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

12 kg / 26,5 lbs
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31,2  m³ or please contact our Project Department for details
100 V 

Finish FIREPLACE: black powder coating
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特徴

仕様

寸法 設置離隔距離

不燃素材使用

※BEVテクノロジー ジョイント可能
リモコン（オプション）

イミテーション丸太（オプション）
電動給油ポンプ
LEDパネル
高性能安全センサー

炎の高さ調整２段階

燃料タンク容量

モデル名

継続燃焼時間

熱出力

最小部屋容積

重量

換気

電源



設置マニュアル

自動燃料ポンプ

リモコンサービスキット

重量
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•容積が118 m3 / 4168 ft3未満の場所には設置しないでください（45m2 / 489 ft2、高さ2.6 m / 8.53 ft）。

•部屋に複数のユニットを取り付ける場合、最小の必要容積は各ユニットに必要な容積の和になります。

•取扱説明書に従って地域や国のガイドラインを遵守する必要があります。

•平らな場所に本製品を置いてください。水準器を用いて水平を保ってください。

•設置に関してマニュアル、ガイドラインを確認し、必要な寸法に従って設計されなければなりません。
キャビティが異なる寸法を有する場合、調整が必要です。
インストールマニュアルに記載されているガイドラインに準拠してください。

•換気口や換気扇をふさがないでください。

•本体に装飾要素を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体を設置しないでください。

•爆発の可能性がある場所に設置しないでください。（塗料蒸気、産業粉塵など）

•可燃性のものは、半径1m以内に置かないでください。
本体のまわりで3.28フィート。カーテン、ネットカーテンなどの近くには置かないでください。

•屋外に本体をさらさないでください。製品は屋内向けです。

•湿度の高い場所に本体を近づけないでください。

•二酸化炭素（CO2）または乾式化学消火器を本体の近くにおいてください。

•本体は取り外し可能です。

•本体を設置する部屋には、効率的な換気が必要です。少なくとも1時間に1回は室内の空気交換を確保してください。

•完全かつ適切な取り付けの前に本製品を起動させないでください。

•製品を完全に設置する前に、燃料容器を満たさないでください。

•暖炉が設置される凹所は、２２．５Kg（４９．６ポンド）の耐荷重を持たなければなりません。

•本体は、子供、動物、許可されていない人の手の届かないところに保管してください。

•デバイスを移動体（例：自動車、ヨット）に設置しないでください。



- バーナー上の構造物は、非可燃性物質でなければならない。
- ハウジングに電源ソケットを接続し、本体を電源に接続します。

不燃素材を用いてください

不燃素材を用いてください

-本体から１メートル以内に可燃物を置かないでください。
-コンセント差込口の近くに設置してください設置する必要があります。

火災安全のために、いかなる状況下であっても、引火性物質を暖炉の半径1m（40インチ）以内に置かないでください。
また、この半径内に物を置いた場合、その製品寿命に影響を与える可能性があります。
メーカー及び販売店はその被害の責任を負いませんので予めご理解とご了承をお願いいたします。



本体を設置したら、電源に接続する必要があります。

不燃素材を用いてください

•本製品が正しく取り付けられていることを確認し、付属の説明書をお読みください。
•マニュアルを読む前に、燃料タンクを満たして装置を始動することは絶対にお止めください。
•本製品をハウジングから取り外す必要がある場合は、燃料が燃え尽きるまで待ってください。

ディスプレイが完全に表示 されたら、電源を切り、本製品をハウジングから取り出す事ができます

　
•この取扱説明書は、本製品をご使用中は保管しておいてください。



設置マニュアル
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装置の安全性を確保するために、リーベンバイオエタノール燃料を補充する必要があります
他のメーカーの燃料の使用は、装置の不適切な操作、損害、健康へ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。
推奨以外の燃料を使用した場合、メーカー及び販売会社はいかなる責任も負いません。

燃焼装置に直接燃料を注ぐことは禁じられています！
熱い（温度が下がっていない）本体に燃料を注ぐことは禁じられています！

ホットボックスは暖房器具ではありませんが、炎の美しさを使ったモダンな装飾器具です。

一般的な情報

燃料
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HOT BOXは本物の火を発生します。、以下のルールを守ってお使いください。

