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型名

玄米・野菜保冷庫玄米・野菜保冷庫玄米・野菜保冷庫玄米・野菜保冷庫

RZDS
D 2 6 8 9 2 C 0 6

象印ラコルト株式会社
販　売　元

大和冷機工業株式会社
製　造　元

（年中受付）AM 9：0 0 ～PM 5：3 0 （ただし正午～PM 1：0 0 を除きます）

修理の際の連絡先

0120-989-860
0120-989-980

072-993-0977携帯電話・ＰＨＳからは
西日本エリアのお客様
東日本エリアのお客様

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフター
サービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が
ございますのでご了承願います。

型　名
お名前
ご住所　〒

設置日 ※販売店名・住所

☎

☎

保証期間
設置日より
本体1年

年 月 日

※

お
客
様

保　証　書

象印ラコルト株式会社
大阪府大阪市北区天満１丁目20番５号

象印ラコルト玄米保冷庫をお買い上げいただきありがとうございます。
弊社はお買い上げの玄米保冷庫に対し、下記の保証をいたします。

１.保証内容と保証期間
保証期間内において保冷庫に製造、組立、材料上の欠陥により
故障を生じ、故障発生後１ヶ月以内にお申し出があり、弊社が
これを認めた場合に、無償で修理いたします。
なお、この際に取り外した不具合部品は弊社の所有となりま
す。保証期間は据付けならびに試運転を完了した日から起算し
て、冷却ユニット５年間、本体１年間といたします。

２.保証できない範囲
①使用上の誤り、改造や不当な修理、または保守点検不備など
による故障または損傷。

②据付け後の据付場所移動、落下、引越し、輸送などによる故
障または損傷。

③本書に保証開始日(設置日)、お客様名の記入のない場合ある
いは字句を書き換えられた場合。

④火災、地震、水害、落雷、台風、その他の天災地変、ガス
害、塩害、公害や異常電圧による故障または損傷。

⑤車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または
損傷。
⑥当社指定の販売先、農協等以外で修理された場合。
⑦正常な動作をしているにもかかわらず、更に修理改造を要求
される場合。
⑧本書のご提示がない場合。
⑨保管内容物の補償。
⑩玄米・野菜以外の保存が原因で発生した故障。
　(味噌や漬物､その他腐食性物質を含んだ物の保存を含む）

３.その他
●離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合に
は、出張に要する実費を申し受けます。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存し
てください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。
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11.　廃棄処分されるときは……………13ページ
12.　保証について………………………13ページ
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■　ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■　この取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人への危害
　　や損害を未然に防止するためのものです。

■　この取扱説明書に記載してある注意事項や機械に表示してある注意事項は、発生しうる全ての危
　　険を予測、想定できているわけではありません。
　　従って機械の運転・保守・点検および組立を行う場合は、取扱説明書の記載および機械に表示し
　　てある事項に限らず、安全対策には十分配慮してください。

■　注意事項は、「警告」「注意」とありますが、誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などの重大
　　な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「警告」の欄にまとめて記載しています。しかし、
　　その他で記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも
　　安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

してはいけない「禁止」内容です。

触れてはいけないことを示します。

製品を分解してはいけないことを示
します。

電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

実行しなければならない「指示」内容です。

アース工事が必要です。

１．安全上のご注意 13．仕　様
玄 米 ・ 野 菜 保 冷 庫

単相100V

50／60Hz

5～35℃

85％RH　以下

＋5～＋16℃

HFC　R134a

品 名

型 名

使
用
条
件

寸

法

外

寸

内

寸

電 源 電 圧

電 波 周 波 数

定格消費電力：
（50Hz/60Hz）

冷却時消費電力：
（50Hz/60Hz）

周 囲 温 度

周 囲 湿 度

幅

奥　　行

高　　さ

幅

奥　　行

高　　さ

製 品 の 質 量

お米の収納袋数（30㎏）

庫内温度制御範囲

冷 媒

RZ-DS05 RZ-DS07 RZ-DS10 RZ-DS14 RZ-DS21

158W／148W 158W／148W 158W／148W 185W／170W

177W／167W 187W／177W 185W／175W

158W／148W

180W／170W 240W／225W

650㎜

807㎜

1460㎜

548㎜

650㎜

1046㎜

50㎏

5

750㎜

657㎜

1843㎜

648㎜

500㎜

1428㎜

61㎏

7

900㎜

807㎜

1843㎜

798㎜

650㎜

1428㎜

76㎏

14

1500㎜

807㎜

1843㎜

1398㎜

650㎜

1428㎜

112㎏

21

900㎜

807㎜

1460㎜

798㎜

650㎜

1046㎜

65㎏

10
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電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かないこと。電源コードを引っ張るとコー
ドが傷つき、火災・感電の原因になります。

