）温度が危険レベルに達して突然の電源OFFになるのを避けるために、炎サイズは50％まで小さくなります。
この装置は炎のサイズを上げる機能を制限します - 炎のサイズを上げようとすれば、メッセージが表示されます

装置の温度が高温になれば、装置は電源OFFとなります。温度が安全な温度レベルに落ちましたら、炎のサイズをまた
上げることができます。

当製品が動いたり、大きな衝撃を感じた時（COOLING THE DEVICE . DEVICE HIT メッセージが表示）

当製品が傾いた時（COOLING THE DEVICE.DEVICE TILTED）と表示される

部屋の中の二酸化炭素が安全レベルを超えた時（COOLING THE DEVICE - 装置クールダウン - CO₂ LEVEL 
TOO HIGH - ）

ERRORメッセージを引き起こさせるような出来事が起こった場合。
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お客様メニュー

メニュー 機能

装置のIPを確認（Wifi接続時のみ）

使用方法

下記イメージ①はメニューに設定された主なものです。　メッセージがREADY - 準備 - や、NO FUEL - 燃料なし - の時にメニューへの
アクセスが可能です。

メニューへアクセスするには、操作パネルの<+>ボタンを8秒間、長押しして下さい。　<+>ボタンを押すことでメニューのスクロールが
できますし、＜－＞ボタンを使用すると選択肢が確認できます。

①

リモートで本製品を操作するには、WIFI設定後、携帯端末の
ブラウザー内の表示されたIPアドレスを入力してください。

Ⅲ.1）を参照Wifi設定

外側温度モジュール設定

装置ロック

チャイルド・ロック

日付と時間設定

リモート設定

ディスプレイ・セイバー設定

Ⅲ.2）を参照

Child lock

Lock the

MTZ mode

Wifi CONFIG

Device IP

device

Set time

Remote

Display off

Control

この選択肢の後、装置の操作パネルはロックされます。
これは第三者からの装置操作の介入を防ぎます。
このロックはSTART / STOPボタンを5秒間押し続け
ることでロック解除できます。

操作パネルのボタンは3秒後に反応します。これは装置
の操作のアクシデントな介入を防ぎます。

表示の時間と日付を変更

この選択肢により、新しいリモコンや追加の装置をリモート
接続するプログラムがなされます。表示の説明に沿って下
さい。

この機能を実行することで不動状態になり、電源OFFとな
ります。電源OFFすることでセーバーが最小の明かりを長
時間、表示します。

9



Fast start

Sierial number

Software

History

シリアル番号

ソフトウェア・バージョン

メッセージ履歴

この機能は工場設定です。このスイッチを押すことで
当製品はクイック作動します。
その場合100Wほど追加で電力消費します。

ファーストスタート（クイックスタート）

本製品のシリアル番号を表示します。

装置のソフトウェア版を表示します。

過去に表示されたメッセージの履歴を確認できます。

Wifi 設定

設定

WiFi設定はスマートフォンなどの携帯機器を使用して本製品を操作可能にする機能です。※WiFiとウェブブラウザーが必ず
必要です。
当製品をスマートフォンなどの携帯機器で操作すると以下のことが可能になります。

・スイッチON（READYメッセージが表示されている時）
・スイッチOFF（COOLING THE DEVICEか、READYのメッセージが表示されている時）
・炎の高さ調整・装置のロック、アンロック
・同じネットワーク上の別の本体のコントロールもできます

上記に記した機能に加えて、WiFi設定をすることでシリアルナンバー、ソフトウェア・バージョン、HPバージョンの確認、本製品の
合計稼働時間を確認することができます。 

このスクリーンが現れます。

この画面が現れます、この中のスクリーンの説明に従ってください。

１０



1. 当製品を操作したい機器のWiFi接続をONにします。そして、利用できるネットワークから"planika123"と名前が書かれたネットワークを
選んでください。利用できるネットワークの名前が無い場合、当製品の電源を10秒間引き抜いて設定をまた繰り返してください。

携帯電話では、おおよそディスプレイ上部に表示される　　アイコンで信号が出ます。
もしこのアイコンが表示されなければ、ブラウザーに入り、ページに名前を入力してください。正しく接続された携帯機器の場合、インター
ネットに未接続の時はその表示がされます。 

