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Global success:  
The Liebherr Group.

---
LIEBHERR（リープヘル）社は1949年、
ドイツ復興の担い手として、Hans Liebherr

（ハンス・リープヘル）により設立された
建設機械メーカーです。 

Liebherr-Hausgeräte ‒  
Specialists in refrigeration and freezing.

家電製品事業部門である、Liebherr-Hausgeräte 社はドイツ
南西部のオクセンハウゼンに本社を置き、一般家庭用、および
業務用の冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫の全領域をカバー、
3,000を超える製品ラインナップを取り揃えています。

Liebherr Group Liebherr Group

 Mobile cranes

今日では3世代続く、独立系のファミリー企業である同社はスイス
に拠点を置くホールディングカンパニーを中心に、全世界50ヶ国で
ファミリー企業140社以上、従業員数48,000名以上、グループ総売
上高1兆円(※)超の建設機械産業における世界的リーディング
カンパニーとなりました。
創業以来、70年以上にわたって繁栄を成し遂げ、現在、同社の
展開する事業領域は中核となる土木機械、採掘機械、タワー・海上
クレーンの他、航空機のエアロパーツ、輸送システム、ホテル事業
等、13の製品やサービスセグメントで展開されています。

※1 ユーロ = 135円 (2020年 実績)

Aerospace

Liebherr-Hausgeräte GmbH, Germany

Refrigeration and freezing

Crawler cranes Earthmoving
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Quality Quality

LIEBHERR にとって、冷蔵庫は単なる家電製品ではありません。
私たちの日々の生活をサポートしてくれるパートナーであるべきだ
からです。そのために、私たちは常に製品の開発を続けています。
 なぜなら、製品がより賢く、より便利であればあるほど、あなたが
人生でするべき大切なことに使える時間が増えるからです。

Achieving the highest quality is our standard.

LIEBHERR は1954年の創業以来、高品質な冷蔵庫・冷凍庫を 
製造し、世界中で販売しています。そしてまた創業時と変わらず、 
この地（ドイツのオクセンハウゼン）にて開発を続けています。 
これは私たちファミリー企業としてのルーツがしっかりと根付いて
いる証です。

German engineering（ジャーマン・エンジニアリング）– 創業者の
想いを継承して、何世代にもわたって永続的に蓄積されてきた 
技術の結晶です。

Before we think  
about fridges, 
we think about you.

---
食料品を冷やして保存することが目的の
冷凍冷蔵庫。
現代において求められる機能は他に
あるのでしょうか？
お客様のニーズに応えられ、より効率的で、
直感的で、モダンなデザインにするには
どうすれば良いのでしょうか？

We don’t just say it. We also guarantee it.

私たちの生産拠点はすべて、品質の国際規格である ISO 9001 と 
環境マネジメントの国際規格である ISO 14001 の認証を 
受けています。
 
さらに、製造工程において、すべての冷蔵庫の部品を
細かくチェックし、より徹底的にテストを実施しています。

ここで確かなことはひとつ - リープヘルの機器は長期間にわたって
信頼できるパートナーであることです。

Built to last.

LIEBHERR の品質基準は、細部にまで行き届いています。
例えば、ドアヒンジは10万回以上の開閉サイクルをクリア 
しなければ、承認を得ることができません。これは15年以上の
使用期間に相当します。
また、その他の機能部品についても同様に、耐久性能のテストを 
行っています。予想に反していくつかの点がお客様のご要望に 
そぐわなくなった場合でも、当社製品の大部分は修理が非常に 
容易なため、お客様ご自身、あるいは専門のアフターメンテナンス
パートナーが迅速に修理することができます。
 私たちは10年以上にわたって、主要なスペアパーツを保有してい
ます。この持続可能な取り組みによって、長期的な観点からコスト
メリットを提供します。
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Hydro
Breeze

Freshness technology

DuoCooling. No drying out.

すべての冷凍冷蔵庫に標準搭載されている、
リープヘルの DuoCooling テクノロジー。 
完全に独立した2つの冷却回路により、冷蔵庫と冷凍庫の 
コンパートメント間で空気の交換が行われることはありません。
保存が難しいチーズ類などを保管しても、乾燥せず、他の食材や 
庫内への匂い移りも防ぐことがでます。
そのため、食材の本来の匂いと味を損なうことなく、 
召し上がっていただけます。

EasyFresh. Ideal for fruit and vegetables.

冷蔵庫と同じ温度で引き出し内が密閉されるため、包装されて 
いない果物や野菜も、この EasyFresh 室でなら安心です。
例えば、レタスは10日経ってもシャキシャキとした新鮮さを 
保つことができます。

BioFresh. Our all-rounder.

特許を取得している BioFresh は先進的な技術により、一般的な
冷蔵室よりも低い 0 ～ 3℃の温度帯をキープし、引き出しの
レバーで個別に湿度調整が可能です。

・ Fruit & Vegetable safe は気密性の高い密閉構造により、 
   常に一定の湿度が保たれているため、包装されていない果物や 
   野菜も安心して保存することができます。

・ Meat & Dairy safe はお肉やチーズなどのデリケートな食品に           
   最適な保存環境を実現します。

Taste that stands  
the test of time:  
Freshness is a question 
of tech nology.

---
食品を理想的な環境で保存することは、 
鮮度を長く保つだけでなく、食品ロスを 
防ぐことにも大きく貢献します。
LIEBHERR の鮮度保持技術によって、 
これを可能にします。

Freshness technology

HydroBreeze — the cold fresh mist.

カリフォルニアのサリナス・バレーから 
インスピレーションを受けて誕生した、Hydrobreeze。
太平洋の近くに位置するこの地では、冷たい潮風が 
流れ込み、夏には高湿度な風が山や草原を
包み込みます。このような環境で育った野菜は
乾燥せず、常に瑞々しいです。

BioFresh Professional.  
Refrigerate like the  professionals.

