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最も理想的なワインセラーで
ありつづけること。

ユーロカーブワインセラー
40 年のノウハウ

Pascal MARCHAND
- C.E.O EuroCave Group

私たちが世界で最初のワインセラーを誕生させたのは 1976 年。

40 年以上を経た今も変わらずに持ち続けているのは

ボトルに込められた『造り手の想い』を守りたいという熱意です。

そうした想いを大切にしながら、

「保存に関する技術」、「デザインの洗練」、「自然環境への配慮」など、

常にその質の向上を追求し続けました。

そして今も、創業当時から変わらずに持ち続ける想いと、

変わり続けることへの勇気の結晶。

それがユーロカーブのワインセラーです。
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ワインの保存にとって大切なのは、な
るべく一定の温度（10 〜14℃）をなだ
らかに保ち続けることです。ユーロ
カーブのワインセラーは、冷却と加熱
の両機能が備わっているため、暑さ厳
しい夏だけではなく、寒い冬の季節に
至るまで、年間を通じて常に安定した
状態を保つことができるのです。

極度の乾燥は、コルクに悪影響を与
える恐れがあります。ユーロカーブは、
ワインに最適とされる 50％以上の湿
度を保てるよう、特別な庫内壁を備え
ています。また、空気が乾燥する季節
においては、保湿材で調整可能です。
＊詳細は P.32 をご参照ください。

ユーロカーブの庫内は、フィルターを装
着した上部の通気孔から空気を浄化し
ながら取り込み、下部の孔へ排出する
ことで、常に新鮮で清潔な空気が流れ
ています。これによって庫内の微生物
の繁殖などを抑え、ワインのコンディ
ションを長く、健全に保つことができ
るのです。

振動は、ワインの熟成を妨げるだけで
なく、味わいのバランスが崩れること
にも繋がります。ユーロカーブでは独
自の振動排除システム（VES）を開発
し、振動の原因となるコンプレッサー
を本体から分離できたことで、ボトル
へ振動が伝わるのを極々微かに留める
ことに成功しました。

ワインの本場フランスを始めとして、 

日本においても愛され続けてきたユーロカーブ。

40 年以上もの間、多くのレストランや

ワイン愛好家の方々から支持されているのには理由があります。

ワインの保存に大切な10のテーマを紐解きながら、

ユーロカーブの様々な特徴をご紹介します。

ユーロカーブの引出し棚には、「ソムリ
エの手」という可動式の受け皿が付属
し、様々なサイズのボトルを効率良く
収納することができます。なかでも、
レヴェラシオンに搭載されている棚
は、動きもなめらかで、受け皿にも振
動を極限に抑える素材を使用している
ため、ソムリエがワインを扱うような
優しさをセラーに備えています。

黒い鏡のように煌めくブラックピアノ
と名付けられた扉や、ユーロカーブ
のロゴマークが装飾されたガラス製
の取っ手に象徴されるように、ユーロ
カーブの扉はデザイン性を重視してい
ますが、実はその断熱性や、密閉性の
高さにもこだわることで、さらなる熱
効率の向上にも成功しています。

ワインを収納するときに困るのがボト
ルごとのサイズの違いです。ユーロ
カーブのワインセラーは棚位置の高さ
調節が可能なだけでなく、各棚ごとに
用意されているボトルの受け皿（ソム
リエの手）がスライドできるため、様々
な形状のボトルを、数多く安定した状
態で収納することができます。

ワインセラーとしてのクオリティーの
向上は、自然環境にも配慮することへ
と繋がりました。ノンフロンガスの冷
媒を使用し、断熱材や密閉性の高い扉
を採用することで、地球温暖化への負
荷を軽減しています。EU エネルギー
ラベルも、ワインセラーとしては稀有
な A や A ＋を取得しています。