　 Safari, Chrome、その他）そして、"planika123"と入力してください。 

　携帯機器がplanika123に正しく接続されたら、下記のスクリーンが表示されます。 

これは一時的な設定スクリーンです。これはFIRE AUTOMATIC用のサービスとしては使用され
ません。
正しい接続設定を始めるには、"SETTINGS" に入って下さい。

を接続するネットワーク・データを入力するために使用されます。

　ローカル・ネットワークとその
ルーターが接続を行うために
使われるモード

　暖炉と携帯機器間の
　直接接続モード
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3. WiFi接続設定をするためにはMODE, SECURITY, SSID, NAME, PASSWORDの分野を完了させ、<submit>ボタンを押して
確認してください。

OFFモードでWiFi
機器で操作すること
を防止します。

STAモードで暖炉と携帯機器を在来の
ローカル・ネットワークを接続します。こ
れはローカルのインターネット・ネットワ
ークでその名前、パスワード、暗号が分
かれば可能です。ルーターも必要です。

APモードでは、携帯機器と暖炉を直接
接続します。

接続するネットワークと同じ暗号を選択
します（おおよそはWPA/WPA2）。

どの暗号も選択してください：WEP(旧)
またはWPA(新)。実際には、両方の保護
も実行できます。

接続したいネットワークの明確な名前
を入力してください。

お好みのネットワーク名を作ってくださ
い。

接続したいネットワークの明確な名前
のパスワードを入力してください。

作られたネットワークのパスワードを作
ってください。パスワードは最低8文字
の長さにしてください。

詳細を入力した後に、<submit>をクリック。ワイヤレス接続アイコン　　が消えます。

どうやって接続をすればいいか？

設定時に入力されたデータを携帯機器
と同じネットワークに接続します。
暖炉お客様メニュー、Device IPポジシ
ョンからIPアドレスを読んでください。

 読み取れるIPアドレスは
192.168.X.X.
と似たアドレスです。

携帯機器のブラウザーにIPアドレスを入
力してください。
操作パネルがスクリーンに表示されます。

設定時に入力されたデータを携帯機器
と同じネットワークに接続します。
暖炉お客様メニュー、Device IPポジシ
ョンからIPアドレスを読んでください。

読み取れるIPアドレスは
192.168.X.X.
と似たアドレスです。

携帯機器のブラウザーにIPアドレスを
入力してください。
操作パネルがスクリーンに表示されま
す。
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 MTZモード　- 外側温度モジュール
MTZは温度を測るためのワイヤレス機器です。保護モードか、部屋温度調節モードの設定画面が開けます。
MTZモードへの正しいインストールは、説明書を初めに読んでください。
MTZモードを選択し、"-"ボタンを押せばこのスクリーンがメニューに出ます。

下のCONTROL機能 - 部屋に相応しい温度設定- を選択した後、MTZはワイヤレス
で炎の高さを低くしたり、高くしたりして選択された温度にメンテナンスします。
外部からの要素の衝撃を和らげるため（ドアや窓の開き）、機器は5分遅れで稼働しま
す。

MTZモジュールを使用したい場合（例：TV）、
MTZは温度測定する機器の下部端にマウン
トされなければなりません。

この場合、機器はセンサーの温度が60℃に
到達した時に電源がOFFになります。

MTZモジュールを使用して部屋の温度をコ
ントロールしたい場合、MTZは本製品から
少なくとも1m離れた場所にマウントされな
ければなりません。このモードは、1度毎で
18 - 26℃の室温温度調整を可能にします。
この機能が発動すると、温度は自動的に22℃
に設定されます。
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インフォメーションと警告アラーム　

この機器はインフォメーションとアラーム・コミュニケーション・システムが搭載されています。このシステムがあなたの機器のステータス情報をディス
プレイに連絡・表示して教えます。
不具合を検知した場合、<ERROR>メッセージが表示されます。