扉の開閉は、取っ手を持って行うこと。
取っ手以外を持つと手を挟み、ケガの原因となります。

11．廃棄処分されるときは
廃棄は専門の業者に依頼してください。放置しますと幼児が閉じ込められるなど事故の原因
になります。

12．保証について
■　この製品は徹底した品質管理のもとにお届けいたしておりますが、万一故障した場合、「保証書」
の記載内容により保証期間内は無料修理をいたします。詳細は 「保証書」 をお読みください。

■　食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。

■　お客様ご自身での製品改造または修理につきましては保証をいたしかねます。

■　製品はたえず改良を行っていますので、予告なしに仕様を変更することがあります。

■　この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国
では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and 
should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for 
this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压100V所设计。

由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。

另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。

由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。

另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에
전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다.
A/S 또한 불가능합니다.

10．移動・移設されるときは
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扉パッキンに乳酸飲料や調味料がついたままお使いになりますと、早く傷みます。また鉄粉
などが付着しやすくもらい錆の原因となりますので、こまめにふいてください。

扉パッキンの当たるところも忘れずにふいてください。

本体や扉パッキンはやわらかい布でふいてください。汚れのひどいときは、ぬるま湯か適量
にうすめた食器用洗剤を含ませた布をよくしぼってふきとってください。洗剤はスプレー等
で直接かけないでください。

住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、石油、粉石けん、みがき粉、アルカリ性洗剤、熱湯、
酸、塩素系殺菌消毒剤（次亜塩素酸ナトリウムなど）、たわし、化学ぞうきん、クレンザー、オゾン
水、溶剤を含む洗剤などは使わないでください。プラスチック、金属類を傷めることがあります。

洗剤を使ったあとは洗剤分が残らないよう水を浸した布をよくしぼってふきとってください。

取っ手などの樹脂部分に直接洗剤をかけることは絶対にしないでください。

９．修理・サービスを依頼する前に

・停電ではありませんか。
・コンセントの差し込みは確実ですか。
・ヒューズやブレーカーは切れていませんか。
・周囲温度が異常(35℃以上)に高すぎません
　か。

・直射日光を受けていませんか。
・発熱器具がそばにありませんか。
・扉をあけっぱなしにしていませんか。
・本体と扉にすき間はありませんか。
・食品をつめ込みすぎて
　いませんか。
・温度設定は適切ですか。
・周囲温度が異常(35℃以
　上)に高すぎませんか。
・周りの風通しは
　よいですか。

８．簡易点検の実施について
フロン排出抑制法により、当製品の管理者（所有者など）には機器及びフロン類の適切な管理義務
があります。
当製品では四半期に一回以上の簡易点検が必要となります。同梱の簡易点検実施記録票に記録を
取ってください。
用紙は本取扱説明書といっしょにナイロン袋に入っています。

簡易点検では以下の内容を目視確認してください。
•冷却ユニットに異常（損傷、腐食、錆、油にじみ）があるか。
•温度表示部の温度が設定温度と合っているか。
•製品の異常振動、異音はないか。

