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Lincoln
6,0 L / [US] 1,58 gal / [UK] 1,32 gal

8,5 - 15 h
2,5 - 4,4 kW / 8515 - 14908 BTU

57 kg / 126 lbs
min. 1/h

43,7m³  or please contact our Project Department for details
100 V (electric socket)

Finish FIREPLACE: Black structural powder coating
FIREPLACE BUILDING : MDF lacquered polyurethane RAL 9003 

GLASS SHIELD: tempered glass

伝統的な暖炉の造りをした最新機種

特徴

仕様

寸法 設置離隔距離

※BEVテクノロジー

※BEVテクノロジーとはプラニカ社が開発した燃焼効率を高める技術

リモコン（オプション）

電動給油ポンプ
LEDコントロールパネル
高性能安全センサー
炎の高さ調整２段階可能

モデル名

燃料タンク容量

継続燃焼時間

熱効率

重量

換気

最小使用部屋容積

電源

自立型



ユーザーズマニュアル
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本製品を取り扱う前に必ず本書をお読みになり内容に従い取付、操作を行ってください。

目次
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I.本製品について

本製品は暖房用器具ではございません。観賞用として炎を楽しむことが出来ます。
また革新的な技術にてより安全に炎を楽しむことが出来ます。

II. 燃料について

本製品の燃料としてリーベン販売のバイオエタノール燃料のご使用をお勧めしております。
他のバイオエタノール燃料をご使用の場合保証を適用することが出来ない場合がございます。
ご了承ください。
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III. 安全にご使用頂く為に

本製品は実際の炎を発生させます。安全にご利用頂く為に以下の項目を必ずお守り頂き、正しく設置、操作を行ってください。

・本製品を設置する場合、各都道府県における条例等をご確認頂き、指示に従い設置を行ってください。

・設置マニュアルに従い不適切なご使用方法や規定以下の広さの部屋に設置、ご使用しないでください。

・屋外に設置しないでください。本製品は屋内専用です。

・本製品を起動しますと蒸気、二酸化炭素、熱が発生致します。その為1時間に1度お部屋の換気を必ず行ってください。

・本製品は室温10℃～30℃にてご使用ください。

・本製品のファンや通気口などの近くに物を置いたりふさいだりしないでください。

・爆発する可能性のある部屋や避難通路には設置しないでください。

・本製品と燃料は子供やペットの手の届かないところに置いてください。

・燃料は飲まないでください。燃料に触れたり目に入った場合は速やかに洗い流してください。

・本製品の1mの範囲内（背面は除く）に可燃物を置かないでください。またその範囲内にカーテンやブラインド、スクリーンカーテンが入らないようにしてください。

・バーナーの上に物を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。

・本製品は平らな場所でぐらつき等ない場所に設置してください。

・本装置を傾きのある場所に設置した場合誤作動、破損、火災の原因になります。

・燃料はリーベン取り扱いのバイオエタノール燃料をご使用ください。

・燃料を加熱しないでください。

・給油時や燃料タンクから燃料がこぼれた場合、本装置を起動させないでください。

・火災が発生しますのでバーナー部分より給油を行わないでください。給油の際は必ず給油口から給油を行ってください。

・電源が入っている場合は本製品を布等で覆わないでください。

・電源が入っているときは給油口近くで操作、作業を行わないでください。

・電源が入っているとき火傷や装置の損傷の恐れがありますので本製品の火室部分に手や物を入れないでください。

・電源が入っているときに本製品を移動しないでください。移動させる場合は燃料を空にして頂き、電源を切りすべてがさめた状態で行ってください。
また移動時に本製品を傾けないでください。

・本製品稼働時は必ず大人の方が付き添ってください。

・保管する場合は子供やペットの手の届かないところに保管してください。

・装置の電源を入れ本書の内容に従い操作を行ってください。

・本製品起動時に燃料のにおいがする場合がありますが故障ではありません。但し匂いがし続ける場合はご使用を中止しお問合せ下さい。

・本製品の長時間の連続運転はお控え下さい。安全装置が作動し強制消火される場合がございます。その場合は本書をご参照の上指示に従って
ください。

注意！
・点火コイルは1300℃に加熱されます。電源が入っているときは触らないでください。

・本製品燃焼中はバーナートレイが高温になります。火傷の恐れがありますので触らないでください。

・本製品を起動する場合、本書と設置マニュアルをよくお読みになり手順に従い行ってください。

・本装置を移動、輸送される場合には必ず燃料を抜き水平に保ったままにしてください。燃料が残ったまま本装置を動かしますと再度電源を入れた
時にセンサーが働き燃料を抜いてからしか再起動できません。

装置の修理や改造はお客様にて絶対に行わないでください。修理が必要な場合は一旦弊社にお戻し頂き専門の技術者が行います。
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START
STOP

READYFUELHOT

ERROR
PAT.
PEND.