•指示に従って本体を設置する場合は、国内および地方の法令を遵守する必要があります。
•不適切なやり方で本製品を使用しないように、または必要以上に小さな容積の場所で使用しないように。
•本製品は屋内用ですので屋外では使用しないでください。
•電源を入れると、蒸気、二酸化炭素、熱が発生しますので、 1時間に１回は換気してください。
•10℃以下、30℃以上の温度では使用しないでください。
•風が吹きこむ場所、ファン、通気口などの近くに本体を設置しないでください。
•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。
•本体と燃料は、子供、ペット、許可されていない人の手の届かないところに保管してください。
•燃料は飲まないでください。禁じられています。皮膚や眼との接触を避けてください。
•可燃性物質は本体から１ｍ以上遠ざけてください。
半径１ｍ以内に可燃物を置かないでください。ブランドやカーテンの近くに置かないでください。
•二酸化炭素消火装置を装置の近くに設置する必要があります。
•本体は平らで水平で堅い場所に設置してください。
•本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ご使用はやめてください。
•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。
•炎に燃料を直接注入すると、装置に損傷を与え火災の原因となることがあります。そのような試みは
激しい発火の原因となり、火災やけがの原因となり、人命を脅かす可能性があります。
•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ときは、燃料フィラーの近くで操作しないでください。
•火傷や本体の損傷の恐れがある場合は、トレイに入っているコンポーネントを操作しないでください。
•電源が入っているときは、装置を動かさないでください。この装置は、燃料の完全燃焼後、電源から切り離さ
れているとき、およびそのすべての要素が冷却されているときに移動させる事ができます。
•電源を入れている間、大人の監督なしで放置しないでください。
•訓練を受けていないユーザーの、手の届かない場所に保管してください。
•装置の電源を入れ、指示のポイントIVの説明に従って使用する必要があります。
•装置の電源を入れている間、燃料の臭いがする場合があります。
•装置は連続運転には適していません。
注意！
•グローイングコイルは、1300℃の温度に加熱されます。触れたときや、電源を入れたときに火傷をする可能
性があります。
•作業中は、フレイムトレーが高温に加熱されます。フレイムトレイに触れないでください。
火傷の恐れがある領域。
•本体の最初の起動は、本体を正しくインストールしてマニュアルを読んだ後にのみ行うことができます。
•移動が必要な場合は、すべての燃料残量を燃焼させて水平に移動させ、傾か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ので、転送中にセンサを作動させることができる。この場合、
本体は完全に乾燥した後にのみ再度使用することができます。
本製品の修理や変更は禁止されています。修理は専門技術者のみが行うことができます。

安全性



このマニュアルには、ホットボックスの適切な操作に必要なすべての情報が含まれています。 
この取扱い説明書は本体を設置している間必ず保管しておいてください。 指示に従って装置を正しく設置した後でなければ、
装置の操作はできません。

操作

操作エレメント グローイングコイル

コントロールパネル

赤ランプ 青ランプ 緑ランプ

コントロールパネル

本体の初期起動

エコモード スタンバイモードから　START STOP 切り替える

炉

火格子

燃料フタ

サービスUSB入力がこの
下にあります。

1.コントロールパネルの青色のライトが点滅し、　 タンクに燃料がないことを示します。 燃料補給してください。

2.給油。 給油の場合は、ホットボックスに付属の自動燃料ポンプを使用してください。



ご使用になる前に、ポンプに記載されている説明書をお読みください。2.1。 
ホットボックスの右側にある燃料のフタを開きます。 ダイオードが音を発し点滅し始めます。

2.2。 金属製燃料ホースコネクタをフィラーフラップの下にある対応するソケットに取り付けます。 
適切に取り付けられた燃料コネクタはクリック音を出す必要があります。自動燃料ポンプの電源コードを給油口フラップの下にある対応するソケットに差し込みます。 両方を配置する必要があります彼らの場所にしっかりと。

