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ビッグフリーザーで、まとめ買いやおかずの作り置きもたっぷり冷凍収納！

「FREEzing+（フリージングプラス）シリーズ」
冷凍冷蔵庫（AQR-VT32F・AQR-VD32F）新発売
アクア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、大容量の冷凍室と、3
温度切替が可能なセレクトルームを冷蔵室に内蔵した新シリーズ「FREEzing+（フリージングプラス）」冷凍冷
蔵庫（3 ドアタイプ AQR-VT32F：定格内容積 320L）、（2 ドアタイプ AQR-VD32F：定格内容積 324L）を 2017
年 11 月 17 日（金）に発売します。
「フリージングプラス」 シリーズ
3 ドアタイプ（AQR-VT32F）

(N) ライトシャンパン （P）スパークリングロゼ

2 ドアタイプ（AQR-VD32F）

(N) ライトシャンパン （P）スパークリングロゼ

冷凍食品や冷凍常備菜をはじめとしたホームフリージングの利用増加を背景に、「もっと大きな冷凍室が欲し
い」というニーズにお応えして、大容量フリーザーを搭載した「FREEzing+（フリージングプラス）シリーズ」を発売い
たします。3 ドアタイプ（AQR-VT32F）は、買い物カゴ約 3 個分※１の食品を収納できる上下 2 室×内蔵 2 段の 4
段収納。深さの異なる 2 つの引き出しは、食材の出し入れや整理のしやすさにも配慮致しました。2 ドアタイプ
（AQR-VD32F）は、小分け収納がしやすいだけでなく、食品も見やすい透明の 3 段ケースを冷凍室に内蔵してお
ります。また、3 ドア・2 ドアタイプともに冷蔵室には、ライフスタイルや生活シーンに合わせて野菜/冷蔵/チルドの
3 段階の温度切替が可能なセレクトルームを搭載しております。大容量フリーザーとセレクトルームを搭載した
AQUA の FREEzing+（フリージングプラス）シリーズは、毎日の暮らしに合わせて使うことができる冷凍冷蔵庫で
す。
※１冷凍室の食品収納スペースの目安の合計。容量 22L のカゴを使用しています。

【AQR-VT32F、AQR-VD32F 主な製品特長】
1．たっぷり冷凍収納 大容量フリーザー
まとめ買いやおかずの作り置きもたっぷり収納できる大容量冷凍室を備えた FREEzing+（フリージングプラ
ス）シリーズ。3 ドアタイプ（AQR-VT32F）は上下 2 室×内蔵 2 段の 4 段収納。2 ドアタイプ（AQR-VD32F）は
透明の 3 段ケースを冷凍室に搭載し、まとめ買いをした大量の食材でも見やすく収納できるので、毎日の
食品の出し入れがスムーズです。
2．暮らしに合わせて温度帯が選べるセレクトルーム
冷蔵室には温度帯の切替えが可能なセレクトルームを内蔵。 野菜（約 4～6℃）、冷蔵（約 4℃）、チルド（約
0℃） の 3 つの温度帯に、本体前面タッチパネルで簡単に切り替えが可能。お客様の使い方に合わせて野
菜やお肉、お魚などの食材に適した温度帯を自由に選んでお使いいただけます。
3．うるおいと清潔さをキープ 調湿フレッシュルーム
フレッシュルームには当社独自の「ＨＣＳ※2-Ｖフィルター」を搭載し、主要成分であるセルロースの効果によ
り野菜などの保存に適した湿度にコントロール。また、脱臭、除菌※3 効果のある「DEO FRESH」フィルターを
採用し清潔さも保ちます。
4．｢急速冷凍｣機能＆極厚｢フリージングボード｣（※AQR-VT32F のみ）
冷凍室に「急速冷凍」機能を備えており、お肉やお魚をスピーディーに冷凍できます。また、熱伝導性に優
れたアルミ素材※4 を採用した、極厚「フリージングボード」を使ってさらに冷凍スピードを速めることで、食材
の氷結晶生成による細胞破壊を抑え、うま味をそのまま閉じ込めます。 極厚「フリージングボード」には
60℃の食品まで置けるので、あつあつのご飯もそのまま冷凍※5 できます。
【AQR-VT32F、AQR-VD32F その他の特長】
・冷蔵室内の全ての棚に、丈夫でお手入れのしやすい「強化処理ガラス棚」を採用
・各室の温度設定や急速冷蔵・急速冷凍の設定が、ドアを開けずに操作できる「前面タッチパネル」を採用
・閉め忘れをお知らせ「ドアアラーム（冷蔵室）」
・ニオイ移りのしにくい「フタ付き製氷皿 2 個＋貯氷ボックス」
※2：Humidity Control System の略称です。
※3：試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：フィルム密着法（JIS Z 2801）／除菌方法：フィルターへの除菌成分の
担持／処理部品名：冷気ダクト内のフィルター／試験結果：99.9％以上（試験番号：20215074610-1）／実使用空間での実証結果ではありま
せん。
※4：アルミ素材以外にも銅素材他を使用しています。
※5：他の食品を保存している場合は熱いものと 5cm 以上すき間をあけてください。入れる食品の温度や量によっては、冷凍までに時間がか
かる場合があります。熱もの冷凍使用時は、通常冷凍運転と比べ、消費電力量が上がります。なお、消費電力量は使用条件によって変化し
ます。

