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①製品外形図/仕様表



②凍結有効スペース/食品トレイ寸法



③主要部品一覧



④操作盤仕様



⑤各ボタンの操作説明
【停止】
冷凍機（室外機）が停止し、ブライン温度が下がらなくなります
用途：メンテナンス/長期休暇時

【待機】
ブライン温度を-35～-33℃に維持します
冷凍機（室外機）運転時のみ、ﾌﾞﾗｲﾝ攪拌のため上下動ﾕﾆｯﾄが運転します
用途：夜間や休日等の食品凍結しない時

【運転】
指定の速度で上下動ユニットが運転します
用途：食品凍結を行う時
※蓋が全閉でない場合および上下動ユニットスイッチが
「停止」の場合は上下動ユニットは駆動しません

【停止】
上下動ユニットが停止します

※運転スイッチが「待機」かつ冷凍機が運転時のみ超低速で上下動ユニッ
トが運転します

【運転】
指定の速度で上下動ユニットが運転します
※蓋が全閉でない場合、上下動ユニットは駆動しません

【低速】
110mmのストロークを1分間に約32往復する速度で上下駆動します

【中速】
110mmのストロークを1分間に約38往復する速度で上下駆動します

【高速】
110mmのストロークを1分間に約44往復する速度で上下駆動します

※上下動速度は対象の食品に応じて選定してください

運転スイッチ

上下動ユニット
スイッチ

速度スイッチ

【昇降機 上昇】
ボタンを押している間、食品収納ゴンドラ昇降機が上昇します
ボタンを離すと止まります
最上部まで上がると自動で停止します

【昇降機 下降】
ボタンを押している間、食品収納ゴンドラ昇降機が下降します
ボタンを離すと止まります
最下部まで下がり、蓋が閉じると自動で停止します



⑥運転手順について

(1)運転スイッチを「運転」、上下動ユニットスイッチを「運転」モードに入れ、
速度スイッチを商品に応じた指定の速度に設定する

(2)昇降機上昇ボタンを押し、食品収納ゴンドラを上昇させる

(3)食品トレイに商品を入れ、食品収納ゴンドラに収納する
※1度に収納できる最大重量：５０㎏

(4)食品収納ゴンドラに食品トレイが完全に収まるよう収納してください。
（飛び出し防止のマグネットにトレイが吸着していること確認）
※収納が不完全の場合、上下駆動中に槽内でトレイが飛び出る恐れがあります。

(5)全ての段にトレイを収納してください。
※トレイを間引いて使用する場合、食品が飛び出し、機器故障の原因となるので。ご注意ください。

(6)昇降機下降ボタンを押し、完全に蓋が閉じるまで食品収納ゴンドラを下降させる
※上下動ユニットスイッチが「運転」モードであれば、自動で上下動ユニットが作動します

(7)凍結が完了したら昇降機上昇ボタンを押し、食品収納ゴンドラを上昇させ、商品を取り出す

(8)続けて商品を凍結する場合は(3)の手順に戻る

(9)凍結作業終了の場合は運転スイッチを「待機」または「停止」に切り替える

凍結機ボタン

※後記：注意事項を遵守の上、手順に従い運転して下さい。



⑦注意事項
(1) 凍結作業時は使用温度環境に適した防水・防寒のゴム手袋などを必ずして作業をしてください。

(2) 食品収納ゴンドラの上下昇降をさせるときにはスイッチ以外の部分に手を置かないでください。
挟み込みなどの危険性があります。

(3) ブライン液は水とアルコールと食品添加物が入っていますので、人体に影響はありませんが、
目や口の粘膜に付着した場合には水で良く洗い流してください。

(4) ブライン液が床にこぼれた場合に滑る可能性がありますので、よくふき取ってから作業してください。

(5) ブライン液の水位は最上段の冷媒管が丁度浸水する水位で維持してください。少なくなった場合にはブライン液を
継ぎ足してください。ブライン量が少ない場合は槽内で結氷、多い場合は水槽外へのブライン溢れの恐れが
あります。

(6) ブライン液が白く濁る場合、ブライン液のアルコール濃度が低下している可能性があります。
別紙「アルコールブライン液の管理方法について」を参照の上、濃度調整をお願い致します。

(7) 連続して食品凍結を実施しているとブライン温度が上昇します。
ブライン温度を下げるためには食品トレーを空の状態にし、待機運転を実施してください。

(8) 食品収納ゴンドラには50kg以上の商品を載せないでください。

(9) 38mm以上の高さのある食品を凍結させる場合、凍結による膨張によりトレイが引き出しづらくなることがあります。
食品がトレイに引っ掛かった状態で無理にトレイを取り出すと食品の袋が破れる可能性もありますので、ご注意
ください。



⑦注意事項

(10) 地震などの場合には、機材が動いて挟まれるなどの可能性がありますので、なるべく離れるようにしてください。

(11) 使用環境温度範囲（-5℃～40℃）、使用環境湿度範囲（85%RH以下・結露しないこと）を遵守してください。

(12) 温度設定は本体の故障を防ぐため下限-35℃に設定しております。
-35℃以下になりますとブライン液が一部凍結するなど、本体の故障の原因になります。
通常は操作されないようお願いいたします。