ECO

コントロールパネル

オートマチックポンプ

コントロールパネル

給油中に必要
な緑色ボタン

IV. 操作について
操作前に必ず本書をお読みになり本書を大切に保管してください。
本製品の操作は必ずマニュアルに従い行ってください。

点火コイル ファイアグレート装飾薪炉
コントロールパネルとオートマチックポンプ（本製品右側キャビネット内）

キャップ下の
USBポート

赤ランプ 青ランプ 緑ランプ

エコモード
START/STOPスイッチ
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FUEL

FUEL

B. 本製品初期動作について（起動）
１．コントロールパネルの青ランプが点灯し            燃料が空であることを確認してください。
そののちに給油を行ってください。

2. 上部の緑ボタンの「I」側を押します。コントロールパネルの青ランプが点滅 が始まりましたら
給油の準備完了です。

3. 給油します。備え付けのオートマチックポンプをご利用ください。

3.1. 直線チューブをお持ちいただきポンプが固定されているプレート
を画像のように押し下げ、赤丸部分よりホースを外します。
ホースを抜き取る場合はホース内に燃料が残っている場合がござい
ますのでご注意ください。

   3.2. 燃料の入っているタンクにポンプを挿入してください。

   3.3. 自動ポンプを始動するには、信号音が鳴るまでゴム製の
      手動ポンプにて燃料を送ってください。数回して頂きますと
      燃料が満たされ自動給油が始まります。

黒いボックス内のセンサーまで燃料が到達しますと自動給油
が開始されます。
次の場合自動給油が停止します。

a) 本製品の燃料タンクがいっぱいになり、          青ランプが
点滅し始めゆっくり間隔の信号音がなります。
給油完了となります。

b)外部の燃料タンクが空になる。燃料の入っているタンクに入
れ替えて頂きB 3.2からの操作を行ってください。
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READY

FUEL

READY

HOT

3.4. 給油が終わりましたらホースをキャビネット内のもとの位置に戻してください。

コントロールパネルのインジケーターは次のように表示されます。

              点火可能です。

             燃料が少なすぎます。再度燃料給油をお願いします。

4. 本製品を起動(点火)します。コントロールパネル内の緑ランプ             点灯します。

警告！
オートマチックポンプが元の位置に戻っていることを確認してください。(ポンプチューブが元の金属
プレートに差し込まれていることを確認し、プレートも元に戻っていることを確認して下さい)

    4.1. START/STOPボタンを信号音が鳴り出すまで押し続けてください。

    4.2 緑ランプのREADYが点滅を開始します。点火コイルが熱をもち光りだします。炎が出るまでしばらくお待ちください。

    4.3. 本製品が作業中になりますと緑ランプは消え燃焼が始まります。燃料がなくなるか、START/STOPボタンにてストップ
          するまで燃焼し続けます。

C. 炎サイズ調整について

本製品は通常モード、ECOモードの2段階の炎の調整が出来ます。起動時には通常モードになっています。
燃焼中にモードを切り替えることが可能です。

炎の高さを下げるにはコントロールパネルもしくはリモコンのECOボタンを押します。ビープ音が2回
鳴りECOボタンが光りましたらECOモードにて燃焼が始まります。

通常モードに戻すにはECOボタンを押して頂きビープ音が鳴りECOボタンが消灯します。通常モード
に復帰します。

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！長時間の連続燃焼等で本製品が過熱の危険がある場合、自動でECOモードに切り替わる場合が
あります。

D.消火について

コントロールパネルまたはリモコンのSTART/STOPボタンを押します。ビープ音が2回鳴り、赤ラン

プが点滅を始めます。 

赤ランプの点滅は本製品がさめるまで続きます。本機が冷えますと点滅が終わります。タンク内の燃料
の残量によって緑ランプが点灯しスタンバイ状態になるか、青ランプが点灯し給油をお知らせします。

