
冷凍庫(家庭用)
*業務用として使用しないでください

取扱説明書
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各部のなまえ

① ドア
② 冷凍ケース
③ 排水口(霜取り用)
④ 温度調整部

このたびは、  冷凍庫をお買い上げいただき、 
まことにありがとうございました。

◦ 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお
読みください。お読みにあったあとは、保証書とともに
大切にほかんしてください。
ご使用方法がわからないときなどにお役にたつことがあ
ります。

◦ 保証書は必ず「お買上げ店名、お買上げ日」等の記入を
確かめて、販売店からお受け取ください。

◦  お取扱方法、お手入れ方法、修理サービス、そのほか不
明な点は型名をご確認上、お買上げを販売店またはお客
様相談窓口にご相談ください。
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（人的被害、財産的損傷などを防ぐために守る事）

◆誤った使いかたで生じる内容の説明 ◆誤った使いかたで生じる内容の説明

　　（感電、大ケガ、火災を防ぐために）

◆設置時

周辺にすきまをあける

アース線

アース線

◆電源プラグ・コード

◆使用時

＊冷媒回路が破損すると冷媒ガス(可燃性ガスR600a)が漏れて発火、爆発の恐れがあります

＊冷媒回路を破損させた場合、火気を避けて窓を開け換気し、販売店にご相談ください

◆移動設置、手入れ時 ◆長期間使用しない時 ◆廃棄時

漏電、感電の恐れがあります 火災の恐れがあります リサイクル費用が発生します

電源プラグを抜いてくだ
さい

廃棄する場合は、販売店に
ご相談ください

電源プラグを抜いてくだ
さい

お子様や体が不自由な方は
添いついて使用ください

薬品など一般食品以外
は保存しないでください

冷凍庫に登ったりぶらさ
かっりしないでください

庫内灯の交換時は電
源コードを抜いてくださ
い

脱臭器など電気製品を
入れないでください

ガス類など引火しやすい物
は入れないでください

分解、改造などは絶対に
しないでください

冷却器の霜を鋭い物で
取らないでください

冷却回路(サイクル部)を破損
しないでください

水が入った容器を上に
置かないでください

焦げくさい時、プラグを抜い
て販売店にご相談ください

水道管、ガス管、電話線、避雷
針などには接続しないでくださ
い
アース線の取付は、販売店にご
相談ください

電源プラグを冷蔵庫で押
付けないでください

使用しない時には電源コード
を抜いてください

濡れた手で電源プラグ
を触らないでください

お風呂や室外など水が
かかる場所には設置し
ない
感電、火災の恐れがありま

す

地震などの振動により冷
蔵庫が倒れるとケガの恐
れがあります

電源は、AC100V・15A以
上のコンセンを単独使用

タコ足配線やテーブル
タップ使用を禁止

丈夫で水平な所へ設置

不安定な場所は、ﾄﾞｱを開
閉などで冷蔵庫が倒れ、ケ
ガの恐れがあります

転倒防止の処置

警告

コードを無理やり曲げたり、
重いものを乗せたりしない

電源コードが熱器具に触
れないでください

傷んだコード・プラグは
使用しないでください

電源コードを抜くときにはプ
ラグを持って抜いてください

安全上のご注意

「死亡や重傷など、人体に重大な
損傷を負う恐れがある」内容

「中程度や軽傷、財産的損害を受
ける恐れがある」内容

警告

注意

可燃性物の近くで使わ
ないでください

してはいけないこと

しなければならないこと

アース線を接続する

漏電や故障時、火災や感電の
恐れがあります

冷媒ｶﾞｽが漏れると滞留
し、発火の恐れがありま
す
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　　（ケガ、財産損失を防ぐために）

◆使用時 .

凍傷、ケガの原因になります 破損、ケガの原因になります

◆移動設置、手入れ時

冷媒回路破損の恐れがあります ケガの原因になります ケガの原因になります

◆設置場所 ◆添え付け寸法

　　￭水平で丈夫な所 　　￭添え付け寸法

　　　(じゅうたん、たたみなどは丈夫な板を敷く) 　　　側面：約10cm以上

　　￭直射日光、熱気、湿気がない所 　　　背面：20cm以上

　　　(冷却力が落ちる事や変色を防ぐ)

　　￭設置場所へ丈夫な板を敷くと熱による変色、 　　￭冷媒ガスR600aは

　　　キズなどを防止 　　　発火、爆発の恐れ

　　￭放熱を良くするためには風通しが良い所で 　　　があり、R600a量が

　　　周囲とすきまを十分とる 　　　800gに対して1㎡

　　　(冷却力が落ちる事や変色を防ぐ) 　　　の空間を設ける

◆設置調整

　　￭前の調節脚を回して水平になるように調整します

　　　(調整脚のみで水平調整ができない時には丈夫な板で調整)