BioFresh Professional は、新機能テクノロジー 
Hydrobreeze を搭載した画期的な機能です。
BioFresh 上段の庫内で冷却ミストを噴霧し、ミストでの保
湿と大部分の微生物が活動を停止する、約0℃の 
保存環境を組み合わせることで、食材の長期保存効果を
最大化させます。 HydroBreeze の持続時間は、ユーザー 
インターフェースで設定できます。ドアを開けるたびに噴霧
する時間を8秒、6秒、4秒のいずれかに設定することが
できます。ドアを閉めている状態では90分ごとに4秒間、 
引き出しの中に新鮮なミストが噴霧されます。

Fresh. Sustainable. Healthy. 

食品の保存環境について：私たちがこの技術を進化し 
続けるモチベーションは、大きく3つあります。
1. 理想的な保存環境は、食品の鮮度をより
     長く保つことに 貢献します。  
2. 無駄な食材の廃棄を防ぎ、買い物に行く頻度を
     減らすことができます。 

3. 最適な保存方法によって、食品が持ち合わせる栄養素     
     を守ることができます。これは健康的な食生活を
     送るうえで重要な要素です。
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Comfort and flexibility Comfort and flexibility

Fits exactly  
to your needs. 

---
冷蔵庫や冷凍庫は日常的に使うもので、 
私たちの生活に欠かせない存在です。 
そして、できるだけシンプルかつ利便性の 
高いものであるべきです。 
私たちは人々に感動を与える
冷蔵庫・冷凍庫を開発し続けています。

BioFresh 室の上部に位置するガラス棚は、 
ボトル棚としてもご使用いただけます。また、冷凍室の
 Vario Spaceでは、大きな容器、或いは高さのあるアイスクリーム
ケーキをホールごと、収納できるスペースを備えています。
お菓子づくりが大好きな人のために、冷蔵庫にもベーキングトレイ
が入る十分なスペースがあります。

Full of food. And convenience.

食材にいつでもアクセスできるように、冷蔵庫と冷凍庫には  
Telescopic rail (伸縮式のレール) が付いており、引き出しを 
前後へ軽やかにスライドさせることができます。 
さらに、SoftSystem テクノロジーによって、ドアを閉める時に 
多少強い力が加わっても、静かに閉めることができます。As flexible as your life.

 

新製品の機能は、あなたに柔軟な発想をより多く与えてくれます。
分割可能なガラス棚は、背の高い容器を収納するスペースを 
生み出します。
 
また、庫内に位置する VarioBox と VarioSafe を使えば、 
小さな食料品、調味料などをすっきりと収納できます。
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Timeless and  
elegant. Design  
for every  kitchen.

---
LIEBHERR の機器はキッチンとシームレスに 
一体化するように設計されています。
様々なサイズ構成、設置方式、
ステンレススチールまたは、キッチン家具と
同様のドア材を採用することによって、
あなただけのキッチンレイアウトを創出します。

Design meets functionality.

伝統的でタイムレス、そして、上質さを伴うエレガントなデザイン。
『デザインと革新的な機能の融合』 が LIEBHERR のデザイン
コンセプトです。 

高品質な素材、精密な職人技にもとづく細部へのこだわりが 
美しいマスターピースを生み出します。

Design Design

私たちの LED 照明は心地よい明るさで 
庫内を照らし、保存されている食品が 
より美味しく見えるよう、彩りを与えます。
ライトからの発熱が少ないため、庫内の
温度や新鮮さを保つことができます。

冷却ファンの周囲に照明を配置すること
で庫内にユニークな効果をもたらします。 
SmartSteel デザインのリアウォールと
ブラックハイグロスのファンカバーが
圧倒的な存在感を放ちます。
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Performance in balance Performance in balance

Volume

家族構成やライフスタイルに合わせて、最適な機器を 
ご提案可能です。大容量の引き出しから細部に至るまで、 
少しの収納スペースも無駄にしないよう設計されています。

Noise level

現代の住宅では、キッチンとリビングが一体化した空間デザインが
多くなっています。
そのため、静かな冷凍冷蔵庫の重要性が高まっています。
LIEBHERR の製品群では、静音設計の機器を幅広く 
取り揃えています。

Refrigeration

インテリジェントなセンサー技術により、冷却運転を使用状況 
に合わせて調整します。
また、簡単な操作で高出力での運転を可能にします。
これはたくさんの食品を冷やしたり、急な来客対応で急速冷却
したいシチュエーションで効果を発揮します。

Perfectly balanced:  
a powerful,  
complete package.

---
『良い冷凍冷蔵庫とは、

オールラウンダーであること』

オールラウンダーの条件は運転音が 
少ないだけでなく、食品を入れるスペースが 
十分にあり、いざというときのために冷却性能
の余力が予め担保されていることです。
そのため、私たちはひとつの要素だけに
注目するのではなく、あらゆる状況を
想定しています。
その結果、ノイズレベル、収納力、冷却性能の
すべてをバランスよくコーディネートされた
機器が完成したのです。

Sustainability inside.

---
LIEBHERR を使用することで
食品ロスだけでなく、環境問題に関しても
間接的に貢献ができます。
なぜなら、優れた性能を維持しながら、
使用電力量を削減するために、常に努力を
続けているからです。

例えば、主要な機能部品について、15年間の耐用年数テストを 
実施しています。また、万が一に備え、スペアパーツの長期供給も 
行っています。
 
耐用年数が長いということは、エネルギーや資源の消費を大幅に
削減できるため、お客様は LIEBHERR 製品を末永く
お使いいただけると同時に、エコロジカルフットプリントに
配慮することができるのです。

※エコロジカル・フットプリント（ Ecological Footprint ）： 

人間が自然環境にどれほど依存しているかを伝える指標。
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Accessories

Flexible accessories 
for your appliance.