ワインのコンディションにおいて、もっ
とも大切なのは、急激な温度変化を防
ぐことです。ユーロカーブは約 2mの
土壁にも匹敵する高密度の断熱材を採
用することで、庫内の温度変化を防ぎ
ます。こうした断熱性の高さは節電に
も繋がるため、地球にとっても優しい
大切な性能なのです。

「Origine France Garantie」このラベル
はフランス製であることの証しであ
り、消費者に対してその品質と信頼性
を証明するものです。ユーロカーブの
ワインセラーは、40年以上に渡って蓄
積したセラー製造の開拓者としてのノ
ウハウを活かし、厳密な審査を経て、
この保証を取得しました。

四季を通じて一定の温度
を保つ秘訣とは

ワインのための
最適な湿度環境

健全なワインは健全な
空気環境に宿ります

振動を防ぎ、ワインを
安らかに保管します

ソムリエがワインを扱う
丁寧さを求めて

ワインセラーの入り口、
扉へのこだわり

形が異なるワインを
効率よく収納するために

地球環境にも優しい
ワインセラーを目指して

ワインにも地球にも
優しい断熱性能

ワインの聖地、
フランス製保証の意味

温 度 湿 度 通 気 振 動

棚 扉収容性 省エネ断 熱 フランス製保証

Température Hygrométrie Aération Vibration

Clayette PorteCapacité Isolation Economise d'énergie Label Origine France Garantie

ユーロカーブならではの
特徴を紐解く
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1. シリーズ

2.サイズ

3. 収容本数目安

6. 湿度表示

7. 価格帯（税別）

4.ドアタイプ

5. 温度

8. 棚

スタンダード

オプション

S SS SS

ー ー38 本

M MM

ー ーー

L LL

182 本 150-182 本118-164 本

フルガラス フルガラスフルガラス ガラス（黒 / 赤） ガラス（黒 /赤）／標準フルガラス フルガラス/ブラックピアノ

1 温度1 温度1 温度1 温度1 温度 2 温度 多温度

ソムリエの手引き出し棚 CS2 ソムリエの手引き出し棚 CS ソムリエの手引き出し棚 MS ソムリエの手引き出し棚 CS ソムリエの手引き出し棚 CS

ディスプレイキット CKディスプレイキット CK ディスプレイキット CKディスプレイキット MK

貯蔵棚 SU 貯蔵棚 SU

貯蔵棚 SU

ディスプレイキット CK貯蔵棚 SN

テイスティング棚 D テイスティング棚 D テイスティング棚 D

○ ○○○ ×

￥920,000 ￥380,000-￥599,000 ￥744,000-￥777,000￥526,000 - ￥777,000 ￥395,000-￥644,000

74 本 74 本

M M

141-170 本 141-169 本

L L

182-204 本 182-213 本

5-11℃

9-15℃8-20℃ 8-20℃8-20℃8-20℃
18℃

8℃15-20℃

〜

Revelation 6000Compact59Pure Première
レヴェラシオン 6000 シリーズコンパクト 59ピュア プルミエシリーズ

p.10 p.20p.14p.12 p.16省エネ 省エネ省エネ 省エネノンフロン ノンフロンノンフロン ノンフロン

シリーズ別比較表    

最上級モデルだけが放つ
至高の輝き

選べる棚と温度帯
プロユースの上級モデル

スリムで省スペース
長く愛され続ける名機

最先端の技術を導入した
フラッグシップモデル

シンプルながら高性能な
エントリーモデル

収容本数、価格、設置スペース、特徴的な性能、外観等、
ワインセラーを選ぶ方のポイントはさまざまです。
各シリーズの特徴を簡潔にまとめたこちらの比較表で、
お好みに合ったシリーズの紹介ページへお進みください。

シリーズ毎の比較で
お好みのワインセラーを

Tableau comparatif de série
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ディスプレイキット CK