(13)信和アルコール産業株式会社の シュンコールB-65 もしくは シュンコールC 以外のエタノールは使用しないで
ください。槽内の部品との腐食があります。



⑦注意事項
（１４）すべての段にトレイを収納し、凍結運転を実施してください。（下図）

凍結品がゴンドラ（収納棚）の外に飛び出し、凍結品及び機器破損の恐れがあります。

全ての段にトレイ収納 トレイを間引いて使用する



⑧メンテナンスについて

(1) ブライン液の水位を定期的に確認してください。冷媒管が液面よりも出て
しまうと故障の原因になります。液が不足している場合は予備のブライン

液を継ぎ足してください。

(2) ブライン液に油などが流出してしまい、ブライン液全体を交換しなければ
ならない場合には、ご連絡ください。必要に応じて当社にて洗浄、ブライン

液交換を行います。

(3) 設置後、１年以上経過した時点で、機材の点検、メンテナンスを行います。

その場合、保証外の不具合や部品交換がある場合には別途見積りにて

ご案内いたします。

2年目以降については機器納入時にお渡ししております各機器の取扱い

説明書に従いメンテナンスをお願い致します。

(4) 使用中、故障や問題がある場合には、必ずご連絡ください。



⑨定期点検

作業項目 蓋・液槽上の洗浄 制定

実施時期 作業終了後

実施頻度 1回/日

使用薬剤等 なし

使用器具等 布巾、耐寒手袋

作業工程 衛生管理ポイント 措置・対策

・蓋の下側、液槽上のゴミ、残菜を取り除く。

・蓋の側面に露が付着している場合には清掃する。

・汚れが激しい時には洗剤
を使用して洗浄する。蓋を上昇する

ゴミの除去

清掃

蓋を閉める



⑩故障かな？と思ったら
故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は､

お買い上げの販売店または株式会社ゼロカラへご相談ください。

こんなときは 原因・調べるところ 直しかた

・機器が動作しない
（蓋の開閉動作/ゴンドラ
（食品収納棚）の上下動/ブ
ライン温度が下がらない
等）

・電源ランプは点灯していますか？

・制御盤内のブレーカーがおちて
いませんか？

・電源接続状態を確認し、機器に電源を
供給してください。
・ブレーカを上げて下さい。

同じ現象を繰り返すようでしたらご連絡
下さい。

・電源は入っているが、上
下駆動しない

・蓋が全閉になっていますか？
・上下動ユニットスイッチは【運転】
モードになっていますか？
・運転スイッチは【運転】モードに
なっていますか？
・食品等の重さ(上限50kg)を超えて
しまっていないか
※50kgを超えると過負荷によるエ
ラー発生が発生する

・蓋を全閉にしてください
・上下動ユニットスイッチは【運転】
モードにしてください
・運転スイッチは【運転】モードにし
てください
・電源の入切を行う

※上記の対応をしても稼働しない場合
は、直ちにご連絡ください

・冷却(凍結)されない ・室外機の電源がおちている

・アルコール(ブライン凍結液)量が
低下している

・アルコールの濃度が下がってい
る
※白く濁っている

・室外機のブレーカーが落ちていないか
確認する
・アルコールを補充する

・規定の濃度になるまで濃度を上げる(ア
ルコール濃度比重計等を使用する)



⑩故障かな？と思ったら

こんなときは 原因・調べるところ 直しかた

・蓋が上がらない、下がら
ない

・電源が入っていない
・食品等の重さ(上限50kg)を超えて
しまっている
※過負荷によるエラー発生

・ブレーカーが落ちていないかを確認する
・電源の入切を行う

※上記の対応をしても稼働しない場合
は、直ちにご連絡ください

・冷凍機異常ランプが点灯 ・室外機の故障 ・直ちにご連絡ください



【ブライン受けトレイ取扱説明書】

食品トレイから垂れるブラインを槽内に戻りやすくする付属品
取り付けた状態で昇降動作が可能
簡単に取り外せるため丸洗いが可能

取付時の外観
取付方法

ブライン受けトレイ外観

挟込み部

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ(食品収納棚)を上げた状態で
ブライン受けトレイの挟込み部を
槽内に入れる

①
②

手前側に引き込み、挟込み部が
しっかりとブライン槽内面側に
挟み込まれるように取り付ける

③



株式会社ゼロカラ

アルコールブライン液の管理方法について

2021年 10月 15日



株式会社ゼロカラ

◆はじめに・・・

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社凍結機は、アルコールブライン液を用いた液体凍結方法を
採用し、急速な凍結速度を実現しております。このアルコールブ
ライン液は揮発性があること、また継続使用の段階で異物が混
入して行きますと徐々にアルコール濃度が低下する可能性があ
ります。