２．ラベルの貼付け位置

？ ？
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④

⑥

⑤

③

10･14袋

棚を２枚以上お使いになる際は、総重量60kgまでとしてください。
破損によるケガの原因になることがあります。

■　扉の開閉はすみやかに

扉のむだな開閉は電力の浪費につながります。また、せっかく
の冷気が逃げて庫内の温度が上昇してしまいます。特に長時間
の開けっぱなしはさけてください。

（注）扉を閉めた直後、一時的に開きにくくなることがあります。

７．お手入れ

３．各部のなまえと扱い方

　　注　意

デジタル温度表示は設定

温度を表示します。庫内

の温度と異なる場合があ

りますので注意してくだ

さい。

　　注　意

製品に加温機能はありま

せん。周囲温度が設定温

度以下に下がると、庫内

の温度も周囲温度に応じ

て下がります。

①　冷却ユニット
　この中に機械室があり、庫内を冷やします。

②　アジャスタ（脚）
　本体を水平状態に調節してください。

③　柱
　玄米袋などを壁に密着させないためのものです。

④　南京錠取付金具
　南京錠を用意いただきますと、施錠できます。

⑤　排水ホース
　使用環境により排水がオーバーフローする場合が
　ありますので、取付けておいてください。

⑥　棚柱
　オプション棚をセットするときに使用します。

⑦　温度表示
　設定温度を通常は表示しています。
　異常表示、霜取も表示します。
　霜取時には「　　」を表示します。
　異常表示の種類は10ページに記載しています。

⑧　温度設定ボタン
　庫内温度の設定を行います。
　（玄米モード：9～16℃、野菜モード：5～16℃）
　・設定を低い温度に変更するとき
　　▼「下げる」を押して。１℃単位で設定温度を
　　下げることができます。
　・設定を高い温度に変更するとき
　　▲「上げる」を押して。１℃単位で設定温度を
　　上げることができます。
　・出荷時は玄米モード12℃に設定されています。
　温度設定中は設定温度が点滅表示されます。
⑨　設定ボタン
　玄米モード、野菜モードの設定を行います。
　（初期設定：玄米モード）
　・玄米モード
　　玄米を保冷する場合は必ず玄米モードで行っ
　　てください。
　・野菜モード
　　庫内が高湿となり野菜の保冷に適しています。
　玄米と野菜を一緒に貯蔵しないでください。
⑩　玄米節電ボタン
　玄米保冷用節電モードへの切り替えを行います。
　節電モードへの切り替えは、玄米モード（12℃、
　13℃設定時）でのみ可能となります。野菜モー
　ドでの切り替えは出来ません。（節電モードはボ
　タン操作を行う事で解除されます。）
⑪　運転モード表示ランプ
　設定している運転モードのランプが点灯します。
　コントロールパネルに関する詳細説明は 9ペー
　ジに記載しています。

⑨

⑧

⑦

⑪

⑩

上げる下げる

設定

温度

℃

玄米
野菜

玄米節電
ＨＹＢＲＩＤ
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30kg紙袋

冷気吹出

冷気吸込

スキマ スキマ

ス
キ
マ

21袋

スキマスキマ

ス
キ
マ

14袋

スキマスキマ

ス
キ
マ

スキマスキマ スキマスキマ

ス
キ
マス

キ
マ

10袋７袋５袋

つめ込みすぎは冷えむらや冷却不良の原因になります。庫内
の壁に密着して物を入れないでください。また冷気吸込口や
冷気吹出口をふさがないでください。

玄米袋はドア側に倒れてこないよう均等に積んでください。
片荷になりますと扉の段差が生じ、扉が閉めにくくなったり、
本体に露が付く原因になります。
「玄米袋の上限」 シールより上まで積まないでください。玄
米を詰めた袋の形によっては、その数だけ入らないことがあ
ります。

収容量は、あくまで目安としてください。

積み込みかた
1列・5段
1列・7段
2列・5段
2列・7段
3列・7段

5袋
7袋
10袋
14袋
21袋

貯蔵量(30kg紙袋)

この表示の時は、玄米モード、12℃設定の運転を行います。

周囲温度センサ異常
周囲温度センサに異常が発生しました。
この表示の時は、運転を停止します。
お早めに、販売店、当社サービス店までご連絡ください。

運送途中の事故を防ぐための梱包を外
し外装に貼ってある傷付き防止の薄い
ビニル被膜を剥がしてください。ビニ
ルは簡単に剥がせます。ビニルを貼っ
たまま長期間放置しておきますと、ノ
リ残りが発生し、
のちのち剥がし
にくくなります
のでご注意くだ
さい。