各棚詳細については、
P24【ユーロカーブこだわりの棚】を
ご参照ください。

●下記棚もオプションで追加可能です。

Revelation ※ 詳細は P.28

Revelation 最上級モデルだけが放つ至高の輝き

レヴェラシオン ワインを健全に保存するためのすべてが詰め込まれたレヴェラシオン。

暖かでエレガントなライティングも装備することで、

充実したワインライフに彩りを添えてくれます。

レヴェラシオンのライティングは、暖色系の光が上から下へとグラデーション状に
扉の縁を彩ることで、ガラス越しに映るワインだけでなく、設置されたお部屋の
雰囲気も、より一層エレガントに引き立たせてくれます。Revelation ※ 詳細は P.28

便利なツールも演出の一部に優しく滑らかな動きの引き出し棚

どの位置にどんなワインを収容したのかひと
目で分かるよう、引き出し棚前面に取り付け
可能な黒いスチール製のタグをご用意しまし
た。付属のペンは水拭きで消えるので繰り返
しのご使用が可能です。

レヴェラシオンに付属する引き出し棚は、ソ
ムリエの手（ボトルの受け皿）を縁取る柔ら
かなゴム素材により振動を吸収し、専用の棚
レールは、とても滑らかにスライドするよう
に設計されています。

付属棚（※型式により枚数は異なります）

ソムリエの手引き出し棚 CS2

Revelation

※ マークの詳細は P4【10の回答】をご参照ください。

出力_69004645_ユーロカーブ総合カタログ2017-2018.indd   10-11 2017/10/26   16:47:49



12
13

In
di

vi
du

el
s

Re
ve

la
ti

on
Pu

re
C

om
pa

ct
59

Pr
em

iè
re

付属棚（※型式により枚数は異なります）

ソムリエの手引き出し棚 CS

テイスティング棚 D ／ディスプレイキット CK

各棚詳細については、
P24【ユーロカーブこだわりの棚】を
ご参照ください。

●下記棚もオプションで追加可能です。

貯蔵棚 SU

Pure 最先端技術を導入した
フラッグシップモデル

ピュア

高級感を演出する扉
「Black Piano ~ブラックピアノ~」

EU エネルギーラベル A+

漆黒の扉表面にガラスを施すことで、室内に奥行きをもた
らすことのできる高級感のある扉ができました。また、扉
内部にも断熱材を使用することで、最も断熱性に優れたモ
デルとなっています。

EU 加 盟 国によるエネルギー消 費 や
性 能 に 関 する統 一 評 価 基 準、 それ
が EU エ ネル ギ ーラベ ルで す。G か
ら最 上 位の A+++ までにランク分け
されたなかで、ユーロカーブとしては
最 も 優 秀 な A+ を 取 得 してい ま す。 
(Pure-L-T-BlackPiano/Pure-L-C-BlackPiano)

Pure-L-C-PTHF Pure-M-C-PTHF Pure-S-C-PTHF

Pure-S-C-PTHF ※ 詳細は P.28

※ マークの詳細は P4【10の回答】をご参照ください。

「ソムリエの手引き出し棚」による振動の吸収や収容性の高さに加え、

断熱性の向上など自然環境にも配慮されたピュアは、

バランスよくあらゆる最新技術を取り入れた、

ユーロカーブの新しいハイスタンダードモデルです。

出力_69004645_ユーロカーブ総合カタログ2017-2018.indd   12-13 2017/10/26   16:48:02



In
di

vi
du

el
s

Re
ve

la
ti

on
Pu

re
C

om
pa

ct
59

Pr
em

iè
re

14
15

Compact59 スリムで 省スペース
愛され 続ける名 機コンパクト 59

キッチンカウンター下にも
収まるサイズ

本来は床置き用のワインセラーですが、そのサイズ感か
らカウンター下へのビルトインセラーとしても高い人気を
誇っています。ビルトイン時は設置条件がありますので
ご注意ください。