「賢く＆おいしく冷凍生活！ご愛用者登録プレゼントキャンペーン」実施
AQUA では、FREEzing+（フリージングプラス）シリーズ発売に伴い、「賢く＆おいしく冷凍生活！ご愛用者登録
プレゼントキャンペーン」を 11 月 17 日より実施いたします。対象商品をご購入頂き、ご愛用者登録いただくとキッ
チングッズセットがもれなくもらえるプレゼントキャンぺーンを実施。また、“冷凍王子”西川剛史さんの冷凍保存
のコツを紹介するスペシャルサイトや冷凍食品を活用したレシピページをクックパッドサイト内に開設します。
AQUA は、冷凍食品やホームフリージングを上手に活用する“冷凍活用術”の普及を目指し、便利で充実した暮
らしを応援します。

【キャンペーン概要】
キャンペーン名：「賢く＆おいしく冷凍生活！ご愛用者登録プレゼントキャンペーン」
期間 ：2017 年 11 月 17 日（金）～2018 年 1 月 31 日（水）終了予定（応募期間：2018 年 2 月 15 日まで）
実施内容：対象商品ご購入・ご愛用者登録によるプレゼントキャンペーン、
冷凍活用術紹介スペシャルサイトページ開設 http://aqua-has.com/freezing_plus/
西川 剛史（にしかわ たかし） 冷凍生活アドバイザー
大学在学中から冷凍食品に興味を持ち、冷凍食品会社に就職。冷凍食品の商品開発などの経験を生
かし、現在は独立して、冷凍生活アドバイザーとして活動中。冷凍王子としてテレビ番組「マツコの知ら
ない世界」、「王様のブランチ」、「ノンストップ」など、その他テレビ、雑誌などに多数出演。
・2015 年 10 月、日本で初めての冷凍食品セレクトショップ「ベフロティ」をオープン。
・2016 年 5 月、自身の著書、冷凍テクニック本「もっとおいしくなる超・冷凍術」（洋泉社）を発売。
・2016 年 8 月、家庭での冷凍テクニックを理論的に体系的に学べる資格講座として
「冷凍生活アドバイザー養成講座」を開講
・冷凍食品開発コンサルタントとして、地方の優れた食材を使った冷凍食品の商品開発にも精力的に取り組んでいる。

【AQR-VT32F：製品概要】
品名

3 ドア冷凍冷蔵庫

シリーズ名

FREEzing+（フリージングプラス）

品番

AQR-VT32F

定格内容積※6

320L 冷蔵室 202L <160L> 冷凍室 118L <73L>

発売日

2017 年 11 月 17 日（金）

カラー

(N) ライトシャンパン （P）スパークリングロゼ

外形寸法

幅 595×奥行 675×高さ 1,770 (mm)

質量（本体）
年間消費電力量（50/60Hz）

79kg
※7

2021 年省エネ基準達成率
JAN コード

348kWh/年
101％
(N)4562335444875 （P）4562335444882

【AQR-VＤ32F：製品概要】
品名
シリーズ名
品番
定格内容積※6

2 ドア冷凍冷蔵庫
FREEzing+（フリージングプラス）
AQR-VＤ32F
324L 冷蔵室 202L <160L> 冷凍室 122L <88L>

発売日

2017 年 11 月 17 日（金）

カラー

(N) ライトシャンパン （P）スパークリングロゼ

外形寸法
質量（本体）
年間消費電力量（50/60Hz）※7
2021 年省エネ基準達成率
JAN コード

幅 595×奥行 675×高さ 1,770 (mm)
71kg
344kWh/年
103％
(N)4562335444851 （P）4562335444868

※6: < >内は食品収納スペースの目安です。 ※7: 2015 年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）

■AQUA について
〝心身充足、溢れるプレシャスライフを。〟を実現するブランドを目指し、『Authentic Question Unique Answer : AQUA』 の
名で、既成概念からしなやかに離れ、気配りや心配りの視点と、独自の技術で、すべての人と人生（くらし）に潤いのある心
豊かな毎日をお届けします。現在は、家庭用洗濯機や冷蔵庫、業務用やコインランドリー向け洗濯機から、掃除機などの小
物家電まで幅広い商品を展開。
日本からグローバルへ、商品やサービスを創造してまいります。
■アクア株式会社について
アクア株式会社は、2012 年 1 月、三洋電機の一部事業を継承し設立。ハイアールアジアグループ（日本と ASEAN 諸国の販
売会社および製造拠点）の管理統括と、AQUA ブランド商品やサービスの企画・販売・新規事業開発を行っている、ハイアー
ルグループの日本法人です。
＜お客さまからのお問い合わせ先＞ 9：00～18：30 （365 日）
・お客さまご相談窓口 フリーダイヤル

：0120-880-292

・携帯電話、PHS からはナビダイヤル

：0570-040-292 （有料）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

アクア株式会社 ハイアールアジアグループ広報代理担当： 千葉、伊藤、藤芳 （共同PR株式会社）
TEL： 03-3571-5236 ／ FAX： 03-3574-9364 ／ E-mail： aqua-pr@kyodo-pr.co.jp
（本ニュースリリースは、業務委託を受け、共同PR株式会社からお送りしています）