2.3。 ポンプのチューブを外部の燃料容器に
セッティングします。

2.4。 自動ポンプを開始するには、手動でポンプを
数回プッシュします。



－

－

点滅する赤色のインジケータ は、本体が再起動するには暑すぎることを示します。本体が冷えると、メッセージ
は消えます。

タンク内の燃料の量に応じて、緑色のインジケータが点滅し、動作の準備ができているか、または青いインジケータは
燃料の不足を示します。

燃料がセンサーに達すると、自動燃料ポンプが作動します。

a）ホットボックスの燃料タンクがいっぱいになると、 LEDダイオードが点滅し　　　　始め、音が聞こえます。

b）外部燃料容器が空になる。この場合、チューブを別のフル容器に切り替えて開始することができます。
再び点2.4から。給油を終了して燃料ポンプを取り外してください（2.5を参照してください）。

2.5。給油を終了したい場合は、電源コネクタを取り外します。燃料ホースコネクタを持ち、金属を押してください
その下のプレート（赤丸でマーク）コネクタが解放されます。燃料はタンク、本体内にまだ存在する可能性がある
のでご注意ください。

燃料フィラーの蓋を閉じます。
フューエルフィラーフラップを閉じると、ホットボックスのLEDが次のように表示されます：

- HOT BOX is ready to use（ホットボックスを使用する準備ができています）

- fuel level is too low .Please refuel starting from point 2.1
（燃料レベルが低すぎます。 2.1から給油してください。）

注油中は燃料をこぼさないように注意してください。燃料がこぼれると、エラーメッセージが表示されることがあります。
手順Fに進み、表示されているガイダンスに従います。こぼれが過剰な場合は、電源を切ってください。

３．本体の起動。コントロールパネルの緑のインジケータが点滅します。

3.1。コントロールパネルまたはリモコンのSTART / STOPボタンを押して、音声信号が聞こえるまで押し続けます。 
3.2緑のLED （READY）が点滅を開始し、装置の始動を示し、グローコイルが光り始めます。炎が立ち上がるまで待って
ください。

3.3。表示が（WORK MODE)作業モードの間、緑色のインジケータが消灯し、炎が現れ始めます。
燃料を使い果たすか、ユーザが装置を無効にするまで自動的に燃焼します。

C)火炎サイズ規制　HOT BOXは、NormalとECOの2つのモードで動作します。装置は常にNormalサイズで始動し
ます。
後ほどNormal,ECOの切り替えが可能になります。

炎の高さを低くするためにには、コントロールパネルのECOボタンを押してください。ビープ音が2回鳴り、
強調して表示されます。

炎を通常の高さに戻すには、コントロールパネルのECOボタンを押すと、ビープ音が鳴り、バックライトが消灯します。
その時はノーマルモードになっています。

注意！炎の調整にはしばらく時間がかかる場合があります。

注意！デバイスの過熱の危険がある場合、デバイスは単独でECOモードに切り替わります。

D）電源OFF（装置の消火）
コントロールパネルのSTART / STOPボタンを押します。ビープ音が2回鳴り赤いインジケーターが点滅し始めす。



インジケータが消灯している

インジケーターが点滅しています

インジケーターが点滅します

E.その後の再始動

コントロールパネルの青色のFUELインジケータが点滅している場合は、B.2点から製品を起動してください。
コントロールパネルの緑のREADYインジケータが点滅している場合は、次の操作を実行できます。

•B.3点から製品を稼働させる。

•フィラーボルトを開きます。

- 青いインジケータが点滅し、ビープ音が断続的に鳴る - タンクがいっぱいで、それ以上燃料を注ぐことができない！
燃料充填用ボルトを閉じて、B.3項に従って進めます。

- 青いインジケータが点滅します - 燃料補給（B.2項参照）と装置の電源を入れます（B.3項を参照）
ボルトを締めて、B.3のポイントに従って本体を作動させてください。

F.クイックスタート機能（ファーストスタート機能）
クイックスタート機能をオンにすると、本体の起動中にフレームの待ち時間が短くなります。 

START UP機能は、コントロールパネルの緑色のLEDが点灯しているときにのみオンまたはオフにすることができます
。

FAST STARTを無効にするには、ビープ音が4回鳴るまで、ECOボタンを約10秒間押し続けます。
ファーストスタート機能を再度有効にするには、ビープ音が2回鳴るまで、ECOボタンを約10秒間押し続けます。
警告！ FAST START機能を有効にすると、本製品は60Wのエネルギーを消費します。