---
冷蔵庫用のアクセサリーを用いて、
日々の生活をより快適なものしてくれます。

Useful help of all kinds

便利なバターディッシュから、簡単に製氷できる 
アイスキューブトレイなど、 LIEBHERR の
アクセサリーシリーズは、料理や新鮮さを
保つためのスマートなソリューションを
たくさん提供しています。

Accessories

※購入可能なアクセサリーについては、輸入販売元、あるいはお近くの販売代理店にご確認ください。

Organisational systems

VarioSpace と VarioBox に加え、 
可変式エッグトレイと FlexSystem で整理整頓の
最適化を可能にします。
また、ボトル棚やワイン用のクリップラベリング 
システムで、飲み物の管理も可能です。

Perfect installation – 
perfect appearance

ビルトイン機器を個性的かつ、美しくキッチンに 
組み込むために、機器の連結キットやステンレス 
フレーム、ハンドル付きの純正ドアパネルなど、 
アクセサリーを数多く取り揃えています。
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Freestanding appliances
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SmartSteel

特殊加工を施したステンレスの仕上げに 
よって、指紋が目立ちにくいこと、 
そしてお手入れがとても簡単です。
乾拭き、あるいは湿らせた柔らかいクロス
で拭くだけで、この美しい表面を維持する
ことができます。（ドアのみに適用）

Touch-Display

エレガントな MagicEye コントロール 
システムは、直感的で使いやすいタッチ 
機能を備えています。温度設定やすべての
機能を簡単に操作できます。

BioFresh

BioFresh は、食品の長期保存に最適な 
環境を提供します。0℃を少し超える温度と
理想的な湿度環境で保存することで、
果物、野菜、肉、魚のすべてに含有されて
いる栄養価の高いビタミンを長期間、
維持することができます。

Unique features.

---

Freestanding appliances

※本ページに掲載されている機能は製品型式に依存します。上記の機能説明は該当するモデルにのみ適用されます。

IceMaker

給水接続方式の IceMaker 機能は自動で 
注水・製氷を行うので、氷の作り忘れや、氷
が足りないという問題も解消してくれます。

SoftSystem

SoftSystem 機能はドアポケットに
たくさんの食品が入っていても、30° / 45°

の角度から緩やかに閉まります。

PowerCooling system 

高性能 PowerCooling システムは新鮮な
状態で保存食品を急速冷却でき、
庫内全体を均一な温度に維持します。 
ファンに組み込まれている FreshAir チャコ
ールフィルターは、循環空気を浄化し、
食品を悪臭から守ります。
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SBSes 8486

Masterpiece in  
Innovative Freshness 
Technology.

---
SBSes 8486 は6つの異なった温度管理ゾーン
を併せ持ち、ワインキャビネットと冷凍冷蔵庫が
一体となった、LIEBHERR社のフラッグシップ
モデルです。
外観デザインは LIEBHERR の代名詞ともいえる 
ステンレスのヘアーライン風仕上げを全面に
施し、インテリアとしての存在感が際立ちます。 
2ゾーン温度管理を採用したワインキャビネット
はゾーン毎に5℃ ～ 20℃の範囲から1℃単位で 
設定が可能です。また、従来の BioFresh 機能に
加えて、新たに Fish & Seafood Box が 
付属され、0℃、- 2℃の温度管理を個別に設定
可能とした、BioFreshPlus を搭載しています。
その他、自動注水・製氷を可能にしたアイスメー
カー(製氷機)、ソフトクローズシステムの前面
ドアなど、最新テクノロジーを駆使し、
最高のユーザビリティーを実現したプレミアムな
1台です。

※機器の仕様については68ページをご参照ください。
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SBSes 8484

The big, cool 
combination.

---
SBSes 8484 は十分な収納容量と冷却性能を
兼ね備え、食材の鮮度を長持ちさせること
ができます。 このSide-By-Side（観音開き）の
機器は、直感的にディスプレイをタッチ
操作して正確に制御することができます。
魚介類の長期保存に対応できるよう、
0℃、-2℃で温度調節が可能な BioFresh-Plus
は、さまざまな種類の食品を長期保存すること
に適しています。
また、革新的な NoFrost テクノロジーにより、
日常のご使用に際して、霜取り作業は不要です。
SmartSteel の美しい外観と精巧な仕上がり
により、このモデルはキッチンのハイライトと
なるでしょう。

※機器の仕様については69ページをご参照ください。
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SBSes 8683

It doesn’t get 
any fresher.

---
SmartSteel の前面ドアが均等に配置され
た、SBSes 8683 はそのステンレス製の
洗練されたボディと BioFresh-Plus 技術の融合
により、美しさと食品の長期保存を見事に
両立させています。SBSes8484、8486の
冷凍室容量では不足感のあるお客様に合致した
モデルです。
また、他のフリースタンディングモデルと同様
に、この機器も僅かな放熱スペースを確保する
だけで、キッチンキャビネットと一体化させる 
ことができ、すっきりとしたシームレスな 
キッチンレイアウトを実現します。

※機器の仕様については70ページをご参照ください。
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CBNef 5735

Practicality  
and elegance for  
your kitchen.

---
フリースタンディングラインの中でスタンダード
モデルとされている、CBNef 5735 。
LIEBHERR 独自の BluPerformance の技術を 
搭載した本モデルは、エネルギー効率と庫内 
内容積が最大化されています。
また、湿度、細かな温度調整が可能な BioFresh
機能が備えつけられており、野菜やチーズなど
の長期保存にご活用いただけます。
ドアには、指紋や汚れがつきにくい特殊加工
が施された Smartsteel を採用しています。

※機器の仕様については71ページをご参照ください。
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CNef 4335

Energy efficiency
at its best.