E.消火後の再起動について
コントロールパネルの青ランプ(FUEL)が点灯している場合、B.2からの手順にて起動してください。
コントロールパネル緑ランプ(READY)が点灯している場合は次の操作が出来ます。

・ B.4から本製品を起動できます。

青ランプが点滅しビープ音が断続的になります。燃料タンクが満タンの意味になります。
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READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

HOT

HOT

HOT

F.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炎が出るまでの時間を短縮できます。

クイックスタート機能はコントロールパネルの緑ランプが点灯時に操作(オン/オフ)できます。

クイックスタート機能をオフにするにはECOボタンをビープ音が4回鳴るまで押します(約10秒間)

クイックスタート機能をオンにするにはECOボタンをビープ音が2回鳴るまで押します(約10秒間)

警告！クイックスタート機能を有効にしますとスタンバイ状態で100Wの電力を消費します。

G. コントロールパネルの表示

本製品は安全性を高めるために電子システムが装備されています。危険な状況が発生した場合はセンサーが起動します。

光り方の表示

　　消灯

　　点灯

 　　　点滅

１

2

3

4

5

6

コントロールパネルの
ランプ 内容

表示とその内容

対応手順

音声信号

音
続
継

音
続
断

炎が出ていない場合
-電源オフ

電源が正しく接続されているか確認をしてください。

炎が出ている　-正常燃焼中

待機中

大人の方が必ずそばにいてください。

本書B.4を参照の上操作を行ってください。

燃料が入っていません。 本書B.2を参照の上給油を行ってください。

初期起動 炎が出るまで待っていただきます。点火されましたら
消灯します。

本製品を冷ましてください。冷却が完了しましたら赤
ランプが消灯し緑ランプが点灯します。

本製品が熱くなりすぎたり、
消火直後で加熱された状態
になります。

タンクに燃料が入っていない為
自動的に消化された状態に
なります。

本製品を冷まします。冷却が完了しましたら赤ランプは
消灯し青ランプが点灯します。
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READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

READYFUELHOT

7

8

9

10

11

12

13

14

×

×

×

×

×

×

×

給油可能な状態です。 本書B.3に従い給油を行ってください。
(緑ボタンの”I”を押してください)

燃料が満タンです。
燃料が満タンですのでそれ以上は給油を行わないでくだ
さい。本書B.3、B.4に従いポンプをもとの位置に戻してくだ
さい。緑ボタンの”〇”を押します。青ランプが消灯し、緑ラン
プが点灯します。

燃料漏れ

給油中の場合は自動的に給油がストップします。コントロール
パネルもしくはリモコンのSTART/STOPボタンを押して音声を
消します。ホースが正しく接続されているか確認をお願いします。
電源をお切り頂きこぼれた燃料をふき取ってください。内部に
燃料が入り込んだ場合は乾くまで1時間お待ち下さい。
そののちECOボタンを約10秒間押してください。
アラームメッセージが表示される場合はしばらくお待ち
ください。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

なかなか炎が出てこない
本製品起動中にアラームメッセージが表示された場合はコントロ
ールパネルもしくはリモコンのSTART/STOPボタンを押して音声を
消し、ECOボタンを約10秒間押してください。メッセージが再度表示
される場合は弊社までお問合せ下さい。

操作エラー
コントロールパネルもしくはリモコンのSTART/STOPボタン
を押して音声を消し、ECOボタンを約10秒間押してください。
メッセージが再度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℃未満また
は重大なエラー

コントロールパネルもしくはリモコンのSTART/STOPボタ
ンを押して音声を消し、室温を上げてください。適温になり
ましたらECOボタンを約10秒間押してください。メッセージ
が再度表示される場合は弊社までお問合せ下さい。

燃料タンクの燃料が多すぎます。
コントロールパネルもしくはリモコンのSTART/STOPボタン
を押して音声を消し、ECOボタンを約10秒間押してください。
メッセージが再度表示される場合は弊社までお問合せ下さい。

コンソール内の緑ボタンの故
障もしくは操作、起動中にボタ
ンが切り替えられた。

コントロールパネルもしくはリモコンのSTART/STOPボタン
を押して音声を消し、ECOボタンを約10秒間押してください。
メッセージが再度表示される場合は弊社までお問合せ下さい。

