
ET
HA
NO
L I
ND
OO
R

min 1000 mm
min. 39 3/ ₈ “

m
in
 10
00
 m
m

m
in
. 3
9 3
/₈
 “

m
in
 15
00
 m
m

m
in
. 5
9 1
/ 1
6 “

ET
HA
NO
L I
ND
OO
R

PrimeFire Logs

PrimeFire Logs

2,5 L / [US] 0,66 gal / [UK] 0,55 gal

5,0 - 8,0 h

1,9 - 3,1 kW / 6839 - 10648 BTU

13 kg / 29 lbs

min. 1/h

31,2 m³ or please contact our Project Department for details

100 V 

Finish FIREPLACE: black powder coating
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イミテーションの薪が炎をより自然に魅せます

特徴

仕様

寸法 設置　離隔距離

※BEVテクノロジー採用

※BEVテクノロジーとは
燃焼効率を高めるプラニカの技術

電動燃料ポンプ付き

セラミック製の薪と、フロントウィンドシールド付き

リモコン（オプション）
LEDコントロールパネル
安全センサー付き
炎の高さ調整（２段階）
ジョイント可能

燃料タンク容量

モデル名

継続燃焼時間

熱効率

重量

換気

最小部屋容積

不燃素材で

電源



設置マニュアル

自動燃料ポンプ

本体重量

PrimeFire Logs
PrimeFire REMOTE Logs



!
•64 m3 / 2260.0 ft3（25 m2 / 269.0 ft2）以下の容積、高さ2.6m/8.53フィートの部屋には設置しないで

ください

•取扱説明書、設置する国や地域の法規にしたがって本製品の設置を行なってください。

•水準器（レベル）を使用し、水平な場所に本製品を置いてください。

•暖炉を設置する前には絶対に使用しないでください。

必ず取扱説明書のガイドラインと各寸法、安全なクリアランスを確保して設置してください。

設置場所に空洞がある場合ガイドラインに準拠するように調整してください。

•換気口や換気扇をふさがないでください。

•本製品本体内に装飾品など置かないでください。

•風が吹きこむ場所、ファン、通気口などの近くに本製品を設置しないでください。

•爆発する可能性のある塗料、液体、蒸気、工業用の粉塵などの近くに本製品を設置しないでください。

•可燃物を直接接触させないでください。また半径1m / 3.28フィート以内に置かないでください。

•屋外に本製品を設置しないでください。本製品は、屋内専用です。

•装置を気象条件にさらさないでください。この装置は室内専用です。

•湿度の高い場所に装置を近づけないでください。

•本製品の近くに二酸化炭素（CO2）または乾式化学消火器を必ず常備してください

•本製品は取り外し可能です。

•装置を設置する部屋には、燃焼酸素を確保するための効率的な換気が必要です。

1時間に少なくとも1回は換気してください。

•完全に設置するまでは本製品を稼動させないでください。

•本体を完全に設置する前に燃料タンクを満たさないでください。

•部屋に複数のユニットを取り付ける場合、最小の立方体は

各ユニットに必要な㎥数の合計になります。

•暖炉が設置される凹所は、26kgの耐荷重を持たなければなりません（57,3ポンド）。

•本製品は、子供、動物、その他安全では無い方の手の届かないところに保管してください。

•本製品を移動体（例：キャラバン、ヨット）に設置しないでください。



注意！ スチールケーシングを購入した場合は、
ケーシングに付属の取扱説明書を読み、以下の手順をスキップしてください。

- 本製品を、設置用に設計したハウジングに置きます。
- 本体上部の構造の要素は、非可燃性素材でなければならない。
- 設置場所のくぼみ、暖炉の下部は空洞にせず塞いでください。
- ハウジングに電源ケーブルを差し込みます。 3 x 0.75 mm2、電源は100 V、本体主電源に接続する。
本体からの最短距離は35 cm / 13¾in以上に保たなければならない。
- 準備された壁のくぼみまたは他のハウジング/キャビティに入れる前にデバイスを使用することはできません。