---
LIEBHERR の BluPerformance シリーズの中で
最もコンパクトなモデルである、
ボトムフリーザー冷凍冷蔵庫 CNef 4335 は
食品の保存スペースを確保しながら、最大限の
エネルギー効率を実現します。
BioCool 機能は冷蔵室内の BioCool ボックスに
位置するスライドコントロールを使用することで、 
湿度レベルの調整を可能にしました。
ドアには、SmartSteel が採用されており、 
特殊加工を施したステンレスの仕上げによって、
指紋が目立ちにくいこと、そしてお手入れが 
とても簡単です。

■カラー展開の異なる、CN 4335 の取り扱いもございます。

※機器の仕様については72-73ページをご参照ください。
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Fully integrated appliances
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Series Series

For a clear overview.  
Even before you  
open the fridge.

---

『自分に合った製品はどれなのか？』
というお客様の問いかけに対して、
簡単に答えられるものではありません。
そこで、私たちは製品ラインアップをシリーズに
分類して、最適な製品をお選びいただける
ようにしました。

  Peak series 

シリーズの最上位に位置するのが 
Peak （ピーク）です。
LIEBHERR の革新的な技術とハイエンドな
デザイン、そして快適性が融合された
本シリーズは一切の妥協がなく、至高を
体感いただけます。

  Plus series

Plus （プラス）シリーズは、Pure シリーズを 
ベースに、快適性のプラスを意味します。
庫内背面に SmartSteel の採用で上質感が
増し、SoftSystem やボトルアクセサリー、 
自動製氷などの付加機能を追加しています。

  Pure series

Pure （ピュア）シリーズは、ベーシックな
クラスです。
シンプルでありながら、冷凍冷蔵庫として
必要最低限の要素をすべて満たしています。

SoftSystem soft stop mechanism

PowerCoolingEasyFresh                   

BioFresh with HydroBreeze                Touch & Swipe Display

+40  
days

+11  
days

+48  
days BioFreshPeakPlusPure

+3  
days

+10  
days

+8  
days
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LightTower

より庫内のスペースを有効活用するため
に、庫内側面に Light Tower を埋め込む
ことで、ライトによるでっぱりもなく、
シームレスそしてスマートな仕上がりと
なっています。
また、デザイン性以外にも視認性を高める
位置にライトが配置されています。

SuperSilent

コンプレッサーやバルブ、冷却ファン、 
エバポレーターなどの冷却サイクルに 
おける主要パーツはすべて最適化されて 
いるため、静音性の高い仕様と
なっています。

PowerCooling

高性能 PowerCooling システムは新鮮な
状態で保存食品を急速冷却でき、庫内全
体を均一な温度に維持します。ファンに
組み込まれている FreshAir チャコールフィ
ルターは、循環空気を浄化し、悪臭から
守ります。Peak シリーズでは冷却ファンの
周囲に照明を配置することで庫内にユニー
クな効果をもたらします。SmartSteel 
デザインのリアウォールとブラックのファ
ンカバーが圧倒的な存在感を放ちます。

IceMaker

給水接続式の IceMaker 機能は自動的に
氷がボックス内で一定量になるよう調整さ
れます。中・長期 ご不在の場合は自動製氷
機単体でスイッチを切ることができます。
アイスキューブセパレーターは、引き出しを
お好みの大きさに分割するのに役立ちます。

Meat & Dairy safe

BioFresh の引き出しには、お肉やチーズ
などの保存に適した Meat & Dairy Safe が
備えられています。
引き出し内は約０°Cの温度帯が保たれる
ので、お肉やチーズなどのデリケートな食品
に最適な保存環境を実現します。

Touch & Swipe Display

指先で簡単に操作が可能な、 
Touch & Swipe ディスプレイ。
鮮やかなカラーディスプレイを軽やかに
スワイプ、タップして各種機能の設定を
操作いただけます。

Unique features.

---

Fully integrated

※本ページに掲載されている機能は製品型式に依存します。上記の機能説明は該当するモデルにのみ適用されます。36



 ICBNh 5173

See food in a new light.

---
新しい2ドア（ボトムフリーザー）ビルトイン専用
モデルのなかで最上位シリーズである
Peak シリーズから、ICBNh 5173 が登場。
ICBNh 5173 の目玉のひとつは、
新開発の HydroBreeze で、新鮮で冷たいミスト
が果物や野菜を包み込み、鮮度を保ちます。

また、BioFresh Professional において、
野菜、果物、肉やチーズの長期保存に最適な
温度設定(約0℃)を可能にしました。これらの
各種設定は搭載されている高解像度の 
Touch & Swipe Display で操作が可能です。
 
ガラスとステンレスの調和が織り成す、
美しいインテリアは、LightTower に照らされ、
ドアを開けるたび優美な光を放ちます。

※機器の仕様については75ページをご参照ください。
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ICNh 5123 | ICNh 5133

Built-in luxury.

---
Plus シリーズの ICNh 5123 / ICNh 5133 
モデルは、Side-by-Side （観音開き）としても
設置可能で、最適化されたコンプレッサーや
バルブ、冷却ファン、エバポレーターを
採用した、スーパーサイレント構造となっている
ため、2台並べても運転音が非常に静かです。
フタ付きの引き出しを採用した EasyFresh 
Safe は、果物や野菜を長期間、新鮮に保つこと
ができます。この引き出しに連動するフタを
開放したり、密閉させたりすることで、
湿度を調節することができます。
フタを閉じた状態で水分の含有が多い、
葉物野菜などを保存することで、引き出し内の
湿度が上がります。
NoFrost テクノロジーにより、冷凍室は
霜がつかない構造になっています。
また、LIEBHERR のドアオンドア（Door-on-
Door ）技術により、機器は周辺のキッチン
キャビネットと完全一体化し、シームレスに
統合されます。SoftSystem により、
ドアポケットにたくさんの食品が入っていても、
30° / 45°の角度から緩やかに閉まる働きを
可能にします。

■上記2機種の違いは自動製氷機能
（ウォータータンク式）の搭載有無のみです。  
   ICNh 5123：非搭載 / ICNh 5133：搭載

※機器の仕様については74-75ページをご参照ください。
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ICNh 5103

There’s room for  
freshness everywhere.

