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丈夫で明るくお手入れしやすい 「全段強化処理ガラス棚」採用

ＡＱＵＡ 冷凍冷蔵庫 Standard シリーズ新発売
（AQR-36G・AQR-27G）
アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、4 ドア冷凍冷蔵庫
（AQR-36G：定格内容積 355L）と、3 ドア冷凍冷蔵庫（AQR-27G：定格内容積 272L）を 2018 年 2 月 15 日
（木）に発売します。

4 ドア冷凍冷蔵庫 AQR-36G
（定格内容積 355L）

3 ドア冷凍冷蔵庫 AQR-27G
（定格内容積 272L）

※上記商品カラー 左(S) ミスティシルバー 右（W）ナチュラルホワイト

ＡＱＵＡ冷凍冷蔵庫 Standard シリーズモデルをリニューアルした AQR-36G、AQR-27G の 2 機種を発売
致します。本体冷蔵室内の棚を全て強化処理ガラスとしたことで、簡単にお手入れができ、冷蔵室内全体も
見渡しやすく、食品が取り出しやすくなりました。
デザインは、直線を基調としたシンプルなフォルムとアクセントとなる丸みを帯びたグリップハンドルを採
用し、カラーは、生活空間に馴染みやすいミスティシルバーとナチュラルホワイトの 2 色をご用意しておりま
す。両機種とも、幅約 48cm の「フレッシュルーム」を搭載し、生鮮食品をたっぷり収納できます。
AQR-36G は、400L 以下の冷凍冷蔵庫の中で唯一※1、食品を見やすく整理しやすい 「まん中 2 段フリー
ザー」を搭載。まとめ買いした冷凍食品の保存やホームフリージングに最適です。
AQR-27G は、少人数世帯に十分な 272L の内容積ながら、天面に耐熱 100℃テーブル（幅 60cm×奥行
65.7cm）を採用し、上部にオーブンレンジを置くことができるため、限られたキッチンスペースを有効活用で
きます。

【AQR-36G・AQR-27G：主な製品特長】
1．におい移りが少なくお手入れがしやすい「全段強化処理ガラス棚」と
大きなお鍋なども収納しやすい「じざい棚」採用
重い物を置いても、たわまない強化処理ガラスを冷蔵室内の全棚に採用。
光を透過するので庫内が奥まで見やすく、食品が取り出しやすいのも特長です。
また、「じざい棚」は奥に棚を折りたため、大きなお鍋や背の高いドリンクなどもそのまま収納できます。
2．幅約 48cm のフレッシュルーム
生鮮食品をたっぷり保存できるよう、幅約 48cm のフレッシュルーム（容量 16Ｌ）
を搭載。上面がクリアなガラス棚なので、ケース内の食品が見やすくなりました。
3．「eco」ボタンを押して節電※2 運転
冷蔵室内に設置されている「eco ボタン」を押して、
「節約 eco モード」に設定することで、節電※2 運転をします。
4．400L 以下の冷凍冷蔵庫の中で唯一※1 の
「まん中 2 段フリーザー」（AQR-36G のみ）
上段は氷のストックやフリージングした食材の保存に、下段は冷凍食品の
ストック用にと、保存する食品に合わせて、上段+下段の 2 つの引き出しに
見やすく整理できます。
5．オーブンレンジが置ける※3 耐熱 100℃テーブル（AQR-27G のみ）
冷蔵庫の天面部分は耐熱性樹脂でできたトップテーブルを採用。オーブンレン
ジを置くことができる※3 ので、冷蔵庫の上部スペースを有効活用できます。
6.車椅子でも使いやすいレイアウト設計（AQR-27G のみ）
床から冷蔵室の扉下部までの高さを約 65ｃｍ確保。
車椅子をご利用の際に扉を開けても、手すり部分や膝が扉に当たりにくく、
最上段の棚にも手が届きやすくなっています。※4

※使用写真は全てイメージです。

【AQR-36G・AQR-27G：その他の特長】
・ 冷蔵庫のデザインのアクセントとなる、丸みを帯びたグリップハンドルを採用。
・ 気になる臭いを抑える「Ag イオン除菌※5 酵素脱臭フィルター」採用。
・ 収納に便利な「卵皿＆チューブスタンド」搭載。
・ 冷蔵室に、閉め忘れをお知らせする「ドアアラーム」を搭載。
※1：2018 年 2 月 1 日現在当社調べ
※2：通常運転との比較で最大約 5％節電。冷蔵室「中」・冷凍室「中」設定、周囲温度 30℃、ドア開閉なしでの 1 日当たりの消費電力量から
算出（当社独自条件での試験結果による）。JIS C 9801（2015 年版）測定基準とは異なります。使用環境（周囲温度・ドア開閉頻度・食品収納
量など）により節電効果は異なります。冷凍室が「弱」設定の時は節電効果がありません。
※3：オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。

※4：車いすのタイプ・大きさ・ご利用者の身長によっては、扉を開けた時に冷蔵室の扉と当たる場合や、冷蔵室内の最上段に手が届かない
場合があります。
※5：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。

〈AQR-36G：製品概要〉
品名

4 ドア冷凍冷蔵庫

品番

AQR-36G

定格内容積※6
発売日
希望小売価格
カラー
外形寸法
質量（本体）
年間消費電力量※7（50/60Hz）
JAN コード

355L 冷蔵室 197L <158L 内フレッシュルーム 16L>
上段冷凍室 42L<22L> 下段冷凍室 47L<27L> 野菜室 69L<47L>
2018 年 2 月 15 日（木）
オープン価格
（S）ミスティシルバー (Ｗ)ナチュラルホワイト
幅 600 × 奥行 662 × 高さ 1,729 (mm)
68kg
420 kWh/年 (2021 年省エネ基準達成率 83％)
(S)4562335445322 (Ｗ)4562335445339 L(S)4562335445346※左開き

〈AQR-27G：製品概要〉
品名

3 ドア冷凍冷蔵庫

品番

AQR-27G

定格内容積※6
発売日
希望小売価格
カラー
外形寸法
質量（本体）
年間消費電力量※7（50/60Hz）
JAN コード

272L 冷蔵室 178L <143L 内フレッシュルーム 16L>
冷凍室 50L<29L> 野菜室 44L<29L>
2018 年 2 月 15 日（木）
オープン価格
（S）ミスティシルバー (Ｗ)ナチュラルホワイト
幅 600 × 奥行 657 × 高さ 1,419 (mm)
60kg
367 kWh/年 (2021 年省エネ基準達成率 88％)
(S)4562335445353 (Ｗ)4562335445360

※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からのメッセージ
ＡＱＵＡはお約束します。
ひとつ屋根の下、同じ人生を過ごす家族の一員として、あなたに笑顔をもたらすことを。
そのために、“生活家電のプロフェッショナル”として、あなたの視点で発想することを。
“暮らしに潤い”というコト創りで、あなたの「希望のトビラ」になることを。
あなたの毎日が、心も身体も、満ち足りた 365 日でありますように。
この約束は、日本で生まれ、「あなたと暮らす家電。」ＡＱＵＡの想いです。

※暮らしにまつわるコミュニティーサイト
「希望のトビラ」プロジェクト サイトがオープンいたしました。
https://kibou-t.jp/

■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）