◆アース線接続

　　￭湿気が多い所や水気がある所には必ずアース

　　　線をつけてください

　　　(漏電による感電事故を防止する為に必要です)

　　￭湿気が多い所や水気がある所には必ずアース

　　￭冷凍庫のアース取付用ネジ(　  　記号)に市販の

　　　アース線を取り付けてください

　　￭電源コンセントにアース端子がない場合は

　　　販売店にご相談ください

　　￭アース端子の工事は第3種接地工事資格を取得

　　　した専門者が行います(有料)

庫内棚や容器が落ちないよ
うにご注意ください

厨房用ガスが漏れた場合
は、ガスの元栓をしめ、窓を
開け換気してください

冷凍庫背面の配管部に
手を触れないでください

庫内にビン類を入れな
いでください

冷凍庫底面の鉄板部
に手を触れないでくださ
い

庫内の容器や食品を濡
れた手で触らない

注意

設置の方法

アース取付用ネジ 

アース線(市販用) 

背面 
約20Cm 
以上 

側面 
約10Cm 
以上 
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◆正しく設置 ◆庫内を清掃
　　￭設置方法に従って設置する 　　￭しめらした柔らかい布で庫内を拭く

　　　使いはじめに庫内からプラスチック臭いがする

　　　場合もあります

◆電源プラグを差し込む ◆庫内が冷えたら食品を入れる

　　￭電源プラグをコンセントへ差し直す 　　￭電源入れて2～6時間待つ

　　　場合は、約5分後に差し込みます 　　　季節や気温によってもっと長くなる場合もあります

◆温度調節 ◆霜取り

　　￭出荷時は「2」に設定されます。 　　￭冷却器周辺に霜が1cm以上の霜が付く

　　室内温度25℃基準 　　　と冷却効率が落ちますので霜取り作業

　　　を行ってください

　　￭直冷式冷蔵庫のため、自動霜取りは

　　　行いません

　　￭電源プラグをコンセントから抜くと霜取

　　　りが始まります

　*周囲温度が10℃以下の時には冷却効率が落ち 　＊鋭い物などで強制的に霜取りはしないでください

　　てアイスクリームが溶ける場合があります 　＊冷却回路を破損した場合は有償修理になります

　*アイスクリーム類は、-18℃以上で溶けます 　　￭霜取り時の水漏れにご注意ください

　*電源ON　：　「POWER」ランプ点灯 　　　　床へタオルを敷いてください

　*作動中　：　「RUN」ランプ点灯

◆食品は容器やケースに入れて保存 ◆保冷剤は袋が破れないように注意する

　　￭冷却器に直接当たると冷却器に 　　￭中身(尿酸など)が漏れてさびることが

　　　凍りつき食品や冷却器を傷めます 　　　あります

◆ビン類は入れないでください ◆凍ってない物を一度に多く入れると庫内の

　　￭中身が凍って割れる場合があります 　　温度が上昇する場合があります

◆炭酸類は入れないでください ◆一度解凍した食品を入れないでください

　　￭中身が噴出す場合があります 　　￭食品の味や鮮度が落ちます

◆臭いが強いものは密封して入れてる ◆冷凍に向かない食品は保存しない

　　￭他の食品に臭いが移ります 　　￭牛乳、卵、豆腐など

使いかた

食品保存時のご注意事項

ダイヤル 温度
6 「5」より約 -2℃

5(強) 約 -24℃
4 「3」より約 -2℃

3(中) 約- 18℃
2 「1」より約 -3℃

1(弱) 約 -12℃
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◆電源プラグを抜いてから ◆冷凍庫には直接水をかけないでください

◆しめらせた柔らかい布で汚れを拭き取る ◆熱湯、たわし等は使用しないでください

◆汚れがひどいときは、食器洗い用の中性 ◆アルカリ性洗剤、や酸性洗剤、みがき粉、

　洗剤をぬるい湯へ薄めて洗浄する 　ベンゼンやシンナーは使用しないでください

◆中性洗剤を使った後は、水ぶきして抜き ◆冷凍庫の背部、側面の異物を取り除いて

　取ってください 　ください

◆停電の時

　　￭停電が予告された時

停電の1～2時間前に温度調節を「4」に合わせ庫内を十分い冷やせてください

庫内に新たに食品を入れないでください

　　￭急な停電の時

庫内の温度が急に上昇する恐れがありますのでﾄﾞｱを開閉しないでください

◆移動設置する時

　　￭必ず電源プラグを抜いてください(アース線含む)