□ ビルトイン時の通気孔　施工例

例1）収納家具の中に納めるケース等
家具上面を作業台として使用しない場合

例 2）キッチンカウンター下に納めるケー
スのように、家具上面を作業スペースと
して使用する等、上面への通気孔設置が
困難な場合

いずれの場合もワインセラーの背面には、
以下放熱スペースが必要です。
○ コンパクト 59 V059 : 30mm
○ 上記以外           ：80mm

ワインセラーを家具等にビルトインされる際は、ワインセラー背面に熱がこもらないよう、通気孔の
設置が必要です。ワインセラーの上面（例１）、背面（アイランドキッチンの場合等）、側面（例２）等
のいずれか１箇所以上に通気孔を設けてください。ビルトイン施工時はホームページまたはお電話
にて承認図をご請求ください。

コンパクトな見た目でも
収容量はたっぷり

ユーロカーブで最もスリムなシリーズです。奥行きが小
さくてもボトルを前後 2 列に収納。省スペースでもワイ
ンはたっぷり収容したいというご要望にお応えします。

付属棚（※型式により枚数は異なります）

ソムリエの手引き出し棚 MS

ディスプレイキット MK

各棚詳細については、
P24【ユーロカーブこだわりの棚】を
ご参照ください。

●下記棚もオプションで追加可能です。

貯蔵棚 SN

V059M-PTHFV259M-PTHF

V059M-PTHF ※ 詳細は P.28

10mm~

10mm~

※ マークの詳細は P4【10の回答】をご参照ください。

設置スペースに制限の多い日本でも愛され続けているコンパクト 59。

特に小型の059 サイズは、排熱を下部前面に向けて行うことで、キッ

チンカウンター下へのビルトインにも対応できる希少なサイズのワイン

セラーです。※ビルトイン時は通気孔の設置が必要です。

10mm~
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Première シンプルながら高性能な
エントリーモデル

プルミエシリーズ

選べる３つの扉仕様

暗い場所でもエチケットを
確認できるペンライト

わかりやすいシンプル操作

機能性やデザイン性が異なる３つの扉仕様
をお選び頂けます。断熱性能が高い標準ドア

（STD）は黒色の枠、ガラスドアは黒色のほか、
落ち着いた色調の赤色の扉枠をご用意してい
ます。標準ドア（STD）は EU エネルギーラベ
ル *A+ です。＊ 詳しくは P13 をご参照ください。

棚に並 ぶワインを白くクリアな光が 照らす
LED ペンライト（電池式）が付属します。使わ
ない時は、扉の内側に固定します。

操作は「電源ボタン」、「温度設定ボタン」、「温
度調整ボタン」の３つだけ。とてもシンプル
な仕様です。温度異常時には警告音が鳴り、
液晶パネルに警告マークが表示されます。

Première-L-C-PTH F（黒） Première-M-C-STD（黒） Première-S-C-PTHF（赤）

付属棚（※型式により枚数は異なります）

ソムリエの手引き出し棚 CS

テイスティング棚 D ／ディスプレイキット CK

各棚詳細については、
P24【ユーロカーブこだわりの棚】を
ご参照ください。

●下記棚もオプションで追加可能です。

貯蔵棚 SU

Première-L-C-PTHF(赤） ※ 詳細は P.28

※ マークの詳細は P4【10の回答】をご参照ください。

機能はシンプルながらも庫内環境は上位モデルに匹敵する

コストパフォーマンスの高いエントリーモデルです。

カジュアルスマートなデザインとカラーバリエーションも魅力です。
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整えられた流通