No message,

button is lit

Ready

NO FUEL

Refueling
Please wait

Reservoir Full
Disconnect fuel

hose
Close the lid

PLEASE
WAIT

WORKING

WORKING
TEMPERATURE

TOO HIGH

COOLED
DEVICE IS 
WHEN THE 

REFUEL
NO FUEL

COOLING
THE DEVICE

COOLING
THE DEVICE

COOLING
THE DEVICE

COOLING
THE DEVICE

TOO HIGH

DEVICE HIT

DEVICE TILTED

機器は本製品に接続していますが、
休止状態

機器を稼働させるには、操作パネルの赤ボタンを押してください。
このモードでは、リモコンからの指令に反応しませんし、設定された
機器や操作パネルのボタンにも反応しません。

機器は本管に接続され、稼働準
備中

ポイント２から稼働することができ、ポイント３から燃料供給、そして直ぐ
に機器をスタートできます。

燃料タンクが空です 取扱説明書ポイント2の説明にある指示に従って燃料を補給してください。

機器は燃料補給への準備ができ
ています

自動燃料ポンプへ接続し、取扱説明書のポイント２に従ってください。

燃料タンクが満タンです
燃料ホースを取り外して下さい。充填ボルトを閉めてください。
機器をスタートさせてください。

機器が稼働します

冷却します

炎が発生するまで待って下さい。

機器は稼働モードになっています 機器を監督なしの状態にしないで下さい。

機器は稼働モードになってい
ます。温度が危機的高さに到
達しています。

炎のサイズは50%まで落とせます。この機器は炎のサイズを大きくする能力
を制限します。監督なしでこの機器を離れないでください。

燃料は空になりましたが、機器
は再稼働するには熱くなりすぎ
ています

機器のディスプレイにNO FUEL（燃料なし）のメッセージが表示されるまで
待ってください。その時のみ、燃料を補給することができます。取扱説明書
のポイント２を参照してください。

機器がクールダウンするまでお待ちください。メッセージがREADY（準備）に
変わります。メッセージがCOOLING THE DEVICE（機器をクールダウン）
になった時、機器をクールダウンさせるファンのスイッチが作動します。

許容可能な本体稼働温度を超
えています

機器がクールダウンするまでお待ちください。メッセージがREADY（準備）に
変わります。メッセージがCOOLING THE DEVICE（機器をクールダウン）に
なった時、機器をクールダウンさせるファンのスイッチが作動します。

機器がクールダウンするまでお待ちください。メッセージがREADY（準備）に
変わります。メッセージがCOOLING THE DEVICE（機器をクールダウン）に
なった時、機器をクールダウンさせるファンのスイッチが作動します。

機器がクールダウンするまでお待ちください。メッセージがREADY（準備）に
変わります。メッセージがCOOLING THE DEVICE（機器をクールダウン）に
なった時、機器をクールダウンさせるファンのスイッチが作動します。

機器が衝撃を受けました

機器が傾きました
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COOLING
THE DEVICE

ERROR 01

ERROR 02

ERROR 03

ERROR 04

ERROR 05

ERROR 06

ERROR 10

ERROR 14

ERROR 15

ERROR 16

ERROR 17

ERROR 20

ERROR 21

ERROR 31

ERROR 32

ERROR 33

CO2 LEVEL TOO
HIGH

二酸化炭素の濃度が超過してい
ます

燃料のこぼれ、漏れが検知されま
した

熱温度センサーのエラー

燃料温度センサーのエラー

ムーブメント・センサーが作動
します

加熱炉温度センサーのエラー

燃料レベル・プローブのエラー

ヒーターが損傷しています

スイッチK2へ制限

本体が傾いています（平行でない
場所に設置されています）

ヒーター・センサーが温度を超えて
います

炎の発生待機時間を超えています

電源ON時の暖炉前の温度が低す
ぎます

稼動時の暖炉前の温度が低すぎ
ます

燃料漏れが燃料ポンプ内で発生

メイン燃料ポンプ問題

稼働中、または機器の作業中に
燃料フタが開いている

燃料供給フタを閉めて、機器がクールダウンするまで待ち、再起動をしてください。
もしこのメッセージが消えなかったら技術サービスに電話してください。

操作パネルの赤ボタンを使用して、電源をOFFにして下さい。しばらく経ってから
ONにしてください。もしこのメッセージが消えなかったら技術サービスに電話して
ください。

