
3R    とCO2削減にも貢献します!
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。

地球環境に好性能

大型サンドイッチパネル冷凍バン  仕様

＊表紙の写真は一部オプションを含みます。

※ノーズマウント式サブエンジン冷凍機は取り付けられません。

CHILLED COOL

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。

■主要諸元
シャシ 大型  低床４軸　エアサス　２５ｔｏｎ車

ボディ型式 Ｒ－ＬＶＳELF７S４０９７００

有効内法寸法 9,360×2,275×2,440　mm

最大積載量 12,800 kg

断熱材 フロント・ルーフ・ベース ポリスチレンフォーム　１００ｍｍ

サイド ポリスチレンフォーム　７５ｍｍ

リヤ　 ポリスチレンフォーム　７５ｍｍ

■標準仕様
項　　目 仕　　様

エバハウスＦＲＰ エアロタイプ

単位［mm］

ボディ サイドドア 片開き　左　位置2250 開口1350

外板：Cr-SUS白

ドアヒンジ：SUS#400 開き順：前ヒンジ４個

ドアロックロッド　ＳＵＳ＃４００　2本

ハンドルブラケット：ナイスキーＳＵＳ

ドアフレームSUS＃４００

リヤ 観音ドア

リヤフレーム

ドアヒンジ

ロックロッド

：外板Ｃｒ－ＳＵＳ白　開き順：左先開き

：SUS　＃４００　リヤヒサシ取付

：ＳＵＳ＃４００　５対

：ＳＵＳ＃４００　４本

ハンドルブラケット：ナイスキー　ＳＵＳ＃４００

ドッグシール　アルミポスト部

アシストグリップ両サイド後端ＳＵＳ

クロスメンバー アルミ

フロア クリーンボード h＝３８、山間幅１５

ドレンパイプ（φ５０）コック無し、
ホース：フロント，リヤ各１対（栓＋振止）

内装 フロント　バルクヘッド リターンエアガイド （Ａタイプ） h＝１００ 

ルーフ 断熱ルーフ　結露防止シート取付

パレテナーガイド サイド合成木材 t＝１５ｘ１００ １段 ＋ t＝１５ｘ２００ １段

サイド樹脂エアリブ　h＝１５　５段

リヤドア　エアリブ 樹脂（ ｈ＝１５、ピッチ＝２００）縦張り

中仕切り 中仕切り兼用　脱着式ソフト型　折りたたみ

冷凍機 取り付けボルト出し　庫内リヤ用配管パン付き

緊締装置 ラッシングレール（サイド）アルミ直付２段　ホルダー付　サイドドア無し

ラッシングビーム アルミ角型　２本

ランシングベルト 重荷重　ガッチャ式　２本

ラッシングビーム格納用レール Ｉ型　アルミ　１対

架装仕様 標準架装

サブフレーム アルミ製　指定高

スペーサー NF標準、Uボルト＆滑り止めボルトNF標準

■主なオプション
項　　目 仕　　様

仕　　様

仕　　様
サイドドア 片開きドア追加

観音ドア

フロア Ｔ型ボードフロア　h＝４３、山間幅１５

アルミ縞板

ラッシングレール（サイド） 鉄/ＳＵＳ/アルミ

床レール溝埋め ハイプラ/アルミ

項　　目
艤装 サイドバンパー WB間　角３段　アルミ　６０ｘ３０

サイドドアステップ アルミ　w＝３００以下ｘ２段

リヤバンパー 法規バンパー　ステップR/Bアルミ縞板張＋滑り止めテープ

リヤメカクシ アルミ縞板張り

ナンバープレート枠 ＳＵＳプレス（ＡＴＳ）

リヤ当りゴム リヤクロスメンバー中間縦、中空h=80

リヤクロスメンバー両端横、ＣＣ　h=80

フロントフェンダー ハ型　Cr-SUS＃４００　上部Cr-SUS　２B

リヤフェンダー ハ型　Cr-SUS＃４００　上部Cr-SUS　２B　２軸用

泥よけ フロント・リヤ　ＮＦ純正品　振止ＳＵＳ棒

遮蔽板（泥よけ） Ｃｒ－ＳＵＳ　＃４００

独立タレゴム ＥＶＡ（ＮＦマーク）　ブラケットＣｒ－ＳＵＳ巻物無（振止付）