---
Pureシリーズ ICNh 5103 はエレガントでスリムで
ありながら、ベーキングトレイを丸ごと収納
できるスペースを備えています。
EasyFresh Safe は、新鮮な果物や野菜を
最適な方法で保存することができます。
DuoCooling テクノロジーにより、2つの独立した
冷却回路が、冷蔵室と冷凍室を正確に温度
制御します。これによって、冷蔵室と冷凍室との
間を空気が循環しないため、臭い移りがなく、
保存食品も乾燥しません。
冷凍冷蔵庫として必要最低限の要素を
すべて満たした、ベーシックシリーズです。

※機器の仕様については74ページをご参照ください。
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SIGN 3576 | SIKB 3550

The best sides  
of your kitchen.

---
冷凍庫：SIGN 3576 / 冷蔵庫：SIKB 3550 の 
Side-by-Side による組み合わせは、機器の存在
感を限りなく排除した、ビルトインラインです。

＜SIKB 3550＞
庫内側面に位置する筒状にデザインされた LED
ライトが冷蔵室全体に届き渡り、庫内を
彩ります。LIEBHERR の特許技術である BioFresh
は、食品の中に潜んでいる大部分の微生物が
活動を停止する、約 0℃の保存環境と湿度調整を
行うことで長期保存を実現します。
肉、魚、乳製品は DrySafe で、未開封の野菜や
果物は Fruit & Vegetable Safe を活用して、
水分の減少を軽減させることができます。
実用的な FlexSystem と可変式ボトル
ラックで、庫内スペースを最大限に活用しながら
整理整頓ができます。

＜SIGN 3576＞
庫内のレイアウトは安全ガラス製の間仕切り
がついた伸縮レール上に FrostSafe 引き出しが
あり、スムーズな取り出しが可能です。取り外しも
容易なため、フレキシビリティが高まります。
加えて、搭載されている給水接続式の IceMaker
によって、いつでも冷たい飲み物を用意すること
ができます。

■単体でのご利用も可能です。

※機器の仕様については76ページをご参照ください。
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ECBN 5066

More space  
for fresh ideas.

---
ワイド 76cmタイプの BioFresh 機能付き
冷凍冷蔵庫 ECBN 5066 。
キッチンキャビネットに組み込んでカスタマイズ
ドアの取付けが可能なモデル。
洗練さと迫力を兼ね備えた本製品はいかなる
キッチンレイアウトへもマッチします。
2つの冷凍ドローワーは高品質の 
Telescopic Rail (伸縮式レール）付きで簡単に
引き出すことができ、冷蔵庫内の両サイドに
あるLEDライトコラムが特徴で、庫内を均等に
照らすことを可能にします。

※機器の仕様については77ページをご参照ください。
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SUIG 1514 | SUIK 1510

Convenience  
at your fingertips.

---
アンダーカウンター冷蔵庫 SUIK 1510 と
アンダーカウンター冷凍庫 SUIG 1514 は
Side-by-Side での設置が可能です。
アンダーカウンターシリーズの給排気は
機器前面下部で行われます。
SoftSystem テクノロジーは安全性と利便性を
兼ね備えた革新的な技術です。これらは、
ドアに組み込まれでおり、ドアが閉まる際に
クッションの役割を果たします。ドアポケットに
たくさんの食品が保管されていてもドアは
約 30°の角度で緩やかに閉まります。

■単体でのご利用も可能です。

■ミニ冷凍室を搭載した、 
    アンダーカウンター冷凍冷蔵庫： 
    UIK 1514 の取り扱いもございます。

※機器の仕様については78-79ページをご参照ください。
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Wine cabinets
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FreshAir activated charcoal filter

保存環境の臭いなどによって、ワインの
長期保存の妨げになることがあります。 
LIEBHERR のワインキャビネットには交換
可能なチャコールフィルターが付属されて
います。庫内は常に新鮮で無臭な空気が
循環されます。

Compressor

ワインキャビネット専用に開発された
コンプレッサーを採用しており、 
低振動でのワインの保存が可能です。

Handcrafted beechwood shelves

天然無加工のブナ材を使用している
木製棚は、ワインに悪影響を与える化学的
な香りを周囲に放ちません。
加えて、この木製棚は振動を抑え、ワインを
静かに熟成させることができます。

Touch electronic control system

タッチコントロールシステムの直感的な 
ナビゲーションにより、5℃ ～ 20℃の
温度帯で設定が可能になります。 
デジタルの温度表示ディスプレイは
UVカット仕様のガラスドア越しに確認する
ことができます。

LED lighting

非加熱式の LED ライトは庫内を魅力的に
照らし、ワインのエチケット（ラベル）を 
損傷から守ります。

Wine cabinets

※本ページに掲載されている機能は製品型式に依存します。上記の機能説明は該当するモデルにのみ適用されます。

Unique features.

---

Insulated glass door

特別なUVプロテクションを施した断熱
ガラスを採用、二重ガラス構造により、
紫外線の侵入を防ぎます。
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WTes 5872

Created for true 
wine connoisseurs.

---
WTes 5872 はワインを理想的なコンディション
で保存するための卓越した環境を提供します。
またその洗練された外観からは静かで低振動な
運転だけではなく、新鮮な空気や温度・湿度の
コントロールをお楽しみいただけます。
3つの個別温度管理ゾーンで5℃から20℃の
温度帯から1℃単位で設定ができ、特別に開発
された静音コンプレッサーで運転時の振動を
可能な限り軽減、UVカットの断熱ガラスと
チャコールフィルターの採用で、室内の光や臭い
からワインを守ります。

本モデルは、加熱機能も兼ね備えていますので、
室温が設定温度より低い場合でも、庫内の温度
を設定温度通りに維持できます。

■ 同シリーズで2つの個別温度管理タイプ： 
　  WTes 1672 の取り扱いがございます。

※機器の仕様については80ページをご参照ください。
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EWTdf 3553

Savour the difference 
with a Liebherr.