赤ボタンで機器の電源OFFし、少なくとも1時間待ちます。機器を再起動してくだ
さい。メッセージが消えない場合は水分が完全に蒸発するまで待ってください。
もしこのメッセージが消えなかったら技術サービスに電話してください。

赤ボタンを使用して電源OFFし、クールダウンするまで待ってください。
機器をまた再起動させてください。

赤ボタンを使用して電源OFFし、機器を再起動させてください。

操作パネルの赤ボタンを使用して、電源をOFFにして下さい。しばらく経ってから
ONにしてください。もしこのメッセージが消えなかったら技術サービスに電話して
ください。

操作パネルの赤ボタンを使用して、電源をOFFにして下さい。機器を平行に置く事
のできるようにして機器を再起動させてください

技術サービスに電話してください。

操作パネルの赤ボタンを使用して、電源をOFFにして下さい。しばらく経ってから
ONにしてください。もしこのメッセージが消えなかったら技術サービスに電話して
ください。

操作パネルの赤ボタンを使用して、電源をOFFにして下さい。しばらく経ってか
らONにしてください。もしこのメッセージが消えなかったら技術サービスに電話
してください。

稼働中に機器が動かされた場合。動力源が無くなった場合にメッセージは消滅し
ます。

操作パネルの赤ボタンを使用して、電源をOFFにして下さい。しばらく経ってから
ONにしてください。もしこのメッセージが消えなかったら技術サービスに電話して
ください。

機器の電源をOFFにしてください。目に見える水分を拭き取ってください。もし
漏れが多ければ、電源供給を外してください。少なくとも1時間は機器をOFFの
ままにしておいてください。再起動後でもこのメッセージが表示される場合、長
時間機器をOFFにしてください。
これで解決しない場合は、技術サービスに電話してください。

部屋の中の二酸化炭素の濃度が無くなるまで待ってください。窓を開けたり、
隣接する部屋のドアを開けることをお勧めします。
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 クリーニングとメンテナンス

 燃料

廃棄とリサイクル

技術サービス

　クリーニングをする前に電源をOFFにしてください。　本体の温度が周囲の温度に近づくまで待ってください。当製品の適切な技術的条件を維持
するために、以下の規則を遵守してください：

燃焼炉のパウダー・コーティングは耐摩耗性ではありません。亀裂や傷が付かない様に柔らかい布と水で清掃してください。
洗剤を購入する際や、掃除をする時には必ず環境を保護し、製造業者の推奨事項に従ってください。
許可無き人物が装置内部を掃除することは禁じられています。
そうした場合、製造業者の保証の対象外です。

製造業者は以下の原因による損害については責任を負いません：

不適切な操作（取扱説明書に記載されているルールに従わなかった場合）
自己解体
改造を試みた場合
ポイントVIで推奨されている液体以外の液体を使用した場合

装置の安全性を確保するため、当社が推奨するバイオエタノール燃料を使用してください。
詳細については、当社まで連絡ください。（他の燃料の使用はお止めください）
他の燃料を使用した場合、健康、安全に対する危険性があります。 
他の燃料をご使用された場合、一切の責任を負いません。

製品には、アルミニウム、スチール、プラスチック、電子機器部品が装備されています。 
お客様が処分する必要がある場合は、廃棄、リサイクルに関する法令に従って処分してください。

技術的な問題やご質問がございましたら、お気軽に販売店にご連絡お願いいたします。
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設置マニュアル