私がワインを飲み始めた 20 年前は、同じ

銘柄でも随分と味わいが異なるものがあり

ました。当時はまだコンディション管理が

軽視されており、多くのワインが劣化して

いたのです。

日本に輸入されるワインのほとんどは、船

便で届きます。世界地図を想像してみてく

ださい。ワインの主要産地であるヨーロッ

パからパナマ運河を通り抜け、インドの南

を通って日本へと考えてみると、赤道付近

を通るのがお分かりいただけると思いま

す。コンテナ内の温度は 40 度を超えるこ

ともしばしば。こうした環境におかれたワ

インは、熱によって味のバランスがいびつ

になってしまったり、温度変化による液面

の上昇によりコルク全体にワインが長く接

触しているような状態になり、ワインにコ

ルクの香りが移ってしまう所謂ブショネと

呼ばれる劣化が起こり易くなったりしてし

まいます。

こうした状況を改善したのがリーファーコ

ンテナです。コンテナ内の温度を一定に保

つことで、コンディション不良を激減させ

ました。現在では、ワイナリーから港、倉

庫、酒屋さんから飲食店まで、流通のあら

ゆる場所で、積極的に温度管理をしている

会社が増えてきました。これによって海外

のワインを、現地で飲むのに近いコンディ

ションでたのしむことができるようになっ

たのです。こうして大切にみなさんの手元

へと届いたワインをワインセラーで管理す

ることが大切なのもお分かりいただけると

思います。

飲む前に整えること

また、ワインは飲むときに気をつける諸々

によっても味わいに違いが生まれます。ま

ず代表的なのは温度ですが、低過ぎれば鋭

角的でシンプルな味わいとなり、高過ぎる

とボヤけてしまいます。赤ワインは常温と

言いますが、その温度は季節や冷暖房の有

無によって随分異なりますので、ワインの

タイプによって 14〜18 度位に。また、白

ワインは冷蔵庫だと低くなりすぎるので、

8〜12 度位で飲み始めると、バランス良

く味わえると思います。

次に器です。この材質や形状による違いは

実際に見たり触れたりしたときのイメージ

のままなのですが、あまり知られていませ

ん。材質はガラスだとすっきりさわやかに

なりますし、陶器はやわらかゆるやかに、

磁気ではつるっと艶やかな印象になりま

す。形状も底が□だと角のある感じにな

り、○だと自然な感じになりますし、飲み

口が蕾のように窄まっていれば閉じた感じ

となり、花のように広がっていれば開いた

味わいになります。

いちばん大切なこと

気をつけると良いことはまだまだたくさん

ありますが、最後によく忘れられがちだけ

れど最も大切なおいしく飲む秘訣をお伝え

します。飲食店や試飲会などで、雑に扱わ

れたワインを飲むと、おかしな味になって

しまっていることがよくあります。そこに

欠けているのは、「ワインとの向き合い方」

の意識です。きちんと管理されたワインを、

抜栓から注ぎ終わるまで丁寧に扱い、健全

な体調と環境でたのしく飲めれば、それが

いちばんおいしいのです。

造り手からインポーターや酒屋さんを経て、

ワインセラーで大切に保管されてきたワイ

ン、それを最後に口にするみなさまの、

ちょっとした心配り。これを忘れないでく

ださいね。

ワインはコンディションを整えるだけで
こんなにもおいしくなります。

コンディションの話

ワインエディター　小田 祐規
ワインバー勤務の後 2003 年、美術出版社「ワイナート」編集部へ。

2012 年よりフリーランスとなり「Wi-not?（ワイノット？）」、「WINE-WHAT!?」編集部を経て、
現在はワイン関係のライティングやコンサルティングを中心に活動中。
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6000 選べる棚と温度帯
プロユースの上級モデル