設置



設置場所を設計する

下の図に従ってインサート用の空洞を作ります。 空洞を作る際には必ず水準器（レベル）
を使用して水平にしてください。



本体の端部間の高さの差は2mmを超えてはなりません。 高低差が2mm以上あるとバイオエタノール燃料の液漏れを
引き起こす可能性があり、火災の危険性があります。

レベル（水準器）を使用し、端間の高低差を
2mm（１/１６in）以下に抑えてください。

次に、付属のケーブルをコードの端にある接続ブロックに接続します。 
なお、接続は有資格の電気技師が行う必要があります。 ファーネスアセンブリ「A」は今や主管に接続されている。 それを設定します
準備された空洞内にある。 本体が正しく取り付けられたら、ガラスカバーを取り付けてください。"B"、次に装飾的なペレット "C"を広げ、
炎の光る場所に輝く繊維 "D"を置いてください。

コネクターを接続してください。
この作業は電気技師有資格者が行なってください。



•本製品が正しく取り付けられていることを確認し、付属の取扱説明書をお読みください。

•取扱説明書を読む前に、燃料タンクを満たして本製品を稼動させないでください。

•本体をハウジングから取り外す必要がある場合は、ディスプレイが完全に表示され、　 燃料が燃焼するのを待ってから

行なってください。

•この取扱説明書は、製品を使用中の間は保管しておいてください。



ユーザーズマニュアル

Prime Fire Logs



この取扱説明書をよく読んでご使用ください。

目次

本製品について

燃料について

SAFETY

オペレーション

日々のお手入れについて

廃棄とリサイクルについ

て問い合わせ

操作について

本製品の初期起動

炎サイズの制限

消火

消火後の再点灯

クイックスタート機能

表示と警告アラーﾄ
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I. 本製品について
PrimeFireは暖房装置ではありませんが、本物の炎の美しさを使用する近代的な装飾装置です。
革新的な技術により操作はシンプルかつ安全にお使いいただけます。

II.燃料について
弊社販売の推奨バイオエタノールをご使用ください。
他の燃料の使用は、製品の不適切な操作、損傷、怪我や安全衛生、命の危険につながる可能性があるため
厳重に禁止されています。
推奨以外の燃料（脱水装置および/または96.6％以上のエタノール容量を有する超精製エタノール）または
上記の特性を満たさないその他の燃料を使用する場合、当社はいかなる責任も負いません。

マークの説明

燃焼中に燃料を注がないでください。

このマークは知って欲しい情報を記載しています

このマークは知る必要のある警告を表しています

本体が高温時に燃料を注がないでください。
必ず本体がさめてから作業を行なってください。
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III. Safety