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

!
設置個所空間容積は173m3/6286ft3(68ｍ2　高さ2.6m/732ft2　高さ8.53tf)の
屋内で設置をお願いします。

風当たりの強いファン、通気口などの近くには設置しないでください。

蒸気や粉塵の爆発の危険がある場所に設置しないでください。

雨風のあたる環境に設置をしないでください。本製品は屋内使用専用となっております。

暖炉の周りにカーテンやレースカーテンその他燃えやすい物を置かないでください。
少なくともカーテン等可動範囲を1m(3.28ft)以上離してください。

湿気の多い場所で保管しないでください。

二酸化炭素（CO2）方式または乾式化学消火器をそばに置いて頂くことをお勧めします。

機器の取付、取り外しは簡単に行うことが出来ます。

本製品をご使用時には少なくとも1時間に1度は部屋の換気を行ってください。

設置が途中での作動はお控え下さい。※製品到着後の動作確認、設置後の作動以外での作動は
お控え下さい。

燃料の注入は必ず設置後に行ってください。

同じ部屋に複数の製品を設置する場合、それぞれに必要な空間容積を確保してください。

本製品の換気口や冷却ファンをふさがないでください。

本製品を取付の際は64.5kg(142.20lb)以上の負荷がかかっても大丈夫なように設計してください。

本製品の上に物を置かないでください。

本製品はお子様やペットの届かない範囲で設置してください。

乗り物（キャンピングカーやヨット）への設置はお控え下さい。



－
－
－
－

設置に関して
注意！
弊社オリジナルのケーシングをご購入の場合はその取付説明書に従ってください。

本製品が設置される周りの素材は不燃素材をご使用ください。
本製品を設置する窪みは密閉状態にしてください。
本製品の天井は不燃素材をご使用頂き、必ず40cm(15 　in)以上高さを設けてください。

本製品を設置前にご使用しないでください。所定の設置環境にて作動を行ってください。

３
４/

安全のために本製品の半径1m以内に可燃
物を置くことを禁止します。
またこの1m以内に熱による影響に弱い製
品を置かないようお願い致します。
万が一他の製品や建物等に損傷が発生して
も弊社は一切の責任を負いかねます。

不燃素材

不燃素材



設置するくぼみを製作する場合は以下の指示に従ってください。

設置用のくぼみを製作する前に本製品が水平に設置できるか確認してください。
水平が取れない設置の場合誤作動の原因になります。極端な場合バイオエタノール燃料の漏れや火災を引き起こします。

水平器で測定し1/100勾配以内に収めてください。

100Vケーブル　3×1　5mm2



次に、付属のケーブルをコードの端にある接続コネクタに接続します。
電源を接続の際は電気工事資格者の方が行ってください。

正常に接続されましたら　　　ボタンが点灯いたします。

電源が正常に接続されましたら付属のバーナー設置用ハンドルを使用しはめ込みます。

本製品を作動する前に必ずハンドルを取り外してください。このハンドルは本製品取り外し時にもご使用頂きます。

電源を接続の際は電気工事資格者の方が行ってください。

ハンドル

＋ドライバーでハンドルを取り付けます
この部分のネジ穴はガラスシールドを取り付ける際の
パーツの取り付け穴と共用になります



ガラスシールドの設置

必要に応じてガラスシールドを設置してください。

合成ガラス板で暖炉を覆うことは禁止されています。



単位　mm

単位　mm

不燃素材

非不燃素材

オリジナルケーシング　寸法



FLA3

離隔距離
保証期間2年（商品設置後）

いかなる場合におきましても製品以外の保証は致しかねます。
お客様の故意、又は不注意による破損は保証の対象外です。
推奨燃料以外の燃料を使用された場合には保証の対象外です。

設置

注意

設置・注意点

保証について

automaticinserts

planika日本総代理店
リーベン株式会社
福岡市中央区薬院 4-5-23

当製品は屋内専用モデルです。暖炉の半径１メートル以内に可燃物を置か
ないでください。
設置する壁の構造は不燃材で構築し、間柱も軽鉄で組んでください。
詳しくは説明書内部でご確認ください。

必ず水平な場所に設置してください。
暖炉の重量に十分耐えうる構造にしてください。

・燃焼中は子供やペットを近づけないでください。
・暖炉で洗濯物を乾かしたり、料理をしたりしないでください。
・燃料はリーベンバイオエタノール燃料をお使いください。
  絶対に他の燃料は使わないでください。
・燃料が零れたら絶対に着火させないでください。
  着火させる場合は完全にふき取ってからにしてください。
・燃焼中は絶対に本体やガラスに触れないでください。
・消火後1時間は本体やガラスに触らないでください。
・燃焼中1時間に1度は換気をしてください。
・設置に関しては各地方自治体の火災予防条例に従ってください。
・必ず取扱説明書を読んで正しくお使いください。
・使用は自己責任でお願いいたします。
・いかなる場合でも暖炉本体以外の保証は致しません。
・燃焼中は必ず大人が監視してください。
・暖炉のそばには消火器を置いてください。
・バイオエタノール暖炉は暖房器具ではありません。
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