床面が平らで重量に十分耐えるところ
に水平になるように据付け、転倒防止
の処置をしてください。強度不足や据
付けに不備があると水漏れ、転倒、落
下によるケガなどの原因になることが
あります。また、
車両、船舶でのご
使用はできません
ので必ず静止した
状態でご使用くだ
さい。

４．据付けるときには

熱のとどかないところに据付ける 雨や水のかからないところに据付ける

■　水がもれても大丈夫なところに据付ける
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・本製品には加温機能がありません。
　冬季など周囲の温度が低い場合、庫内温度が設定温度より下がることがあります。貯蔵物の
　品質を損なう原因になる場合、別の場所に移すなどの処置をしてください。
　※デジタル温度表示は設定温度を表示します。

５．お使いになる上でのご注意

貯蔵物を入れてください。

貯蔵物に影響はありません。

●温度調節
1.電源を入れたときには、玄米モード12℃に設定されています。
2.温度設定ボタンの「上げる」または「下げる」を押しますと、設定温
　度を表示します。（設定温度調節中は設定温度が点滅表示されます。）
3.温度調節は、玄米モード：9～16℃、野菜モード：5～16℃の範囲で、
　1℃単位の設定ができます。
4.設定を低い温度に変更するときは、温度設定ボタンの「下げる」を押
　して操作します。
　設定を高い温度に変更するときは、温度設定ボタンの「上げる」を押
　して操作します。

●運転モード変更
　庫内ファンの制御を変えて、庫内の湿度調整を行います。
・設定ボタンで、玄米の保冷、野菜の一時保冷に適したモードに変更できます。
　各モードに対応したランプが点灯します。
・玄米節電ボタンで節電モードへの変更ができます。
　ランプが点灯し、玄米保冷に最適な運転モードとなります｡(デジタル表示14℃）
　節電モードへは玄米モードで12℃又は13℃設定の時のみ変更できます｡

庫内の温度調節とモード変更

６．使い方

設定温度がデジタル表示されます。
・デジタル表示が点灯時は運転中です。

■　表示は

上げる下げる

設定

温度

℃

玄米
野菜

玄米節電
ＨＹＢＲＩＤ

30cm

10cm
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玄米を貯蔵する場合は、水分を16％以下まで乾燥して紙袋で貯蔵してください。

冷えた玄米を外気にさらすと、表面に露が付き（結露）玄米の表面が白くひび割れを起こすことが
あります。紙袋の口は開けないでください。精米直前に開封してください。

精米を行う場合は袋を庫外に出し、中の玄米が外気温度と同じになってから精米してください。夏
場は温度差が大きいため12時間以上の時間が必要です。

初夏から夏(　6　～　9　月)にかけて玄米を取出す時は早朝の温度が低いとき取出すようにしてください。

「玄米」／「野菜」モード設定を「野菜」にして玄米を貯蔵しないでください。
庫内の湿度が上がり、玄米にカビが発生することがあります。

野菜を一時貯蔵する場合は、設定スイッチを野菜モードにしてください。

野菜類を貯蔵する場合は、収穫から出荷までの一時保管としてください。
この機械は、予冷（短期間で野菜や果物の温度を低下させる）には能力が不足する場合があります。

低温で貯蔵していて野菜が凍る場合は、設定温度を上げてください。

玄米と野菜やくだものを同時に貯蔵しないでください。庫内の湿度が上がり、玄米にカビが発生す
ることがあります。

医薬品・学術試料などの保存はおやめください。警報装置のついた専用冷蔵庫をご使用くだ
さい。

市販の袋入り寒冷剤（硝安、尿素を含む）は庫内に入れないでください。中身がもれると錆
や故障の原因になります。

製品の近くには、肥料など金属を腐食させるものを置かないでください。錆や故障の原因に
なります。

エーテル・ベンジン・アルコール・プロパンガス・接着剤などの揮発性、引火性のある薬品およ
びその類似品は絶対に庫内へ入れないでください。爆発や火災などの原因になります。

