
［オプション］

アルミ縞板 アルミT型フロア リターンエアガイド

保冷カーテン腰板

サイド片開きドア

サイドバンパー（ROH）リヤフェンダー（樹脂製）

豊富なオプションをご用意！ 冷凍輸送の多様なニーズに対応します。

［バリエーション］

VIP採用超低温冷凍車

◆ボディ強度や内容積を犠牲にすることなく、VIP を最適箇所に採用し、冷却効率、経済効率、環境への配慮を高次元で実現。

◆超低温を可能にし、高級アイスクリーム等の輸送に威力を発揮。

◆冷却装置の負荷を軽減して経済性をアップ。

◆液体窒素式により－60℃の超低温が可能。

◆－30℃仕様は、ノーズマウント一体型、アンダーマウント型で対応。

◆ボディ強度や内容積を犠牲にすることなく、VIP を最適箇所に採用し、冷却効率、経済効率、環境への配慮を高次元で実現。

◆超低温を可能にし、高級アイスクリーム等の輸送に威力を発揮。

◆冷却装置の負荷を軽減して経済性をアップ。

◆液体窒素式により－60℃の超低温が可能。

◆－30℃仕様は、ノーズマウント一体型、アンダーマウント型で対応。

VIP採用で－60℃の超低温を実現。新たな輸送形態を創出します。

車両エンジンや床下からの
熱の影響を軽減するVIP入り床

床板
ポリスチレン
フォーム

VIP

ポリウレタン
フォーム

床下材

※実車では、最大で30%程度の性能向上となります。
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ポリウレタン ポリスチレン

ポリウレタンの約3倍、
ポリスチレンの約4倍向上。●ノンフロンのコア材を使用。

●経年劣化が少なく省エネが図れる。

●コア材はそのまま再利用可能。

VIP(真空断熱パネル)
[Vacuum Insulation Panel]

FROZEN

フルハーフはISO9001/14001の認証を取得し、環境にやさしく、高品質の製品と高信頼のサービスをお届けしています。

大型コルゲートパネル冷凍バン

CHILLED COOLFROZEN

－信頼と実績－
進化を続ける低温輸送のトップブランド ！

3R とCO2削減にも貢献します!
地球環境に好性能

Recycle ＜リサイクル＞
Reuse   ＜リユース＞
Reduce ＜リデュース＞

この製品には上記のラベルが貼付されています。営業品目：ドライバン、温度管理車、ウィングルーフ、各種トレーラ、各種コンテナ、省力機器、修理

ORDER No.37
ザ★冷凍車/19.08-F＊表紙の写真は一部オプションを含みます。
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東　京
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03(3863)8011 /
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03(3863)8011 /
06(6390)8257 /
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022(792)8630 /
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025(243)0520 /
046(284)2107 /
082(262)2005 /

石　岡
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四　国

0299(24)1275 /
054(285)3397 /
087(863)6078 /

北関東
北　陸
九　州

048（661）9051
076(232)5588
092(272)0777

URL http://www.fruehauf.co.jp/
東京本社（営業部）：03（3474）5709
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●ステンレスパネル リブ付 裏（凹）※1

●SUS ラッシングレール

●波付アルミクリア板

●サイド観音ドア

●エバハウス ※2

●結露防止シート、室内灯（LED）

●室内灯・警報ブザースイッチ

●EPT2 段リップ式ガスケット

●アルミクリーンボード

●アルミクロスメンバー
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［標準仕様］

※1：ステンレスパネル リブ付 表（凸）は●をご参照ください。
　　  ラッシングレール付は裏（凹）になります。
　　  表（凸）●の場合は、構造上ラッシングレール装着不可。
※2：電光看板付（オプション）もあります。
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本体

架艤装

架艤装

フロントパネル アルミクリア板

エバハウス FRP( エアロタイプ )