　　￭庫内の食品を取り出し、霜取りしてください

　　￭冷凍庫や床などにキズ付かないように気をつけてください

　　￭横倒しはしないでください

◆長時間使わない時

　　￭必ず電源プラグを抜いてください

　　￭庫内を清掃し、ドアを開けて庫内を乾燥させてください

　　　においやカビを抑える効果があります

◆冷却効率が悪い時

　　￭アイスクリームなどが溶けるときは、温度調節を強くするか霜取りしてください

　　￭設置場所の温度が高い時には放熱が不十分ですので風通しを良くしてください

こんな時には？

手入れ
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（異常ではありません）

◆冷凍庫の側面が熱い

　　￭冷凍庫の側面には放熱パイプが通りますので熱くなり、約50℃程度まで達する

　　　場合があります

　　　特に、夏場は手を触れることができないくらい熱くなりますが庫内を冷やすため

　　　放熱しますので冷凍庫は異常ないです

◆異音が気になる

　　￭「パッチ」「ポッキ」などの音は、庫内が冷えると圧力が下がり、プラスチック容器

　　　などが圧力により収縮されるときに発生する音です

　　￭「ゴロゴロ」「シューシュー」などの音は、冷気を発生させる冷媒ガスが配管を循環

　　　するときに発生する音です

　　￭「ブンブン」「キーン」などの音は、冷気を発生させる冷媒ガスを配管に送り込む

　　　コンプレッサーが作動するときに発生する音です

◆庫内に霜が付く

　　￭直冷式冷凍庫ですので露出された冷却器に庫内の水分が霜になって付きます

　　　厚さ1cm程度の場合は霜取りしてください

（ご使用状況を確認ください）

◆冷えがわるい

　　￭温度調節が保存食品量を十分冷やせる温度に設定されませんか？

　　　温度調節をより強く設定してください

　　￭周辺温度が高くありませんか？

　　　直射日光が当たらない、風通しがよい場所へ設置ください

　　￭庫内に霜が多く付いていませんか？

　　　霜取りをしてください

　　￭保存食品が多くありませんか？

　　　庫内の冷気循環が悪くなると冷えがわるくなります

　　￭ドアをひんぱんに開けたり、半ドア閉めではありません？

　　　ドアの開閉を減らしたり、きちんとドアを閉めてください

故障かなと思う時

故障かなと思う時
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◆庫内の霜の量が多い

　　￭保存食品は容器やラップして入れてください

　　　食品から水分が蒸発して霜になります

　　￭ドアをひんぱんに開けたり、半ドア閉めではありません？

　　　ドアの開閉を減らしたり、きちんとドアを閉めてください

◆冷凍庫の外部に結露する

　　￭湿気が多い場所や季節にはドア周辺に結露する場合があります

　　　タオルなどでふき取ってください

◆庫内のにおいが気になる

　　￭においは食品から移ります　

　　　ラップ、容器で密封してください

（必ずお読みください）

◆保証について

　　￭本体のみが保証対象です

　　￭食品の補償など本体以外は保証致しません

　　￭業務用で使用された場合は、故障及び損傷は保証期間内でも有料修理になります

◆修理を依頼するときに ◆保証期間中は

　　￭「故障かなと思うときに」を調べてください 　　￭修理する際には保証書をご提示ください

　　￭それでも異常がある時に使用をやめて 　　　保証書の規定に従って修理いたします

　　　電源コードを抜いてください 　　　保証書のご提示がないと有償修理になります

　　￭お買上げ販売店またはお客様相談窓口に ◆保証期間が過ぎるときは

　　　下記をお知らせ修理を申込みください 　　￭有償修理になります

　　￭お知らせ項目 　　￭修理料金の内訳

品名・型名、 　　　技術料：故障した製品の修理費用

お買上げ年月日 　　　部品代：修理に使用した部品代金

ご訪問希望日 　　　出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する

不良症状など 　　　　　　　　場合の料金

◆補修用性能部品の保有期間 ◆その他

　　￭冷凍庫の補修用性能部品(製品の機能を 　　￭設置や使用状況、浸水など天災地変、運搬中

　　　保つために必要な部品)を製品の製造打 　　　破損等、取扱上の不良は有償修理になります

　　　切り後、6年保有しますが、やむ得ない状 　　￭保証対象に関しては保証書を参照ください

　　　況によって変わる場合もあります 　　　よって変わる場合もあります

保証とアフターサービス
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