PrimeFireは実際に炎を発生させるため、製品を正確かつ安全な方法で使用し
必ず以下の記載事項をお守りください。

・説明書に従って本製品を設置、ご利用ください。また本製品およびバイオエタノールの保管に関して
地方自治体の規制を受ける場合があります。
・不適切な方法で、または規定以下の広さの部屋でのご使用は控え、インストール手順をお読みください。
・本製品は屋内専用の製品です。屋外でのご使用はおやめください。
・電源を入れると、蒸気、二酸化炭素、熱が発生しますので、十分な換気が必要です。 1 / h。
・10℃以下、30℃以上の温度では使用しないでください。
・風が吹く場所、ファンや通気口などの近くに製品を設置しないでください。
・可燃物の近くや、爆発する可能性のある場所や避難路には設置しないでください。
・本製品と燃料は、小さなお子様ペットの手の届かないところに保管してください。
　またご使用される際は目を離さないようにご注意ください。
・燃料の誤飲、 皮膚に付着、目に入らないよう注意して取り扱ってください。
・可燃性物質を取り扱うときは、例えば物体に直接接触する場合や、機器の周囲に1 m / 3.28 ft以内の領域に
可燃物を置かないように注意する必要があります。 カーテン、ブラインドなどの近くに置かないでください。
・サポートしていないを部品の仕様や物を製品の上に置かないでください。
・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。
・装置は平らで水平で堅い場所に設置してください。
・不安定な場所でのご使用はおやめください。製品を傾斜地に置くと、誤動作、装置の破損、火災の原因となります。
・推奨燃料以外の燃料の使用はお控え下さい。
・装置の加熱処理を開始する前に燃料を加熱しないでください。
・タンクから燃料がこぼれた場合、装置を始動させないでください。
・火口部に燃料を直接注入すると、製品に損傷をあたえ、火災の原因となることがあります。 
また、激しい発火を引き起こし、火災や火傷を引き起こし、人命を脅かす可能性もあります。
・電源が入っているときは、装置を覆わないでください。
・装置の電源が入っている間は給油口の近くで操作しないでください。
•火傷や製品の損傷の恐れがある場合は、ご使用を中止してください。
•電源が入っているときに製品を動かさないでください。 移動させる際は燃料が完全に燃焼した後
本体の電源から切り離されたとき、なおかつ、全体が冷却できてから移動させてください。
•電源を入れている間、お子様から目を離さないでください。
•お子様や使用方法がわからない方の手の届かない場所に保管してください。
•本体の電源を入れ、指示のポイントIVの説明に従ってご使用ください。
•装置の電源を入れて間もなくは、燃料が匂う場合があります。問題はございません。
•本製品は長時間の連続運転には適していません。製品が突然消灯した場合は、指示に従って進んでください。

ご注意ください！
•点火コイルは1300°Cの温度に加熱されています。本体の電源を入れたときに触れると火傷を負う危険性が有ります。
•動作中は、火炎トレーが高温に加熱されます。 火傷やけがの恐れがあるので、ご注意ださい。
トレーの近くに可燃性の物質を置くと火災の原因となる場合うがあります。
•本体の最初の起動は、本体を正しく設置してマニュアルを読んだ後に行ってください。
•輸送が必要な場合は、すべての燃料残量を燃焼させて水平に移動し、傾けないようにする必要があります。
未燃焼燃料が燃焼室に残っていると、輸送中にセンサを作動する可能性があります。
この場合、本体が完全に乾燥した後に再度使用することができます。

お客様の手による、製品の分解、改造は絶対に行わないでください。 
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このマニュアルには、当製品を安全に使用できるように必要な情報が含まれています。よく読んで頂くと共に設置後は必要
な時に確認できるように保管してください。当製品の操作は、マニュアルに従って本体が正しく設置された後にのみ稼動さ
せてください。

オペレーション

操作について

コントロールパネル

丸太（FAKE)

燃料を満たすボルト グローコイル 強化ガラスコントロールパネル

バーナー 火格子

サービスUSB入力がこの下に
あります

赤色表示 青色表示 緑色表示

エコモード切り替え表示 スタート/ストップ

5



PrimeFireの右側の燃料フラップのつまみを開きます。 ダイオード
が点滅し始め、音が聞こえます。

本製品の初期起動

フレキシブルホースのメタルコネクタを燃料フラ
ップの下にある対応するソケットに押し込みます。正しく接続できる
と、音がします。 自動燃料ポンプの電源コードを下にあるソケットに
差し込みますどちらもしっかり差し込んでください。

燃料がPrimeFireの燃料タンクに送り出されます。
そこへ外部燃料容器に硬いチューブを置きます。

自動ポンプを始動するにはゴム手動ポンプを数回締めます.。

燃料がブラックボックス内のセンサーに達すると、自動燃料ポンプが作動します。 ポンプは給油プロセスを一旦停止します。

燃料が満タンになりますとLEDランプが点灯            しブザー音がなります。

ポリタンク内の燃料が空になりましたら別のタンクからの給油を再開してください。

給油を終了したい場合は本製品に接続されている電源コネクタを取り外します。次に燃料コネクタを接続部の
金属板を押し下げながら外します。
燃料ポンプ内に燃料が残っていることがございます。ご注意ください。
ポンプの取り外しが完了致しましたら燃料給油口の蓋を閉じてください。