保冷庫でも凍ることがあります。冷気の吹出部にビンやカン類を入れないでください。中身
が凍って割れ、ケガの原因になることがあります。

玄米・野菜の貯蔵専用として使用すること。
玄米・野菜以外を貯蔵すると、貯蔵品の品質低下や故障の原因になります。

周囲温度が　5　℃～35℃以外のところで使用しますと、電力の浪費ばかりで
なく故障の原因になります。

ラッカーペイントなど強燃性のスプレーや揮発性、引火性のある薬品およびその類似品は製
品の近くでご使用しないでください。スイッチの火花などで引火し発火の原因になることが
あります。

製品の近くでガス漏れが発生した場合、引火爆発を防ぐため、保冷庫やコンセントに手を触
れずに、まずガスの元栓を閉めて換気をしてください。

電源プラグを抜いたときは再び差し込むまで　5　分以上間をおいてください。すぐに差し込む
とコンプレッサに負担がかかり一時的に動かないことがあります。

漏電ブレーカーは定期的に動作確認をしてください。漏電ブレーカーを故障のまま使用する
と、漏電のとき動作せず、感電の原因になることがあります。

製品の上には、ものや水を入れた容器を置かないでください。落下しケガをしたり、こぼれ
た水で電気製品の絶縁が悪くなり、漏電の原因になることがあります。

機械部の上にものを載せたり、手を入れたりしないでください。ファンが高速回転していま
すので、発熱やケガの原因になることがあります。

製品の上に乗ったり、ものを載せたりしないでください。転倒・破損・落下などによりケガ
の原因になることがあります。

空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないでください。ファンが高速回転していますの
でケガの原因になることがあります。

長期間ご使用にならない場合は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。ほ
こりが溜まって発熱、発火の原因になることがあります。

落雷により製品が故障することがあります。雷発生の際は、電源プラグをコンセントから抜
いてください。

周囲温度
　５～35℃

■　施錠するときは

カギを使用するときは、扉を閉めた状態で市販の南京錠を取付けてください。

推奨南京錠：
下記40mmタイプの南京錠を使用してください。
　タキゲン製造(株)製C-555N-40相当
※南京錠のサイズによっては施錠出来ない場合があります。

40㎜タイプ
サイズ目安

21
.5

40

21 φ6.5

カギＢＴ

南京錠（市販品） カギ

施錠金具詳細
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・本製品には加温機能がありません。
　冬季など周囲の温度が低い場合、庫内温度が設定温度より下がることがあります。貯蔵物の
　品質を損なう原因になる場合、別の場所に移すなどの処置をしてください。
　※デジタル温度表示は設定温度を表示します。

５．お使いになる上でのご注意

貯蔵物を入れてください。

貯蔵物に影響はありません。

●温度調節
1.電源を入れたときには、玄米モード12℃に設定されています。
2.温度設定ボタンの「上げる」または「下げる」を押しますと、設定温
　度を表示します。（設定温度調節中は設定温度が点滅表示されます。）
3.温度調節は、玄米モード：9～16℃、野菜モード：5～16℃の範囲で、
　1℃単位の設定ができます。
4.設定を低い温度に変更するときは、温度設定ボタンの「下げる」を押
　して操作します。
　設定を高い温度に変更するときは、温度設定ボタンの「上げる」を押
　して操作します。

●運転モード変更
　庫内ファンの制御を変えて、庫内の湿度調整を行います。
・設定ボタンで、玄米の保冷、野菜の一時保冷に適したモードに変更できます。
　各モードに対応したランプが点灯します。
・玄米節電ボタンで節電モードへの変更ができます。
　ランプが点灯し、玄米保冷に最適な運転モードとなります｡(デジタル表示14℃）
　節電モードへは玄米モードで12℃又は13℃設定の時のみ変更できます｡

庫内の温度調節とモード変更

６．使い方

設定温度がデジタル表示されます。
・デジタル表示が点灯時は運転中です。

■　表示は

上げる下げる

設定

温度

℃

玄米
野菜

玄米節電
ＨＹＢＲＩＤ

30cm

10cm
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30kg紙袋

冷気吹出

冷気吸込

スキマ スキマ

ス
キ
マ

21袋

スキマスキマ

ス
キ
マ

14袋

スキマスキマ

ス
キ
マ

スキマスキマ スキマスキマ

ス
キ
マス

キ
マ

10袋７袋５袋

つめ込みすぎは冷えむらや冷却不良の原因になります。庫内
の壁に密着して物を入れないでください。また冷気吸込口や
冷気吹出口をふさがないでください。

玄米袋はドア側に倒れてこないよう均等に積んでください。
片荷になりますと扉の段差が生じ、扉が閉めにくくなったり、
本体に露が付く原因になります。
「玄米袋の上限」 シールより上まで積まないでください。玄
米を詰めた袋の形によっては、その数だけ入らないことがあ
ります。