G.情報及び警告アラート
安全性を高めるために、ホットボックスには操作を安全に保つための電子システムが装備されています。危険な場合
本製品はすぐにアラームを鳴らします。



火が見えない場合 - NO
パワー。

本体が電源に正しく接続されていることを確認する
供給。

稼働（燃焼中）中、監視する大人をおいてください。炎が確認できたら本体は
稼働中です

準備完了です

タンクに燃料がありません

本体の初期起動 炎が現れ、ランプは消えます

B.3節に従ってデバイスを実行できます

B.２の項目に従って燃料を充填する

本体を再起動するには許容温度
を超過しています

本体を冷却させます。冷却した後、赤いインジケータが
消灯し、緑色のインジケータが消灯します。
点滅を開始します

本体は自動的に
燃料の不足のためにオフになる

給油の準備ができました

燃料タンクがいっぱいです。

燃料のこぼれ

取扱いエラー

タンクに液体が多すぎます

B、２の項目に従い燃料を充填する。

本体を冷却させます。装置を冷却した後、
赤色のインジケータが消灯します

燃料ホースを外します。フィラーボルトを閉じます。青色
インジケーターが消灯し、緑色のランプが点滅します。

燃料補給プロセスが進行中の場合、自動的に停止する。
次に自動ポンプを外します。
コントロールパネルのSTART / STOPボタンまたは
サウンドをオフにする。燃料がこぼれた場合
電源をOFFにする必要があります。
残りの燃料を蒸発させるために少なくとも1時間待つ。
燃料充填ボルトを閉じます。アラームが鳴る場合は
もう一度やり直してください。
それでも問題が解決しない場合はサービスまで
連絡ください

許容可能な装置動作温度を
超えています

アラームの開始時にアラームメッセージが表示された
場合本体を停止するには、START / STOPボタンを押します。　
ECOボタンを約10秒間押し続けてください。
メッセージが再度表示された場合は、サービスにお問い合わせください。
START / STOPボタンを押してサウンドをオフにし、EC
Oボタンを約10秒間押し続けます。メッセージが再度表示
された場合は、サービスにお問い合わせください。

本体温度10℃以下または
操作エラー

START / STOPボタンを押して音を消します。
本体が高い周囲温度になるまで待ちます。
ECOボタンを約10秒間押し続けます。
メッセージが再度表示された場合は、サービス
にお問い合わせください。

フィラーボルトを閉めます。 START / STOPボタンを
押して音を消します。約10秒間ECOボタンを押し続けて
ください。それでもダメだったらサービスに電話してください。

フィラーボルトを閉めます。 START / STOPボタンを
押して音を消します。約10秒間ECOボタンを押し続けて
ください。それでもダメだったらサービスに電話してください。

フューエルフィラーリッドオ
ープン始動中または本体の作
業中（操作中）



•
•

VI。廃棄およびリサイクル

この製品には、アルミニウム、スチール、プラスチック、エレクトロニクスの部品が使用されています。本体を廃棄する必要があ
る場合は、あなたの国の廃棄に関する法規に従ってください。

V.クリーニングとメンテナンス

クリーニングの前に本体の電源を切ってください。本体温度が周囲温度に近づくまで待ちます。
以下の規則を遵守してください。

炉をコーティングするラッカー（塗料）は耐摩耗性がありません。表面を拭くことは推奨されません。
炉を柔らかい布と水できれいにして、亀裂や傷がつかないようにしてください

掃除機を購入したり掃除をするときは、必ず環境を守ってください。メーカーから許可されていない人が装置の内部を掃除する
ことは禁じられています。
製造元は、通常利用できない部分を清掃することを禁じています。
製造元は、次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（非手動）

■お客様による解体、分解

■変更を試みる

■リーベン　バイオエタノール燃料以外のご使用

VII。 サービス
技術的な問題やご質問がある場合は、お気軽に販売店にお問い合わせください。



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。

Hot box
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