6170D2P

付属棚（※型式により枚数は異なります）

ソムリエの手引き出し棚 CS

貯蔵棚 SU ／テイスティング棚 D

各棚詳細については、
P24【ユーロカーブこだわりの棚】を
ご参照ください。

6182V
6182V2P

6170D
6170D2P

6182S

6182V
6182V2P
のみ対応

※ マークの詳細は P4【10の回答】をご参照ください。

6170D
6170D2P
は非対応

●下記棚もオプションで追加可能です。

ディスプレイキット CK

ガラス越しに
ラベルをディスプレイ

目的に応じて選べる 3 種の温度帯モデル

6182V2P（1 温度帯モデル）、6170D2P（2

温 度帯モデル）はワインのラベルを前面に

ディスプレイできる棚が 2 セット付属してい

ます。お客様に見せたいワインを並べて、お

すすめ商品のご紹介にご使用頂けます。

1 温 度帯モデル「6182V」、「6182V2P」は熟 成以外にも幅

広い用途に。冷蔵と保存用 2 つのコンパートメントに分け

て保管できる 2 温 度帯モデル「6170D」、「6170D2P」は 1

台で保管とサービス用どちらの用途にも。上下 10℃の差が

発生するサービス向け多温度帯モデル「6182S」の 3 種の温

度帯別ラインナップをご用意しています。

6000 シリーズ

6182V2P ※ 詳細は P.28

1 温度 2 温度 多温度ピュアの品質をベースに、レストランでの柔軟な提供温度や、ワイン

ショップのディスプレイ等、サービスの現場における作業性を考えて

開発されたプロのためのワインセラーです。
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WineBar 8.0/2.0 プロのサービスを魅き立てる、
ソムリエのサポーター

扉の開閉が多いプロユースに適した堅牢設計と
ラグジュアリーを併せ持つ存在感

抜栓の瞬間からワインボトルの中には空気が入り、酸化が始まります。WineBar はボトル内を真空

脱気し、簡単なメンテナンスで最長10日間程、ワインの品質を保ちながら飲み頃温度で管理します。

艶やかな存在感とうつり変わる豊富なカラーバリエーションの照明はラグジュアリーな空間を演出しま

す。扉には鍵が付属します。

機 種 名

収 容 本 数

設 定 温 度

環 境 温 度

外 形 寸 法

本 体 重 量

冷却システム

加熱システム

庫 内 灯

ド ア 鍵

電 気 仕 様

定格消費電力
50Hz/60Hz

製 造 国

定 価
（税込 消費税8％）

WineBar2.0

開栓ボトル真空引き2 本

白（約8℃）/ 赤（約16℃）

18 〜 25℃

W315 D268 H491mm

13.8kg

ペルチェ方式

ー

○

AC100V 単相 50/60Hz

90w (最大）

中 国

¥200,000
（¥216,000）

WineBar8.0

開栓ボトル真空引き8 本

スタンバイ6 本

6 〜18℃

10 〜 32℃

W1,076 D460 H602mm

85kg

コンプレッサー方式（冷媒：R134a）

電熱ヒーター方式

○

AC100V 単相 50/60Hz

170/190w (最大）

フランス

¥1,100,000
（¥1,188,000）

マルチカラー　RGB　LED　リモコン付

1. 真空引きポンプは発泡性ワインには適応していません。
2. 適応ボトルサイズはフルボトル 750ml(高さ292~336mm)です。
    マグナム及びハーフボトルには適応していません。
3. 交換パーツお取り替え時期の目安は 12~18ヶ月です。

