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食材ストック需要、ライフスタイルの変化に対応し、さらに使いやすく

AQUA 直冷式チェストフリーザーをリニューアル
フリーザーラインナップは選べる全７機種を展開
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、温度設定が簡単で
庫内温度も確認でき、旧機種より省エネ効率を向上させた直冷式フリーザー２機種（AQF-21CK、
AQF-10CK）を 2021 年 2 月 10 日（水）よりリニューアル発売いたします。

AQF-21CK

AQF-10CK

2020 年国内フリーザー販売台数 No.1 のハイアールグループ※1 の一員であるアクアは、ファン
式／直冷式モデル、３モードセレクトモデル等、日々変化するユーザーニーズに応えた多様なフ
リーザーを提案してまいりました。
直冷式のフリーザーは庫内温度変化が少なく食材に霜がつきにくいため、今回は冷凍食材の
長期保存時の品質を重視するユーザーをターゲットとし、新たな収納スペースと冷凍品質の両
面を提供いたします。
本商品の特長
１．-26℃から-12℃の間で温度設定が可能
２．食材のおいしさを保つクイック冷凍※2
３．目標年度 2021 年度省エネ基準達成率 116％※3 の高い省エネ効率
本商品は-26℃から-12℃の間で温度設定が可能です。操作盤にはデジタル操作パネルを採用
し、簡単に適切な温度管理が可能になりました。
旧機種から引き続き搭載している「クイック冷凍」はボタンを押すだけで使用でき、冷気で一
気に食材を冷凍することにより、解凍時のドリップの流出を抑えます。また、本商品は省エネ効
率を大幅にアップさせ、旧機種 AQF-21CE の年間消費電力量 347kWh/年から、新機種 AQF-21CK は
年間消費電力量 275 kWh/年へ、約 20％の効率化に成功しました。
AQUA が行った新型コロナウィルス感染症による冷凍食品・冷凍庫に関する独自調査※4 による
と、買い物・料理をする成人のうち、コロナ禍の影響で約 44％の人がホームフリージングをす
る機会が増えており、約 92％の人が今後も調理済み冷凍食品を使いたいと回答していることか
ら、冷凍室の容量不足が日常化しており、今後も続いていくものと考えられます。
AQUA は本商品を含む全７機種のフリーザーで、ユーザーの生活課題である冷凍容量の不足を
補い、豊かな食生活をサポートしてまいります。
※1：2020年国内家庭用フリーザーにおいて。2021年1月29日時点。当社調べ。
※2：クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約80%消費電力量が増加します。なお、消費電力量は使用条件によって変化します。
※3：AQF-21CKの場合。
※4：調査方法 インターネット調査、調査期間2020/12/18～12/19、調査対象 「買い物をする」「料理をする」20代～60代の男女 554名。

【主な製品特長】
１． -26℃から-12℃の間で幅広い温度設定が可能
デジタル操作パネルの簡単な操作で、-26℃から-12℃の間で 1℃単位の温度設定が可能で
す。庫内温度も表示されるため、温度管理も楽にできます。
２． 食材のおいしさを保つクイック冷凍
食材を冷気で一気に冷凍するため、解凍時のドリップの流出を抑え※5、食品のおいしさを保ちます。
３． 目標年度 2021 年度省エネ基準達成率 116%※3 の高い省エネ効率
コンプレッサーを見直し、目標年度 2021 年度省エネ基準達成率を大幅に向上しました。
高い省エネ効率で電気代を抑え、AQF-21CK では旧機種より年間約 2,000 円※6 の節約ができます。
旧機種

年間消費電力量

AQF-21CE

347kWh/年

AQF-10CE

215kWh/年

目標年度 2021 年度

目標年度 2021 年度

新機種

年間消費電力量

92%

AQF-21CK

275kWh/年

116%

92%

AQF-10CK

185kWh/年

107%

省エネ基準達成率

省エネ基準達成率

【その他の特長】
・庫内整理に役立つバスケット付き
・霜取りヘラ付属
・移動しやすいキャスター付き
・庫内を照らす、庫内灯（AQF-21CK のみ）
・安心の鍵付き（AQF-21CK のみ）
※5：試験条件／牛ステーキ肉 150ｇをラップ包装。AQF-21CK のクイック冷凍と、通常冷凍でそれぞれ冷凍。24 時間保存し、解凍後のドリップ流出率を評価しま
した。試験結果／AQF-21CK のクイック冷凍 1.14％、AQF-21CK の通常冷凍 1.42％。当社調べ。
※6：1kWh あたり 27 円として算出。

【製品概要】

品名
品番

直冷式冷凍庫
AQF-10CK

AQF-21CK

発売日

2021 年 2 月 10 日（水）

希望小売価格

オープン価格

カラー

(W) スノーホワイト

定格内容積

205L<183L>

103L<93L>

外形寸法

幅 940 × 奥行 565 × 高さ 885 mm

幅 570 × 奥行 565 × 高さ 885 mm

質量

38kg

27kg

冷却方式
年間消費電力量

直冷式
275kWh/年

185kWh/年

【AQUA のフリーザー ラインナップ】

直冷式フリーザー

AQF-21CK

AQF-10CK

ファン式フリーザー

AQF-GF27CJ

AQF-GF20CJ

COOL CABINET シリーズ

AQF-GS15J

カテゴリ
特長

直冷式チェストフリーザー

ファン式チェストフリーザー
・冷凍/冷蔵の２モード切替

・冷凍・チルド・冷蔵の３モード切替

・クイック冷凍

・自動霜取り

・自動霜取り

・庫内温度表示

・クイック冷凍

・クイック冷凍

・デジタル操作パネル

・LED タッチパネル

・インテリアに馴染むデザイン

・LED 庫内灯

・LED タッチパネル

・可動式バスケット

・耐熱 100℃ガラストップテーブル

直冷式

ファン式

タイプ

チェスト

チェスト

定格内容積

COOL CABINET シリーズ

・-26℃から-12℃の温度設定

冷却方式

型番

AQF-GS13J AQF-GD10J

ファン式
アップライト

引出し式

AQF-21CK

AQF-10CK

AQF-GF27CJ

AQF-GF20CJ

AQF-GS15J

AQF-GS13J

AQF-GD10J

205L

103L

270L

195L

153L

134L

100L

■ＡＱＵＡのメッセージ
アクアは、「心地よさ、という品質。」をブランドコンセプトに掲げ、皆さまの生活により密着した商品・ソリ
ューションを提案しています。
また、コインランドリーでは IoT システム展開を加速し、更なる使いやすさを追求することで、シェア
No.1 企業として業界を牽引しています。
世界 No.1 の家電メーカーHaier グループの一員として、これからも生活家電からコインランドリーに至るま
で、皆さまの生活がより豊かに、より便利になるような商品とソリューションを提供していきます。
■ＡＱＵＡについて
AQUA は 『Authentic Question Unique Answer : AQUA』 の名で、例えば冷蔵庫ハンドルの握り心地
から、洗濯機の見えない技術まで、「心地よさ、という品質。」を実現するブランドを目指しています。
日本で生まれた家電メーカーとして、毎日の暮らしに気配りや心配りをお届けします。
現在は冷蔵庫や洗濯機、掃除機などの小物家電から、業務用コインランドリー機器まで幅広く展開し、
更に日本からグローバルへ、商品やサービスを創造していきます。
■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。
Haier グループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などの
AQUA ブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ 9：00～18：30 （365 日）
＜お客さまからのお問い合わせ先＞
9：00～18：30 ：0120-880-292
（365 日）
・アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル
・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）
・携帯電話、PHS からはナビダイヤル

：0570-040-292 （有料）