コントロールパネルの青色の点滅 タンク内に燃料がないことを示します。 燃料補給してください。

燃料の補給は、プライムファイヤーを備えた自動燃料ポンプを使用してください

使用前にポンプに記載されている説明書をお読みください

6
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燃料給油口の蓋を閉じますとLEDは次のように点灯します。

本製品がすぐにご利用頂けます。

燃料が少なすぎます。追加で燃料給油をお願いします。

給油中は燃料がこぼれないよう注意してください。燃料がこぼれますとエラーメッセージが表示されることがあります。
エラーメッセージが表示された場合手順Fに進みガイダンスに従い操作してください。
また、燃料のこぼれれ具合によっては電源を切断していただく場合があります。

本機の起動。緑色のLEDが点滅します。

コントロールパネル内のSTART/STOPボタンを信号音がなるまで押してください。

始動し始めましたら緑色のLEDが点滅を開始しフィラメント(点火部分)が赤くなり始めます。燃焼が始まるまでお待ちください。

燃焼が開始されますと緑色のLEDが消灯し徐々に炎が見えてまいります。燃料がなくなるか、スイッチをOFFにするまで燃焼は続きます。

燃料の温度と量に応じて点火までの時間が変わります。最大約10分かかることがございます。
全てのLEDが点灯しない場合は消火されます。

炎サイズの制限

本製品はNormalモード、ECOモード(炎を低くする)の2段階の炎調整が楽しめます。起動時はNormalモードとなっております。
燃焼時の調整が可能となっております。

炎をECOモードにするにはECOボタンを押してください。ビープ音が2回鳴り、ECOボタンが点灯します

Normalモードに戻す場合はECOボタンをもう一度押してください。ビープ音がなりECOボタンが消灯しましたらNormalモードに
戻ります。

注意！炎の調整には時間がかかる場合がございます。
注意！本機が過熱の為熱くなりすぎた場合センサーが働きECOモードになる場合がございます。

消火

燃焼時コントロールパネル内のSTART/STOPボタンを押すとビープ音が鳴り赤色LEDが点滅を始めます。

赤色のLEDの点滅は本機が再度燃焼するためには温度が熱すぎることを示します。本機の冷えますと赤色のLEDの点滅は終わります。
燃料タンク内の燃料が残っていれば緑色LEDが点滅しそのままご使用頂けます。青色LEDが点滅していましたら燃料不足になりますので
給油が必要です。

消火後の再点火

コントロールパネル青色LEDが点灯してる場合は           　B.2の操作から行い点火してください。

コントロールパネル緑色LEDが点灯している場合は                次の操作が実行できます。

B.3の操作から行い点火します。

B.2からの操作にて燃料を補給しその後点火することが出来ます。

7



クイックスタート機能

クイックスタート機能をオンにすると点火の時間が早くなります。このクイックスタート機能は出荷時オンになっています。
この機能のオン/オフはコントロールパネル緑のLEDが点灯時にセット可能となっております。

クイックスタート機能をオフにするにはビープ音が4回鳴るまでECOボタンを押し続けます(約10秒間押し続けます)。

クイックスタート機能を再度オンにするにはビープ音が2回鳴るまでECOボタンを押し続けます。(約10秒間押し続けます)。

警告！クイック機能を有効にすると約60Wの待機電力を消費します。

表示と警告アラート

本製品は安全にご利用頂く為に様々な電子制御パーツが組み込まれています。

消灯

点灯

点滅

凡例
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表示とアラート

消火時-電源が入っていません。 本機に電源が正しく接続されているかご確認ください。

燃焼が確認できる-正常に作動
しています。

本製品より離れないでください(目を離さないでください)