---
EWTdf 3553 はワインの保存方法に多くの
選択肢を提供します。

コントロールパネルは上段 / 下段の保存
スペース仕切り部分に組み込まれており、
庫内で2つの温度ゾーンで設定が可能です。

赤・白ワイン、ロゼ、スパークリングワインと、
ご希望通りの最適な温度に設定できます。
オプションのステンレスドアやカスタムパネル
の採用で、あらゆるキッチンにマッチします。 

■高さがハーフサイズの EWTdf 1653 の取り扱いがございます。

※機器の仕様については81ページをご参照ください。
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UWKes 1752

A cabinet full  
of treasures.

---
アンダーカウンター専用  
ワインキャビネット UWKes 1752
上位モデルである、フリースタンディング / 
アンダーカウンター兼用タイプの WTes 1672 の
外観やサイズはそのままに、庫内の温度管理を
1ゾーンにすることでワインの収納本数を
重視したモデルです。

※イメージ写真内の機器下部に位置する巾木は
　造作したアルミグリルを採用しています。
　機器には、専用グリルが付属されています。
　詳細に関しては設置マニュアル資料を
　ご参照ください。

※機器の仕様については82ページをご参照ください。
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WKEes 553

Classic and sleek,
fits anywhere.

---
WKEes 553 は18本のボルドーワインボトルの
理想的な保管が可能で、キッチンユニットに
完全にビルトインすることができます。

シンプル且つ、エレガントで革新的な
デザインにより、キッチンユニットとの調和を
実現しました。 

ご自慢のワインコレクションをアイレベルで
保管することが可能です。

※機器の仕様については82ページをご参照ください。
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Design and lifestyle
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Fine cedar wood

2つのプレゼンテーション・ボックスと2枚の棚には、
芳香性を有するスパニッシュ・シダーを採用しています。

Ideal humidity

1 リットルの蒸留水を入れて、庫内に内蔵している湿度
センサーで、機器は68 ~ 75% の湿度帯をコントロール
します。ウォータータンク内の水量が無くなると
ディスプレイ近くの操作パネル上に、給水マークが
表示されます。

Touch electronic control system

電子制御システムによって温度を16 ~ 20℃、
湿度を68 ~ 75% の間で管理します。内部の温度管理
に異常が生じると温度アラームでお知らせします。

LED lighting in humidor

庫内に内蔵の LED はほとんど熱を発しないので、
葉巻の品質を損なわずにディスプレイを
ご堪能いただけます。

Unique features.

---

Design and lifestyle
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 ZKes 453

The perfect indulgence.

---
非常にデリケートで保存環境に敏感な
シガーは、厳格な管理が必要になります。

LIEBHERR のヒュミドール ZKes 453 は
革新的な電子制御コントロールにより、
シガーにとって最適な温度と湿度の保存環境を
提供します。

また、スパニッシュ・シダーを採用した棚から
放たれる芳醇な香りによって、より一層シガーの
風味を際立ててくれます。
 
※機器の仕様については83ページをご参照ください。
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Installation Diagram Installation Diagram
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Soft-
Telescopic
Rails

Soft-
Telescopic
Rails

121↑   ↓ 121↑   ↓

115°

600

6651

1

1850 1850

1210 1185 
1

1752

115°

680 
1

615

SBSes 8486 
PremiumPlus

年間消費電力 (kWh /年)

ワイン収納本数 (0.75l) *

定格内容積/有効収納容積 (L) 

冷蔵室  
BioFresh 

ワインキャビネット
冷凍室
合計
棚数 / ドアラック数 

BioFresh 引き出しの数 
冷凍室 引き出しの数
操作パネル 
材質 :ドア /機器側面  
温度アラーム /ドアアラーム
インテリアライト 

霜取方式  (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

320 

48

250 / 234 

163 / 132 

173 / 153 

154 / 126 

740 / 645

11 / 4

3 (LED 付き)  

5 (LED 付き)  

2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)  

〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED lighting  

 自動
〇 (給水接続式) 

1.2

〇
不可 / -

1850 / 1210 / 665

176.2 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属) 

SBSes 8484 
PremiumPlus

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積/有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh
冷凍室
合計
棚数 / ドアラック数
BioFresh 引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
材質 ：ドア / 機器側面
温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
霜取方式  (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem
ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

278

250 / 234

  354 / 304

154 / 126

758 / 664

7 / 4

5 (LED 付き)

5 (LED 付き)

2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)

〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED lighting 

自動
〇 (給水接続式) 

1.2

〇
不可 / -

1850 / 1210 / 665

164.4 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属) 

Freestanding Freestanding

* ボルドータイプのワインボトル 0.75l - (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

600
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70↑   ↓

Freestanding

Installation Diagram

Soft-
Telescopic
Rails

121↑   ↓

1850

1210 1185 

1752

115°

665 

600

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積/有効収納容積 (L) 

冷蔵室  
BioFresh 

冷凍室
合計
棚数 / ドアラック数 

BioFresh 引き出しの数 
冷凍室 引き出しの数
操作パネル 
材質 :ドア /機器側面  
温度アラーム /ドアアラーム
インテリアライト 

霜取方式  (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

255

250 / 234

163 / 132

315 / 262

728 / 628

5 / 4

3 (LED 付き)

9

2.4" 液晶カラー / Touch ディスプレイ
ステンレススチール with SmartSteel (ドアのみ)  

〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED lighting  

 自動
〇 (給水接続式) 

0.8

〇
不可 / -

1850 / 1210 / 665

164.5 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に2個付属) 

SBSes 8683 
PremiumPlus

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積/有効収納容積 (L) 

冷蔵室  
BioFresh 

冷凍室
合計 

棚数 / ドアラック数
BioFresh 引き出しの数 
冷凍室 引き出しの数
操作パネル 
材質 :ドア /機器側面  
温度アラーム /ドアアラーム
インテリアライト 

霜取方式  (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

195

  