アルコール濃度が低下すると氷の発生などで凍結作業の障害
になる他、機器本体にもダメージを与えるため、適切な管理と対
処が必要となります。

本冊子ではこれらについてまとめさせていただきました。今後の
凍結作業にご活用いただければ幸いです。

アルコールブライン液を適切にご使用いただき、今後も弊社製
品をご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

【目次】

アルコールブライン液とは？ P.2

凍結作業中の管理について P.3

アルコール濃度の簡易測定方法について P.4

アルコール低下時の現象、及び対応について P.5

アルコールブライン液、交換必要量の算出方法 P.6

<参考>エタノール水溶液の容量％と比重及び重量％との関係 P.7

P.1



株式会社ゼロカラ

アルコールブライン液とは？

氷結温度の低いエタノールが混合された水溶液です。

純粋なエタノールの氷結温度は約-114℃です。
＊ エタノール---アルコールの一種で、お酒のアルコールと同じ

管理方法について

・保管は涼しく換気のよい場所で施錠して保管ください。
・開封したものを保管する場合は、必ず密閉してください。

・熱、火花、高温のもの、静電気を発生するような着火源からは遠
ざけてください。

詳細につきましては、別途製造メーカー発行の安全データシート、
または取扱い説明書をご覧ください。

P.2



株式会社ゼロカラ

凍結作業中の管理について

・使用中は、保護手袋や保護メガネなどの保護具をご着用くださ
い。

・高湿度、高温度内でのご使用はできるだけお控えください。空
気中のアルコールブライン液が空気中の水分を吸着しやすく、ア
ルコール濃度が低下しやすくなります。

・凍結物に付着したものなど、一度凍結機槽内から出たものを再
利用される場合は、できるだけ早く凍結機にお戻しください。

温度が上がりますとアルコールが揮発し、濃度低下の原因とな
ります。

・不純物が混入した場合は再利用をお控えください。アルコール
濃度低下につながるだけでなく、凍結機槽内で配管などに付着
しますと、故障の原因となります。

・アルコールブライン液槽内に物を落下させた場合は速やかに
回収してください。液成分が変質する恐れがある他、機体破損
の原因となります（腐植など）。

P.3



株式会社ゼロカラ

アルコール濃度の簡易測定方法について

酒精計のご使用をお勧めいたします。

酒精計---エタノールと水の混合液の比重（密度）から、アルコー
ルの体積率を測定するものです。

エタノールと水の比重は異なることから、測定する水溶液の比重
により、それぞれの混合比率が測定できます。

使い方---サンプルのアルコールブライン液を標準温度にし、そこ
に酒精計を浮かべ、水面と酒精計の交わるメモリを読みます（体
積％）。

この体積％をもとに、エタノール換算表から重量％を求めてくだ
さい。

* P.7 エタノール水溶液の容量％と比重及び重量％との関係 ご参照

＊詳細につきましては酒精計メーカーの取扱い説明書をご覧く
ださい。

酒精計での測定はあくまでも
簡易測定です。正確な濃度
測定が必要な場合はお近くの
分析機関などにご相談くだ
さい。

＜酒精計＞

P.4



株式会社ゼロカラ

アルコール低下時の現象、及び対応について

アルコールが低下してくると、冷媒配管（槽内の銅管）に氷が付
着し始め、徐々に白くなります。さらに進むと、槽内全体にシャー
ベット状の氷が発生します。

この場合は直ちに凍結作業を停止し、アルコール濃度測定を
行ってください。

＜アルコール濃度測定で低下が確認された場合＞

・最低でもアルコール濃度は５０％以上（重量％）必要ですので、
この濃度に達するまでブライン液の追加、または交換を行ってく
ださい。

・アルコールブライン液を追加する場合、アルコール濃度がかな
り低下している場合は濃度の高いブライン液を追加しなければ
ならないこともあります。アルコール濃度によりご対応ください。

・アルコールブライン液への異物の混入により凍結温度が上昇
する場合もありますので、ブライン液にそのような現象が認めら
れた場合は交換を行ってください。

P.5

＜シャーベット発生状況＞



株式会社ゼロカラ

アルコールブライン液、交換必要量の算出方法

◆おわりに・・・

以上はあくまでもアルコールブライン液の一般的な管理方
法についての参考資料で、保証するものではありません。
作業内容によってアルコールブライン液の状況や管理方法
もそれぞれ変わってきますので、ご不明な点などございま
したら、その都度ご使用になられるお客様で適切にご対応
いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

******************************
株式会社ゼロカラ
本社/工場：〒223-0058
神奈川県横浜市港北区新吉田東3-31-10

Tel:045-577-0264 Fax:045-577-0265
******************************

①槽内のアルコールブライン液総量ℓ
②必要アルコール％
③現状のアルコール％
④交換・補充するブライン液のアルコール％

① X  ( ②－③ )
④－③

P.6



株式会社ゼロカラ

P.7

エタノール水溶液の容量％と比重及び重量％との関係

＜参考＞