燃料ポンプに問題がある可能
性があります。

コントロールパネルもしくはリモコンのSTART/STOPボタン
を押して音声を消し、ECOボタンを約10秒間押してください。
メッセージが再度表示される場合は弊社までお問合せ下さい。
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•
•

V. 本商品のメンテナンス

お手入れをされる場合は必ず電源を切ってください。消火後すぐは熱くなっています、冷めるまでお
待ちください。
メンテナンスに関しては以下の内容をお守り頂き作業を行てください。

　　　火室内塗料は対摩耗性には強くありません。頻繁にふき取りを行わないでください。
　　　十分に湿らせた柔らかい布で傷がつかないように拭き取ってください。

本製品の扱いが慣れた方のみ内部の掃除をなってください。
本製品は稼働品部分や使用しない部分の清掃は想定されていません。ご了承ください。
製造元は次の要因による故障や破損につきましては保証致しません。

■不適切な操作(本紙にない操作)

■お客様による分解

■改造

■推奨している燃料を使用してください（リーベン　バイオエタノール燃料）

VI.廃棄について

本製品はアルミニウム、スチール、プラスチック、基盤にて構成されています。廃棄される場合は各市
町村の処分方法に基づき行ってください。

VII. Service
アフターサービス

技術的な問題やご不明点がございましたらお気軽に販売店もしくはリーベン株式会社までお問合
せ下さい。
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設置マニュアル

アダプター

付属品

固定部重量

×



!

・64m3/2260ft3(25m2(天井高2.6m)/265ft2(天井高8.53ft)）以上の部屋に設置してください。

・必ず取扱説明書の内容をお守りください。また設置の際は各都道府県の条例に従い設置をお願いします。

・本製品を設置の際は必ず水平器をご使用になり、平らな場所に設置をお願い致します。

・換気口や換気扇をふさがないでください。

・本製品のバーナー上もしくは周りに物を置かないでください。

・風のあたるファンや通気口などの近くに本製品を設置しないでください。

・爆発物のある場所でのご使用はお控え下さい。

・可燃性のものを周囲半径1m以内に置かないでください。またカーテンやレースカーテンのそばに設置し
ないでください。

・本装置は屋内専用です。屋外での使用はお控え下さい。

・湿度の高い場所でのご使用、保管はおやめください。

・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。

・燃焼中は熱、水蒸気、CO2が発生するため1時間に1度換気を行ってください。

・設置前に本製品を作動させないでください。

・設置前に燃料を給油しないでください。

・本製品の熱気を複数の部屋に送る場合、各部屋の合計の容積(広さ)に注意してください

・バーナーが取り付けられている基板の荷重容量は130 kg / 286.6 lbsに耐える設計にしてください。

・本装置を設置する場合は子供やペットの手の届かないところに設置をしてください。

・乗り物(ヨットやキャンピングカー)への設置はしないでください。



A本製品は100V電源が必要なので電源(コンセント)を確保してください。

本製品を設置される場合、後ろの壁には不化燃性の素材をご使用ください。

本製品の1m以内に可燃物が入らないようにしてください。

                    警告！
本製品は床に設置してください。家具や棚の上に置かないでください。



ページ4
換気を適切に行って頂く為に本製品両側に0.5mのスペースを空けてください。

設置
1.本製品を設置個所にセットします。
2."C"のビスネジで"B"のプレートを火室内で固定します。

3. 付属のアクセサリー石"D"を網柵内に広げてください。



4. 演出用炭線"E"はお好きな場所に設置をお願いします。演出効果を高めるには炎の上に設置することを
お勧めします。※この演出用炭線(ファイバーライン)は時間と共に燃え尽きるので消耗品となっております。
その為保証対象外となっております。ご了承ください。

5. 必ずガラスシールドを取り付けてください。ガラスの取付方法は以下をご参照ください。

6.コンセントに電源を接続します。



・取扱説明書をご参照頂き本製品が正しく取付出来ていることをご確認ください。

・取扱説明書をお読みになる前に給油を行わないでください。

・本製品の設置場所を変えられる場合必ず燃料タンク内の燃料は使い切ってください

(インジケーターの　　　　　　が点灯しているか確認してください。)

・燃料が残ったまま移動しますと火災の原因となります。そののちに電源をお切りください。

・この取扱説明書は必ず保管してください。

警告



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。

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。

Lincoln
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