収容量は、あくまで目安としてください。

積み込みかた
1列・5段
1列・7段
2列・5段
2列・7段
3列・7段

5袋
7袋
10袋
14袋
21袋

貯蔵量(30kg紙袋)

この表示の時は、玄米モード、12℃設定の運転を行います。

周囲温度センサ異常
周囲温度センサに異常が発生しました。
この表示の時は、運転を停止します。
お早めに、販売店、当社サービス店までご連絡ください。

運送途中の事故を防ぐための梱包を外
し外装に貼ってある傷付き防止の薄い
ビニル被膜を剥がしてください。ビニ
ルは簡単に剥がせます。ビニルを貼っ
たまま長期間放置しておきますと、ノ
リ残りが発生し、
のちのち剥がし
にくくなります
のでご注意くだ
さい。

床面が平らで重量に十分耐えるところ
に水平になるように据付け、転倒防止
の処置をしてください。強度不足や据
付けに不備があると水漏れ、転倒、落
下によるケガなどの原因になることが
あります。また、
車両、船舶でのご
使用はできません
ので必ず静止した
状態でご使用くだ
さい。

４．据付けるときには

熱のとどかないところに据付ける 雨や水のかからないところに据付ける

■　水がもれても大丈夫なところに据付ける



－４－－11－

④

⑥

⑤

③

10･14袋

棚を２枚以上お使いになる際は、総重量60kgまでとしてください。
破損によるケガの原因になることがあります。

■　扉の開閉はすみやかに

扉のむだな開閉は電力の浪費につながります。また、せっかく
の冷気が逃げて庫内の温度が上昇してしまいます。特に長時間
の開けっぱなしはさけてください。

（注）扉を閉めた直後、一時的に開きにくくなることがあります。

７．お手入れ

３．各部のなまえと扱い方

　　注　意

デジタル温度表示は設定

温度を表示します。庫内

の温度と異なる場合があ

りますので注意してくだ

さい。

　　注　意

製品に加温機能はありま

せん。周囲温度が設定温

度以下に下がると、庫内

の温度も周囲温度に応じ

て下がります。

①　冷却ユニット
　この中に機械室があり、庫内を冷やします。

②　アジャスタ（脚）
　本体を水平状態に調節してください。

③　柱
　玄米袋などを壁に密着させないためのものです。

④　南京錠取付金具
　南京錠を用意いただきますと、施錠できます。

⑤　排水ホース
　使用環境により排水がオーバーフローする場合が
　ありますので、取付けておいてください。

⑥　棚柱
　オプション棚をセットするときに使用します。

⑦　温度表示
　設定温度を通常は表示しています。
　異常表示、霜取も表示します。
　霜取時には「　　」を表示します。
　異常表示の種類は10ページに記載しています。

⑧　温度設定ボタン
　庫内温度の設定を行います。
　（玄米モード：9～16℃、野菜モード：5～16℃）
　・設定を低い温度に変更するとき
　　▼「下げる」を押して。１℃単位で設定温度を
　　下げることができます。
　・設定を高い温度に変更するとき
　　▲「上げる」を押して。１℃単位で設定温度を
　　上げることができます。
　・出荷時は玄米モード12℃に設定されています。
　温度設定中は設定温度が点滅表示されます。
⑨　設定ボタン
　玄米モード、野菜モードの設定を行います。
　（初期設定：玄米モード）
　・玄米モード
　　玄米を保冷する場合は必ず玄米モードで行っ
　　てください。
　・野菜モード
　　庫内が高湿となり野菜の保冷に適しています。
　玄米と野菜を一緒に貯蔵しないでください。
⑩　玄米節電ボタン
　玄米保冷用節電モードへの切り替えを行います。
　節電モードへの切り替えは、玄米モード（12℃、
　13℃設定時）でのみ可能となります。野菜モー
　ドでの切り替えは出来ません。（節電モードはボ
　タン操作を行う事で解除されます。）
⑪　運転モード表示ランプ
　設定している運転モードのランプが点灯します。
　コントロールパネルに関する詳細説明は 9ペー
　ジに記載しています。

