
Code : T346-13

DR-B30CS

Code:AD307P-13

安全上のご注意　･････････････････････････

設置場所　･･･････････････････････････････

各部のなまえ　･･･････････････････････････

使いかた　･･･････････････････････････････

手入れのしかた　･････････････････････････

こんな時は？　･･･････････････････････････

故障かな？と思ったら   ･･･････････････････

保証とアフターサービスについて/

おもな仕様　･････････････････････････････

1

3

5

6

10

12

12

13



AD241-4a(일)_jpg.indd   2 2013-12-24   오전 11:43:33

1

（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

「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

してはいけないこと

しなければならないこと

◆設置時

周辺にすきまをあける

アース線

水道管、ガス管、電話線、
避雷針などには接続しない

線 売店 ご

冷媒ｶﾞｽが漏れると滞留し、
発火の恐れがあります

お風呂や室外など水がか
かる場所には設置しない

地震などの振動により冷蔵
庫が倒れるとケガの恐れが

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

転倒防止の処置

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

　　（感電、大ケガ、火災を防ぐために）警告

アース線 アース線の取付は、販売店にご
相談ください

庫が倒れるとケガの恐れが
あります

などで冷蔵庫が倒れ、ケガの
恐れがあります

◆電源プラグ・コード

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

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

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

◆使用時

お子様や体が不自由な方
は添いついて使用

薬品など一般食品以外は
保存しない

冷蔵庫に登ったりぶらさ
かっりしない

庫内灯の交換時は電源
コードを抜く

脱臭器など電気製品を
入れない

ガス類など引火しやすい物
は入れない

分解、改造などは絶対に
しない

冷却器の霜を鋭い物で
取らない

冷却回路(サイクル部)を破
損しない

焦げくさい時、プラグを抜い
て販売店にご相談する

水が入った容器を上に置
かない

可燃性物の近くで使わ
ない

製造業者が推薦するもの以
外の,除霜を速めるための機
械的な器具,その他の手段を
用いないこと。
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◆移動設置、手入れ時 ◆長期間使用しない時 ◆廃棄時

電源プラグを抜く
廃棄する場合は、販売店に
ご相談する

電源プラグを抜く

＊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

　　（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

厨房用ガスが漏れた場合
は、ガスの元栓をしめ、窓
を開け換気する

冷凍内にビン類を入れ
ない

冷凍内の容器や食品を
濡れた手で触らない

注意

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

庫内棚や容器が落ちないよ
うにご注意する

冷蔵庫背面の配管部に
手を触れない

冷蔵庫底面の鉄板部に
手を触れない

設置の方法

◆設置場所

　　￭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

　　　板で高さを調整)

　　￭水平で丈夫な所

　　￭設置場所へ丈夫な板を敷くと熱による変色、

　　　キズなどを防止
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設置の方法

￭直射日光、熱気、湿気がない所

　　　(冷却力が落ちる事や変色を防ぐ)

　　￭放熱を良くするためには風通しが良い所で周囲とすきまを十分とる
　　　(冷却力が落ちる事や変色を防ぐ)

　　＊添え付け寸法

　　　側面：10cm以上

　　　背面：20cm以上

　　　上部：30cm以上

　　＊冷媒ガスR600aは

　　　発火、爆発の恐れ

　　　があり、R600a量が

　　　800gに対して1㎡以

　　　上の空間を設ける

　　￭湿気が少ないところに設置する

　　　(湿気が多い場所や水がかかる場所は避けてください)

◆設置場所

3
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◆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)

　　￭冷蔵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)

◆自動霜取り

　￭自動霜取を行う為、霜取りは不要です

　　　＊自動霜取り以外の方法での霜取りはしないでください

￭冷却器についた霜をヒーターで溶かして　￭冷却器についた霜をヒーターで溶かして

　　　霜取りします

　　￭霜取り時の水は蒸発器にたまり、自然

　　　蒸発されます

◆アラーム警報

　　￭初期の電源アラーム
　　　＊冷蔵庫の電源プラグをコンセントに差し込むとアラームがなります

　　￭冷蔵ドアオープンアラーム

　　　＊冷蔵ドアが約1分以上開いた場合アラームがなります
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①冷蔵棚(3個)

②冷蔵室温度調節つまみ

　＊冷蔵室温度でコンプレッサーが運転します。

③野菜室ケースカバー

④野菜室ケース

⑤冷凍ケース(3個)/ガラス板(2枚)

⑥調整脚

⑦冷蔵ドア小物ポケット(3個)

⑧冷蔵ドア大物ポケット 
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庫内灯はLEDタイプの電子部品ですのでお客様が直接交換できません。
庫内灯が点かない場合は販売店又は弊社のお客様相談窓口へご相談ください。
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停電が予告された時
・停電の1～2時間前には温度調節ダイヤルを（強）に合わせてください。
・冷蔵庫の内部の温度を高めますので、新たに食品を入れないでください。

急に停電した時
・ドアを開閉しなければ、約1時間は庫内温度をほぼ保つことができます。
・必ず電源プラグを抜き、コードを後ろ側に束ねて整理してください。

・電源プラグを抜き、冷蔵庫の中をきれいに清掃してください。

・コードを冷蔵庫の後ろ側に束ねてください。
・冷蔵庫を廃棄する時は、お買い上げの販売店にご相談ください。
　リサイクル料金と収集・運搬料金が別途必要になります。

・慎重に移動してください。（ドアや取っ手をつかんで移動しないでくださ
い。）

・食品を取り出し、冷蔵庫から霜が溶けて完全に排水された後に蒸発皿の水
を捨ててください。

・購入した時と同じ様に梱包し、横に倒さないで運搬してください。横に倒
   すと圧縮機が故障する恐れがあります。

引っ越す時

冷蔵庫を移動する時

停電の時

・冷蔵庫のドアを開放し、2～3日間は乾燥させてください。（カビやにおい
を防止するために必要です。）

冷蔵庫を廃棄する時

冷蔵庫を長期間使用しない時

12
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SN：DR-B30201608Vr.1.2

型式

品名

電源コードの長さ

冷媒

冷媒封入量

断熱材

定格内容積

外形寸法

質量

定格電圧

定格周波数

定格消費電力（50Hz/60Hz）

44g

シクロペンタン

2ドア冷凍冷蔵庫

DR-B30CS

307L（冷凍室89L、冷蔵室218L）

幅597×奥行635×高さ1872mm

69kg

交流100V

A3.1流電格定

50Hz/60Hz共用

霜取装置130W

425kWh /年（50Hz/60Hz）

1.95m

R600a

年間消費電力量（JIS C 9801-2015年）

※本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

冷凍室の性能について

冷凍室の性能は、日本工業規格（JIS C9607）に定められた試験にもとづいて表示しています。

記号                  フォースター  

冷凍食品の貯蔵期間の目安     約3カ月

*冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、冷凍の方法、店頭での貯蔵状態、冷凍庫の利用条件などによって異なりますので、

  一応の目安としてご覧ください。

お客様相談窓口

お客様相談窓口フリーダイヤル
操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

ゴアイコニサンキュー

営業時間：平日9時～17時
（土日・祝祭日および弊社休業日を除く）

おかけ間違いのないようご確認の上、お問い合わせください。

0120-515-239（無料）

〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル

http://www.daewoosales.jp/

大宇販売株式会社