184 / 167

122 / 108

128 / 106

434 / 381

4 / 3

2

3

液晶モノクロ / Touchディスプレイ
ステンレススチール with SmartSteel / スチール (カラー：グレイ)

〇 (音とアイコンで お知らせ) 

LED lighting 

自動
-

-

-

可 / 右
2010 / 700 / 665

90.9 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

CBNef 5735 
Comfort

Freestanding

746746

Installation Diagram
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CN 4335 
Comfort

Installation Diagram

 

Installation Diagram

CNef 4335 
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 / ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
材質 ：ドア / 機器側面
温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス
 

 

 

165 

230 / 220

-

120 / 101

350 / 321

5 / 3 

1

3

液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
ステンレススチール / スチール (カラー：グレイ)

〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED lighting 

自動
-

-

-

可 / 右
1850 / 600 / 665

75.8 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

165 

230 / 220

-

120 / 101

350 / 321

5 / 3 

1

3

液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
スチール / スチール (カラー：ホワイト)

〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED lighting 

自動
-

-

-

可 / 右
1850 / 600 / 665

77.0 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 / ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
材質 ：ドア / 機器側面
温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス
 

60↑   ↓

Freestanding Freestanding



Installation DiagramInstallation Diagram

74 75

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

Installation Diagram

178
↑
  
↓

ICBNh 5173 
Peak

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

181

119/103

72/69

83/67

274/239

4

2

BioFreshドローワー + HydroBreeze：2

3 (LED付き)

2.4" タッチディスプレイ + Touch & Swipe

〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED interior lighting

LED interior lighting

自動
〇(給水接続式) 

1.2

〇
可 / 左

1770 / 559 / 546

1772-1788 / 560-570 / 550*
78.0 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

* 推奨奥行: 560 mm以上 * 推奨奥行: 560 mm以上 * 推奨奥行: 560 mm 以上 * 推奨奥行: 560 mm 以上

Fully Integrated Fully Integrated

ICNh 5133 
Plus

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

182

190/182 

-

83/69

273/251

4

3

EasyFreshトレイ: 1

3

液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED ceiling lighting

-

自動
〇 (ウォータータンク式) 

1.2

〇
可 / 右

1770 / 559 / 546

1772-1788 / 560-570 / 550*
66.0 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

ICNh 5123 
Plus

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

176

190/182

-

83/69

273/251

4

3

EasyFreshトレイ: 1

3

液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED ceiling lighting

-

自動
-

-

〇
可 / 右

1770 / 559 / 546

1772-1788 / 560-570 / 550*
66.0 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス 

175

190 / 182

-

83/69

273/251

4

3

EasyFreshトレイ: 1

3

液晶モノクロ / Touch ディスプレイ
〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED ceiling lighting

-

自動
-

-

-

可 / 右
1770 / 559 / 546

1772-1788 / 560-570 / 550*

62.2 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

Installation Diagram

ICNh 5103 
Pure
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203
↑
  
↓
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20
27

1146,9

341,3
6,4

177,8 max.
334,9

12,7

Soft-
Telescopic
Rails

178
↑
  
↓

178
↑
  
↓

550*
*

* 推奨奥行: 560 mm 以上 * 推奨奥行: 560 mm 以上

Fully Integrated Fully Integrated

SIGN 3576 
Premium

SIKB 3550 
Premium

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

241

-

-

248 / 207

248 / 207

-

-

-

9

MagicEye with 液晶デジタル / タッチ
〇 (音でお知らせ) 

-

LED interior lighting

自動
〇(給水接続式) 

0.8 ~ 1.0

〇
可 / 左

1770 / 559 / 544

1772-1788 / 560-570 / 550*
84.2 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

134

245 / 216

99 / 92

-

344 / 308

6

4

3

-

MagicEye with 液晶デジタル / タッチ
- / 〇 (音でお知らせ) 

LED interior lighting

-

-

-

-

〇
可 / 右

1770 / 559 / 544

1772-1788 / 560-570 / 550*
74.0 / 単相  220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

ECBN 5066 
PremiumPlus

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

489

248 / 223

66 / 61

148 / 103

462 / 387

4 

3 

BioFresh トレイ (LED ライト付き): 2

2

MagicEye with 液晶デジタル / タッチ
〇 (音とアイコンでお知らせ) 

LED interior lighting

LED interior lighting

自動
〇 (給水接続式) 

0.8 - 1.0

可/右
2027 / 757 / 610

2032 / 762 / 625

147.0 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 
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550
540"

200 cm²

600
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550

2022-77
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550

550
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550
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200 cm² 
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0 -
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550

550
540"

200 cm²

600

597
550

2022-77

200 cm² 

82
0 -

 87
0 14
0

81
6 -

 86
6

ma
x. 

50

550

UIK 1514 
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

138

107 / 104

-

15 / 15 

122 / 119

3

2 

-

-

MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
-  / 〇 (音でお知らせ)

LED interior lighting

-

手動
-

-

- (アクセサリー展開有り)

可 / 右
816-866 / 597 / 550

820-870 / 600 / 550

35.5 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

SUIG 1514 
Comfort

SUIK 1510 
Comfort

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

168

-

-

98 / 95

98 / 95

-

3

-

3

MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
-  / 〇 (音でお知らせ)

-

-

手動
-

-

〇
可/ 左

816-866 / 597 / 550

  820-870 / 600 / 550

38.2 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

冷蔵室
BioFresh 
冷凍室
合計
棚数 
ドアラック数
冷蔵室：引き出しの数
冷凍室：引き出しの数
操作パネル
温度アラーム / ドアアラーム
冷蔵室：インテリアライト
冷凍室：インテリアライト
霜取方式 (冷凍室)

IceMaker (自動製氷機能)

24時間で製氷できる量 (kg)

SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧  (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

98

141 / 136

-

-

141 / 136

4 

2 

-

-

MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
-  / 〇 (音でお知らせ)