W in e Bar 2 .0 W in e Bar 8 .0

 ワインバー 8.0 / 2.0

レストランでワインを愉しむシチュエーションでは、テーブルの上でグラ

スに注がれるワインを眺めながらその背景やストーリーを聴きたいもの。

グラスで提供するワインのために開発された WineBar はクオリティの

高いサービスとお客様の細やかなご要望を繋ぐお手伝いをします。

高品質なワインを
いつでもグラスで

コンパクトな 2 本収容タイプ

２つのコンパートメントをそれぞれ 6 〜 18℃で温度管理

します。抜栓後も真空保存できるボトルの数は合計 8 本。

真空ボトルの後ろのスペースでは、それぞれ 3 本ずつ、

計 6 本のフルボトルをスタンバイすることにより、お料理

とワインのペアリングを幅広くサポートします。

左右それぞれ白ワイン（約8℃）、赤ワイン（約16℃）

に設定し、飲み頃温度で真空保存します。コンパクト

な 2 本収容タイプの WineBar 2.0 は、並べて置いて

も連結しているように見えるため、スペースに応じてス

マートに設置できます。

WineBar 8.0

WineBar 2.0

ご注意
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Remarques

ご注意 ご購入前にご確認ください

設置環境について

ユーロカーブワインセラーを
安心してお使いいただくために。

□密閉状態の場所

□数台のコンプレッサー使用機器や　 
　熱のたまりやすい電気機器周り

□屋外（ガレージ等含む）

□ガスコンロなど裸火付近

□食器洗浄器、オーブンレンジなど熱源付近

□通気孔のないビルトイン

□シンク、手洗いなど水廻り周辺

□厨房周りなど

□寝室

□高度1,000 ｍ以上の場所（ガラスドアの場合）

□ひな壇などの高さがある場所

□毛足の長い絨毯や畳など、水平を
　とりにくい場所

電気仕様 ： AC100V・ 単相 50/60Hz・ アース取り付け・フォーク端子

高温多湿・低温少湿・換気の悪い所・屋外、また、畳・絨毯の上など床が不安定な場

所や床面より高い場所、浸水の恐れがある場所への設置は避けてください。

日射熱が換気口より入り込み、庫内温度に影響を与える場合があります。

太陽光の当たる場所から極力離れた場所に設置してください。

レヴェラシオン、ピュア、プルミエシリーズ、6000 シリーズは冷媒にノンフロン可

燃性ガス（R600aイソブタン）を使用しています。

ご使用の際は取り扱い説明書をよくお読みいただき十分ご注意ください。

アジャスターで本体の水平をとり、床に安定させてください。

コンパクト 59 は、前面下部の換気グリルの前に絶対に物を置かないでください。

セラーに負担がかかり、故障の原因となります。

ワインセラー前面は造作ドア等で全面塞がないでください。

熱がこもり、庫内温度や湿度に影響を与える場合があります。

コンプレッサー内の冷媒ガスと潤滑オイルを分離させるため、セラーを設置してか

ら 48 時間は電源を入れないでください。

通気のよい場所に設置してください。放熱スペースが十分に確保できていないと庫

内温度が設定温度まで下がらない、および結露水が過剰に発生する場合があります。

ご注意ください。

床の耐荷重は、お客様にてご確認ください。

ワインセラーをひな壇など高さがある台座の上に設置しないでください。

ガラスドア（PTHF）機種は、標高 1,000m 以上ではご使用できません。

ビルトインにされる場合は事前にお問合せの上、承認図をご請求ください。
（[ 図1-1][ 図1-2] ご参照）

レヴェラシオン、ピュア、コンパクト59の259サイズ、プルミエシリーズ、6000シリー

ズは上面 200mm 以上、側面各10mm 以上、背面 80mm 以上のスペースをとって

ください。コンパクト59 の 059 サイズは上面 200mm 以上、側面各10mm 以上、

背面 30mm 以上のスペースをとってください。放熱や空気循環のためのスペースが

不足すると過度に結露が発生する場合があります。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

設置方法・設置時のご注意

設置を避けるべき場所の具体例

収容されたワインを整理する際は、複数枚の引き出し棚を引き出した状態にしない

でください。ワインセラー本体が前に傾く恐れがあります。（［図２］ご参照）

揺れなどによる転倒防止のため、鍵をかけていただくことをおすすめします。

庫内になるべくカビが発生しないよう、ボトルをきれいに拭いてから収容されるこ

とをおすすめします。

夏季などワインセラー庫内の設定温度と室内の気温差が大きくなるとガラスドア面に

結露が発生しますので床面が濡れないようふき取ってください。長時間ご不在となる

場合はドア下に結露水を受けるトレーなどを置いていただくことをおすすめします。

年に１度は、排水受け皿、コンデンサー（背面放熱網）、庫内の清掃をしてください。
コンパクト 59（059 サイズ）は、1ヶ月に1度は下部フィルターの清掃をしてください。