⑨

⑧

⑦

⑪

⑩

上げる下げる

設定

温度

℃

玄米
野菜

玄米節電
ＨＹＢＲＩＤ
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扉パッキンに乳酸飲料や調味料がついたままお使いになりますと、早く傷みます。また鉄粉
などが付着しやすくもらい錆の原因となりますので、こまめにふいてください。

扉パッキンの当たるところも忘れずにふいてください。

本体や扉パッキンはやわらかい布でふいてください。汚れのひどいときは、ぬるま湯か適量
にうすめた食器用洗剤を含ませた布をよくしぼってふきとってください。洗剤はスプレー等
で直接かけないでください。

住宅用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、石油、粉石けん、みがき粉、アルカリ性洗剤、熱湯、
酸、塩素系殺菌消毒剤（次亜塩素酸ナトリウムなど）、たわし、化学ぞうきん、クレンザー、オゾン
水、溶剤を含む洗剤などは使わないでください。プラスチック、金属類を傷めることがあります。

洗剤を使ったあとは洗剤分が残らないよう水を浸した布をよくしぼってふきとってください。

取っ手などの樹脂部分に直接洗剤をかけることは絶対にしないでください。

９．修理・サービスを依頼する前に

・停電ではありませんか。
・コンセントの差し込みは確実ですか。
・ヒューズやブレーカーは切れていませんか。
・周囲温度が異常(35℃以上)に高すぎません
　か。

・直射日光を受けていませんか。
・発熱器具がそばにありませんか。
・扉をあけっぱなしにしていませんか。
・本体と扉にすき間はありませんか。
・食品をつめ込みすぎて
　いませんか。
・温度設定は適切ですか。
・周囲温度が異常(35℃以
　上)に高すぎませんか。
・周りの風通しは
　よいですか。

８．簡易点検の実施について
フロン排出抑制法により、当製品の管理者（所有者など）には機器及びフロン類の適切な管理義務
があります。
当製品では四半期に一回以上の簡易点検が必要となります。同梱の簡易点検実施記録票に記録を
取ってください。
用紙は本取扱説明書といっしょにナイロン袋に入っています。

簡易点検では以下の内容を目視確認してください。
•冷却ユニットに異常（損傷、腐食、錆、油にじみ）があるか。
•温度表示部の温度が設定温度と合っているか。
•製品の異常振動、異音はないか。

２．ラベルの貼付け位置

？ ？
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電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かないこと。電源コードを引っ張るとコー
ドが傷つき、火災・感電の原因になります。

扉の開閉は、取っ手を持って行うこと。
取っ手以外を持つと手を挟み、ケガの原因となります。

11．廃棄処分されるときは
廃棄は専門の業者に依頼してください。放置しますと幼児が閉じ込められるなど事故の原因
になります。

12．保証について
■　この製品は徹底した品質管理のもとにお届けいたしておりますが、万一故障した場合、「保証書」
の記載内容により保証期間内は無料修理をいたします。詳細は 「保証書」 をお読みください。

■　食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。

■　お客様ご自身での製品改造または修理につきましては保証をいたしかねます。

■　製品はたえず改良を行っていますので、予告なしに仕様を変更することがあります。

■　この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国
では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and 
should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for 
this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压100V所设计。

由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿使用于其它地区。

另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。

由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。

另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에
전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다.
A/S 또한 불가능합니다.