サイドパネル 波付アルミクリア板

サイド観音ドア 外板 SUS#400

ヒンジ　SUS#400　5対

ロックロッド　SUS#400　2対

ハンドルブラケット　ナイスキー　SUS#400　2対

フレーム SUS#400

リヤ観音ドア 外板 SUS#400

ヒンジ　SUS#400　5対

ロックロッド　SUS#400　2対

ハンドルブラケット　ナイスキー　SUS#400　2対

リヤフレーム SUS#400

クロスメンバー アルミ

サブフロア アルミ

ボードフロア アルミクリーンボード　h=43

ジョローダー用レール Cr-SUS　4列

ドレン 50φ　コック無　標準ホース

フロント＆リヤ各1対（栓＆振止付）

サブフレーム アルミ

サイドバンパー 角3段　アルミ60×30

リヤバンパー 法規バンパー + ステップバンパー（アルミ縞板+滑止テープ）

フェンダーリヤ ハ型　Cr-SUS＃400　上部Cr-SUS　2B　2軸

ＮＦ純正泥除け　振止ＳＵＳ棒付

遮蔽板（泥除け） Cr-SUS＃400

フェンダーフロント ハ型　Cr-SUS＃400　上部Cr-SUS　2B

ＮＦ純正泥除け　振止ＳＵＳ棒付

側部＆後部反射器 一式

独立タレゴム EVA（NF マーク）ブラケット Cr-SUS＆巻物無し ( 振止付 )

工具箱 大　樹脂製　底板付

チェーン掛け 4本爪　2個

内外装

電装

車輪止め 一式（スプリング式）

スペヤタイヤキャリア 標準品

後部ローラー格納庫 箱 SUS2B　蓋 SUS#400

リヤ目隠し アルミ縞板

ナンバープレート枠 ＳＵＳ

アシストグリップ リヤ昇降用SUS

サイドドアステップ サイド昇降用アルミ

リヤ当りゴム 中空 h=80 リヤクロスメンバー中間縦

CCタイプ h=80　リヤクロスメンバー両端横

内張り　フロント SUSプライ　t=5.8

内張り　サイド ステンレスパネル　リブ付　裏（凹）

内張り　ルーフ カラーアルミ白　結露防止シート

内張り　リヤ ステンレスパネル　リブ付　表（凸）

バルクヘッド リブ100　縞板上部脱着式

スカッフプレート Cr-SUS　h＝1600mm以下

パレテナーガイド 合成木材　t＝15　2段（100～200）

ラッシングビーム 2本　格納用レール付

中仕切 脱着式ソフト型折畳み

ラッシングレール (サイド ) Cr-SUS直付　2段

トップマーカー フロント＆リヤ　長方型　各1個

サイドマーカーランプ 砲弾型 LED　5対

キャブ内S/W+Pランプ付(スモールランプ電源)

ルームランプ LED　6個

キャブ内Pランプスイッチ+ボディ内スイッチ階段式

テールランプ 埋込

サイドフラッシャーランプ 一式

バックランプ 2個

バックアイカメラ ＮＦ標準ルームミラー型

7.0 カラー液晶モニタ　シャッター有り

庫内非常用警報装置 キャブ外ブザー　一式

［基準仕様一覧］ 単位［mm］

［諸元表］

長(mm) 幅(mm) 高(mm) 長(mm) 幅(mm) 高(mm)
仕様 ボディ型式

荷台外法 荷台内有効内法
内容積(m3)

中低温   　　0℃　(FC9) 9,380 2,275 2,490 53.9

9,680 2,495 2,810R-LVCVHG0S409700　低温 　ー20℃　(RC1) 9,355 2,275 2,440 52.7

超低温    ー25℃　(RC3) 9,355 2,225 2,440 51.5

●これらの仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

［断熱仕様］断熱材：ベース＝ノンフロン・ポリスチレンフォーム。他＝ポリウレタンフォーム

断熱材 断熱仕様厚(mm)
仕様 ルーフ フロント サイド ベース(床) リヤドア

FC9 75 75 75 75 75

RC1 100 100 75 100 75

RC3 100 100 100 100 75

●これらの仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

食の品質と安全性が従来にも増して重視される現在。定温輸送の役割はより大きなものとなっています。

フルハーフ「ザ★冷凍車」は、食品をはじめとする積荷の鮮度を保つために、ボディ構造から素材のひとつ一つまで、熟慮を重ねて設計。

もちろん、重要な社会的関心事である地球環境についても、リサイクル性の向上、高効率化＝省エネ化などで対応しています。

常にベストクオリティの鮮度で、より安全・確実においしさをお届けできる車両、それがフルハーフ「ザ★冷凍車」なのです。