反射器 後部：購入品取付　側部：取付

後部ローラー格納庫 箱ＳＵＳ２Ｂ、蓋ＳＵＳ＃４００

工具箱 樹脂　大型　１個　底板付　L=９００

チェーン掛け 鉄　４本爪　２個

車輪止め １セット（スプリング式）

スペアタイヤキャリア １個 NF標準品

電装品 トップマーカーランプ フロント・リヤ　各１対　（長方形　橙色）

サイドマーカーランプ ５対　（砲弾型ＬＥＤ）
キャブ内S/W＋Pランプ（スモールランプ電源）

ルームランプ ＬＥＤ（４．８Ｗ） 　６個

ルームランプスイッチ キャブ内Ｐランプ付＋庫内　階段式

庫内非常用警報装置 キャブ外ブザー 

テールランプ 埋込み　シャシメーカー取付品

サイドフラッシャーランプ シャシメーカー取付品

バックランプ シャシメーカー取付品　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

プロテクター丸棒

温度記録計配線出し 支給品　カバー無　　２本

荷役装置ジョロダーレール＋
ジョロダー

Cr-ＳＵＳ　４列軽量仕様＋ジョロダー本体　Ｌ＝１１００

床レール溝埋め　Ｃｒ－ＳＵＳ４列

項　　目

パレテナーガイド 合成木材：　ｔ＝１５ｘ２００/t=２０ｘ２００

中仕切り 各種中仕切り

保冷カーテン 各種

スカッフプレート Cr-SUS

リヤフェンダー 樹脂

冷凍機 エンジン直結式又はサブエンジン式※

エバハウス ＦＲＰ　エアロタイプ（電光看板無し）
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ORDER No.133
大型サンドイッチパネル冷凍バン/19.07‐E

URL http://www.fruehauf.co.jp/
東京本社（営業部）：03（3474）5709

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

大型サンドイッチパネル冷凍バン

－食の安心･安全輸送をベストサポート－軽量型



・徹底的な木材レス構造による軽量化
 （床下材（合板）の廃止、リヤドア、サイドドア※芯材を木材から樹脂材に変更）

・サイドドアはフレーム構造を見直し、さらに軽量化を実現

・アルミ部品の軽量化を促進

・軽量な樹脂材の採用を拡大（エアリブ）

・細部にいたるまで断熱処理を徹底

・木材レスドアと新型ガスケットを採用　

・コーナー材はよりシンプルで洗練されたフォルムに

・リベットカバーの採用で、よりスッキリしたボディ外観に

・環境にやさしいノンフロン断熱材、ノンクロムアルミ板を採用

・木材レス化により、CO2削減と木材資源保護に貢献

徹底的な軽量化

保冷性能向上

さらに洗練されたスタイル

環境に配慮した設計4

3

2

1

ジョロダーレール軽量化
（オプション）

床クリーンボード軽量化
（オプション）

床パネル：ベニヤレス
●フロアを軽量化（※床仕様につきましてはご相談ください。）

※仕様により部分的に木材を使用しています。

クリーンボード（滑り止め付）

結露防止シート、室内灯（LED）

樹脂製エアリブ

サイドバンパー　角3段

サイドドア片開き

バックアイカメラ（プロテクター付） サイドドアステップ
（ドア開口幅取付３段はオプション）

アシストグリップ 
（両サイド後端SUS製）

〈 室内仕様例 〉
①冷凍機プロテクター  ②フロントエアリブ  ③サイド樹脂製エアリブ  ④ラッシングレール（サイドドア有り）  ⑤パレテナーガイド  ⑥クリーンボード

充実の安全装備

保冷カーテン（キルティング） スカッフプレート 床レール溝埋め（ハイプラ製） リヤフェンダー（樹脂製）

豊富なオプション

①

②

③

④

⑤

⑥