10．移動・移設されるときは
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■　ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■　この取扱説明書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人への危害
　　や損害を未然に防止するためのものです。

■　この取扱説明書に記載してある注意事項や機械に表示してある注意事項は、発生しうる全ての危
　　険を予測、想定できているわけではありません。
　　従って機械の運転・保守・点検および組立を行う場合は、取扱説明書の記載および機械に表示し
　　てある事項に限らず、安全対策には十分配慮してください。

■　注意事項は、「警告」「注意」とありますが、誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などの重大
　　な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「警告」の欄にまとめて記載しています。しかし、
　　その他で記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも
　　安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

してはいけない「禁止」内容です。

触れてはいけないことを示します。

製品を分解してはいけないことを示
します。

電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

実行しなければならない「指示」内容です。

アース工事が必要です。

１．安全上のご注意 13．仕　様
玄 米 ・ 野 菜 保 冷 庫

単相100V

50／60Hz

5～35℃

85％RH　以下

＋5～＋16℃

HFC　R134a

品 名

型 名

使
用
条
件

寸

法

外

寸

内

寸

電 源 電 圧

電 波 周 波 数

定格消費電力：
（50Hz/60Hz）

冷却時消費電力：
（50Hz/60Hz）

周 囲 温 度

周 囲 湿 度

幅

奥　　行

高　　さ

幅

奥　　行

高　　さ

製 品 の 質 量

お米の収納袋数（30㎏）

庫内温度制御範囲

冷 媒

RZ-DS05 RZ-DS07 RZ-DS10 RZ-DS14 RZ-DS21

158W／148W 158W／148W 158W／148W 185W／170W

177W／167W 187W／177W 185W／175W

158W／148W

180W／170W 240W／225W

650㎜

807㎜

1460㎜

548㎜

650㎜

1046㎜

50㎏

5

750㎜

657㎜

1843㎜

648㎜

500㎜

1428㎜

61㎏

7

900㎜

807㎜

1843㎜

798㎜

650㎜

1428㎜

76㎏

14

1500㎜

807㎜

1843㎜

1398㎜

650㎜

1428㎜

112㎏

21

900㎜

807㎜

1460㎜

798㎜

650㎜

1046㎜

65㎏

10



RZ－DS05
RZ－DS07
RZ－DS10
RZ－DS14
RZ－DS21

型名

玄米・野菜保冷庫玄米・野菜保冷庫玄米・野菜保冷庫玄米・野菜保冷庫

RZDS
D 2 6 8 9 2 C 0 6

象印ラコルト株式会社
販　売　元

大和冷機工業株式会社
製　造　元

（年中受付）AM 9：0 0 ～PM 5：3 0 （ただし正午～PM 1：0 0 を除きます）

修理の際の連絡先

0120-989-860
0120-989-980

072-993-0977携帯電話・ＰＨＳからは
西日本エリアのお客様
東日本エリアのお客様

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフター
サービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が
ございますのでご了承願います。

型　名
お名前
ご住所　〒

設置日 ※販売店名・住所

☎

☎

保証期間
設置日より
本体1年

年 月 日
※

お
客
様

保　証　書

象印ラコルト株式会社
大阪府大阪市北区天満１丁目20番５号

象印ラコルト玄米保冷庫をお買い上げいただきありがとうございます。
弊社はお買い上げの玄米保冷庫に対し、下記の保証をいたします。

１.保証内容と保証期間
保証期間内において保冷庫に製造、組立、材料上の欠陥により
故障を生じ、故障発生後１ヶ月以内にお申し出があり、弊社が
これを認めた場合に、無償で修理いたします。
なお、この際に取り外した不具合部品は弊社の所有となりま
す。保証期間は据付けならびに試運転を完了した日から起算し
て、冷却ユニット５年間、本体１年間といたします。

２.保証できない範囲
①使用上の誤り、改造や不当な修理、または保守点検不備など
による故障または損傷。

②据付け後の据付場所移動、落下、引越し、輸送などによる故
障または損傷。

③本書に保証開始日(設置日)、お客様名の記入のない場合ある
いは字句を書き換えられた場合。

④火災、地震、水害、落雷、台風、その他の天災地変、ガス
害、塩害、公害や異常電圧による故障または損傷。

⑤車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または
損傷。
⑥当社指定の販売先、農協等以外で修理された場合。
⑦正常な動作をしているにもかかわらず、更に修理改造を要求
される場合。
⑧本書のご提示がない場合。
⑨保管内容物の補償。
⑩玄米・野菜以外の保存が原因で発生した故障。
　(味噌や漬物､その他腐食性物質を含んだ物の保存を含む）

３.その他
●離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合に
は、出張に要する実費を申し受けます。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存し
てください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。
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