カーボンフィルターは年に1度、保湿材は2年に1度交換してください。（P.32 参照）

ワインの品質を維持するため、庫内を結露させることにより湿度を保っています。

設置場所が高温多湿となる時期（特に 6 月〜 9 月など）は保湿材を除き庫内底にタオ

ルなどを敷いて過剰な結露水を吸い取るようにしてください。（［図 3］ご参照）

●

●

●

●

●

●

●

ご使用時のご注意・日頃のお手入れについて

［図 1-1］ レヴェラシオン、ピュア、プルミエシリーズ、
　　　 　コンパクト 59（259サイズ）、6000

ボトルの出し入れは、棚 1 枚ずつ行ってください。

タオル

［図 2 ］ 

［図 3 ］ 

［図 1-2 ］ コンパクト 59（059サイズ）

ビルトインの場合は、下図を参考に通気
（背面(a)又は上面（b）又は側面（c ））を考慮してください。

ビルトインの場合は、下図を参考に通気
（背面(a)又は上面（b）又は側面（c ））を考慮してください。

通
気
孔

通
気
孔

前面開放

前面開放

通気孔

通気孔

a

a

a

a

b
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c
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消耗品

保証について

家電リサイクル法について

カーボンフィルター（交換目安 1年に1度）

保湿材（交換目安 2 年に1度）

ユーロカーブワインセラー (6170D、6170D2P を除く）に付属し

ています。ユーロカーブはカーボンフィルターを通じて常時

庫内に空気を取り入れています。それにより、湿度の調整

など空気の浄化以外にも役立っています。交換時期は警告

表示 * によりお知らせします。

＊プルミエシリーズには警告表示がありません。

日仏商事株式会社 神戸本社、東京事業所にて、
ユーロカーブ製品をご覧いただけます。
ご希望の際は、予めお電話にて日時を
ご相談くださいますようお願い申し上げます。

〒 651-0087 神戸市中央区御幸通 5-2-7
tel 078-265-5840　fax 078-265-5846
営業時間 9：00 〜17：30　定休日：土日祝

〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷１-20-27
tel 03-5778-2495　 fax 03-5778-2489
営業時間  9：00 〜17：30　定休日：土日祝

本製品の保証期間は、納入日およびお買い上げ日より冷媒関係は満３ヶ年（レ

ヴェラシオンは満 5 ヶ年）、そのほかの電子機器パーツ・造作関係は満 1 ヶ年です。

詳細については、取扱説明書および保証書をご覧ください。ユーロカーブワイ

ンセラーは、ワイン専用の保管庫です。ワイン以外のものは収容しないでくだ

さい。ご使用の際は取扱説明書をよく読んでいただき、使用上の注意を守って

ご使用ください。また、ワインセラーに収容した内容物の保証は一切いたしま

せんので、ワインセラーの稼動状態、庫内温度には十分ご注意ください。

本カタログ掲載商品の価格には、アース工事費・部材・工事費、使用済み商品の引

き取り費等は含まれておりません。また、ユーロカーブワインセラーを廃棄する場

合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金が必要となります。

レヴェラシオン、 ピュア、 コンパクト 59 と 6182V、

6182V2Pに付属しています。冬季など、環境温度や湿度の

低下に伴い庫内湿度が低い際、湿度を上げる助けをします。

●

●

●

●

ショウルームのご案内

ユーロカーブ総輸入元

● ユーロカーブ HP / www.eurocave.jp
● 日仏商事 HP / www.nichifutsu.co.jp

本 社：

東京事業所：

〒 651-0087 神戸市中央区御幸通 5-2-7
 tel 078-265-5840  fax 078-265-5846

〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷１-20-27
tel 03-5778-2495　 fax 03-5778-2489

日仏商事株式会社

神戸本社

東京事業所

cocoti

渋谷中学校
高校

東京事業所
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