LED interior lighting

-
自動

-
-

〇
可 / 右

816-866 / 597 / 550

  820-870 / 600 / 550

33.9 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

Undercounter Undercounter
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2
2

* 推奨奥行: 560 mm 以上 

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

ワイン収納本数 (0.75l) *

棚数
木製棚の材質
可動棚数 

(内) プレゼンテーション棚数
操作パネル
温度管理ゾーン
設定温度帯 (°C )

設定湿度帯 (%)

温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
チャコールフィルター
Door type

鍵
SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

60↑   ↓

* 推奨奥行: 560 mm 以上 

↑
 

↓
 88

WTes 1672 
Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

ワイン収納本数 (0.75l) *

棚数
木製棚の材質
可動棚数 

(内) プレゼンテーション棚数
操作パネル
温度管理ゾーン
設定温度帯 (°C )

設定湿度帯 (%)

温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
チャコールフィルター
Door type

鍵
SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

137

123 / 95

34

5

ブナ材
3

-

液晶デジタル / タッチ
2

+5°C ~ +20°C

自動調節
〇 (音でお知らせ)

LED lighting 

〇
ガラスドア × ステンレススチール フレーム

〇
-

可 / 右
822 / 598 / 575

59.0 / 単相 220-240 

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

Wine Cabinets

* ボルドータイプのワインボトル 0.75l - (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

WTes 5872 
Vinidor

245

584 / 511

178

13

ブナ材
10

1

液晶デジタル / タッチ
3

+5°C  ~ +20°C

自動調節
〇 (音でお知らせ)

LED lighting 

〇
ガラスドア × ステンレススチール フレーム

〇
〇

可 / 右
1920 / 700 / 742

132.0 / 単相 220-240 

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

ワイン収納本数 (0.75l) *

棚数
木製棚の材質
可動棚数 

(内) プレゼンテーション棚数
操作パネル
温度管理ゾーン
設定温度帯 (°C )

設定湿度帯 (%)

温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
チャコールフィルター
Door type

鍵
SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

Wine Cabinets

EWTdf 3553 
Vinidor

163

289 / 256

80

10

ブナ材
8 

 1

液晶デジタル / タッチ
2

+5°C ~ +20°C

自動調節
〇 (音でお知らせ)

LED lighting 

〇
面材取付 (造作パネルまたは、 純正ステンレスパネル)

-

〇
可 / 右

1770/ 557 / 552

1772-1788/ 560-570/ 550*

88.0 / 単相 220-240 

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

EWTdf 1653 
Vinidor

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

ワイン収納本数 (0.75l) *

棚数
木製棚の材質
可動棚数 

プレゼンテーション棚数
操作パネル
温度管理ゾーン
設定温度帯 (°C )

設定湿度帯 (%)

温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
チャコールフィルター
Door type

鍵
SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

145

117 / 97

30

4

ブナ材
2

1

液晶デジタル / タッチ
2

+5°C ~ +20°C

自動調節
〇 (音でお知らせ)

LED lighting 

〇
面材取付 (造作パネルまたは、 純正ステンレスパネル)

-

〇
可 / 右

872 / 557 / 552

874-890 / 560-570/ 550*

49.0 / 単相 220-240 

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 



Installation Diagram

82 83

Installation Diagram

↑
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↓
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UWKes 1752 
GrandCru

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

ワイン収納本数 (0.75l) *

棚数
木製棚の材質
可動棚数 

(内) プレゼンテーション棚数
操作パネル
温度管理ゾーン
設定温度帯 (°C )

設定湿度帯 (%)

温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
チャコールフィルター
Door type

鍵
SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

145

135 / 112

46

4

ブナ材
3

-

MagicEye with 液晶デジタル / ボタン
1

+5°C  ~ +20°C

自動調節
〇 (音でお知らせ)

LED lighting 

〇
ガラスドア × ステンレススチール フレーム

〇
-

可 / 右
816 - 866 / 597 / 570

820 - 870 / 600 / 580

45.0 /  単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

 

43↑   ↓

ZKes 453 
Humidor

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

棚数
木製棚の材質
プレゼンテーションボックス
操作パネル
温度管理ゾーン
設定温度帯 (°C )

設定湿度帯 (%)

温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
チャコールフィルター
Door type

鍵
SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

Installation Diagram

45
↑
  
↓

WKEes 553 
GrandCru

Wine Cabinets Design & Lifestyle

*ボルドータイプのワインボトル 0.75l - (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm)

年間消費電力 (kWh/年)

定格内容積 / 有効収納容積 (L) 

ワイン収納本数 (0.75l) *

棚数
木製棚の材質
可動棚数 

(内) プレゼンテーション棚数
操作パネル
温度管理ゾーン
設定温度帯 (°C )

設定湿度帯 (%)

温度アラーム / ドアアラーム
インテリアライト
チャコールフィルター
Door type

鍵
SoftSystem

ヒンジ交換 / 通常時のドア吊り元
外形寸法 (H/W/D) mm

有効開口寸法 (H/W/D) mm

製品質量 (kg) / 定格電圧 (V)

電源 / 専用の昇圧トランス

130

48 / 47

18

3

ブナ材
2

-
液晶デジタル / タッチ

1

+5°C  ~ +20°C

自動調節
〇 (音でお知らせ)

LED lighting

〇
ガラスドア × ステンレススチール フレーム

-

-

可 / 右
455/ 591/ 522

450/ 560-570 / 550

31.0 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 

185

43 / 39

2

スパニッシュシダー
2

液晶デジタル / タッチ
1

+16°C  ~ +20°C

+68% ~ +75%

〇 (音でお知らせ)

LED lighting 

〇
ガラスドア × ステンレススチール フレーム

〇
-

不可 / 右
612/ 425/ 478

33.0 / 単相 220-240

単相 100V 50・60Hz / 要 (機器に付属) 
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Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right  
to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions  

that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (220401)

home.liebherr.jp

Visit our social media channels at
socialmedia.home.liebherr.com
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