本機は操作可能です。
(点火可能です) B.3からの操作を行って点火を行うことが可能です。

燃料がありません。

本機の起動

B.2からの操作にて給油を行ってください。

炎が出るのを待ちます。燃焼が始まってしばらくする
とランプが消えます。

再点火のタイミングが早か
ったり、本機が熱くなりすぎ
安全装置が働き操作できな
くなっています。

本機を冷やします。冷めるまでお待ちください。冷めま
すと赤色LEDが消灯し緑色LEDが点灯します。

燃料がなくなった為自動的
にオフになりました。

本機を冷やします。冷めるまでお待ちください。冷めま
すと赤色LEDが消灯し緑色LEDが点灯します。

給油可能です。

ビープ音がなったら満タン状
態です。

B.2からの操作にて給油を行ってください。

ホースを外します。青色LEDが消灯し緑色LEDが点
灯しましたら点火可能です。

燃料のこぼれ

給油中の場合自動で給油が止まります。そののちポンプ
を本機から外してください。コントロールパネルのSTAR
T/STOPボタンを押してビープ音を消してください。
こぼれた燃料を完全にふき取ってください。ふき取り後
1時間ほどお待ちください。再びアラームが鳴った場合
はどこかに燃料のこぼれが残っている場合があります。
それでもなおメッセージが出る場合は弊社までお問合
せ下さい。

オンにしても炎が出ない

操作エラー

START/STOPボタンを押してビープ音を消し、約10秒
間ECOボタンを押し続けます。再度メッセージが表示され
る場合は弊社までお問合せ下さい。

START/STOPボタンを押してビープ音を消し、約10
秒間ECOボタンを押し続けます。再度メッセージが表示
される場合は弊社までお問合せ下さい。

本製品の温度が10℃以下もし
くは重大な操作ミス

START/STOPボタンを押してビープ音を消し、約10
秒間ECOボタンを押し続けます。本製品の環境を温かく
してください。そののちにECOボタンを約10秒間押し続
けてください。再度メッセージが表示される場合は弊社ま
でお問合せ下さい。

タンクに燃料が多すぎる。

給油口ボルトを締めます。そののちSTART/STOPボタ
ンを押してビープ音を消し、約10秒間ECOボタンを押し
続けます。再度メッセージが表示される場合は弊社まで
お問合せ下さい。
給油口ボルトを締めます。そののちSTART/STOPボタ
ンを押してビープ音を消し、約10秒間ECOボタンを押し
続けます。再度メッセージが表示される場合は弊社まで
お問合せ下さい。

始動シーケンスまたは装置
の作業中に開けられた給油
口蓋
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•

•

日々のお手入れについて
お手入れをされる場合には必ずコンセントを外し電源を切ってください。また製品が十分に冷めてから作業を行ってください。
間違った内容で作業すると故障の原因となります。以下の内容をお守りください。

炎が出る部分は拭き取りは控えてください。汚れがひどい場合のみ柔らかい布に水分を含ませ傷がつかないようやさ
しくふき取ってください。
・清掃時には洗剤等はご使用しないでください。

お手入れは必ず大人の方が行ってください。
柔らかい布での拭き取り以外でのクリーニングは故障の原因となります。お控え下さい。

次の項目での故障は保証対象外となりますのでご注意ください。
・不適切な操作
・本製品の分解
・本製品の改造
・推奨燃料以外の燃料のご使用

廃棄とリサイクルについて

本製品はアルミニウム、スチール、プラスチック、電子基板等で製作されています。本製品を廃棄する場合は該当の自治体の指示従ってください。

技術的な問題やご不明な点がございましたらお気軽にリーベン株式会社にお問合せ下さい。

お問合せ
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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

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。

Prime fire logs
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