
移動・設置、取扱簡単、導入時の事前準備不要

・100Vコンセントにさすだけ！

・100W電球一個分の消費電力！

・電気炊飯器並みの簡単操作！

・データロガー装備（USBで温度履歴取得）

・停電対応（自動バッテリー駆動切替)

極冷ロジボックス１５リットル

（マイナス8５℃ ~ +30℃）

CPF15L80 ディープフリーザー 極冷ロジボックス（商標登録申請中）

取扱説明書 PDF版 202109



１．まずはじめに、梱包内容をご確認ください

①ボックス本体 ②．電源ACアダプター、
DCプラグ、
ACプラグ

③ドアロック解除カード
ドアはパスワードまたは「RFIDカード」を
使用してロックを解除します

RFIDカード

本体と付属品

８５㎜ⅹ５４㎜プラスティック

④庫内 内蓋

300ｍｍ

240ｍｍ

⑤USBメモリー
スティック-



２．製品紹介

説明

フリーピストンスターリング冷凍技術を使用した極冷ロジボックスCPF15L80は、従来のコンプレッサー冷凍とは異

なります。 軽量のアセンブリを使用して極低温冷却を実現し、実際のポータブル操作を可能にします。

極冷ロジボックスCPF15L80は、高度なフリーピストンスターリング技術、広い温度範囲、±3℃の正確な温度制御、

軽量、使いやすさ、特別に設計された電力制御システムと内蔵バックアップバッテリーを採用して、安定したインテ

リジェントを提供します。 さまざまな製品の低温保管環境とポータブル輸送 同時に、製品のユーザーインターフェ

イスは理解しやすく使いやすいです。汚染度2および過電圧カテゴリII環境での固定機器としての使用に分類されます。

この製品は、次の環境条件下で動作するように設計されています。

屋内での使用

一般的な屋外環境または高地環境

40℃までの温度で最大相対湿度80％



３．安全な操作のための注意事項

次世代へつなぐ美しい環境
私たちはそのための技術を開発しています

 

Hazard Symbols ハザードシンボル 

 

警告: この記号は回避しないと重症または死亡につながる 

可能性のある潜在的に危険な状況を示します 

 

注意: この記号は、回避しないと軽傷から中程度の怪我や損

傷につながる可能性のある潜在的に危険な状況をしめしま

す 

 

この記号は、機械の重要な禁止された取扱いを示し、 

人身傷害および機器の損傷の危険性をユーザーに警告する

ものです。 

ユーザーアドバイザリ
超低温は危険です。超低温で操作する場合は適切な予防
措置を講じてください。低温保護手袋をお勧めします。
スターリングエンジン・ジャパンは、意図しない使用に
起因する保管製品の損傷または紛失について責任を負い
ません。

スターリングエンジン・ジャパンンは、電気的、機械的、
または構造的な故障に起因する保管製品の損失について、
いかなる場合も責任を負いません。 他の超低温冷凍庫と
同様に、適切なバックアップと冗長性の考慮事項はユー
ザーの責任です。

製品の正しい使用を保証するために、製品およびこの操
作マニュアルに記載されている警告および注意を含め、
基本的な安全対策を常に遵守する必要があります。

警告：
ユニット、コントロール、またはフリーピストンスター
リングエンジンへの不正な変更は禁止されており、すべ

ての保証条項が無効になります。

ご使用前に、安全上の注意事項をよくお読みください。怪我や製品の損傷を防ぎます。CPF15L80極冷ロジボックスの使用に関連する
潜在的な危険は、冷凍庫が置かれている職場の人の安全に影響を与える可能性があります。 冷凍庫自体も、不適切な操作や使用によ
り損傷したり、保証が無効になったりする場合があります。 冷凍庫を操作、輸送、または保管するすべての担当者は、このマニュア
ル全体を読んで、これらの危険性を理解する必要があります。 すぐに参照できるように、このマニュアルを冷凍庫のすぐ近くに保管
してください。使用方法の説明を読む前に、以下のマークと表示の意味を理解してください。



 

           警告！ 

 

＊警告標識を守らないと、人体に危害を及ぼす可能性があり、重傷または死亡につながる可能性があります。 

 

CPF015L80を水に入れたり、製品に水をかけたり、ユニットの電気ボックスに水が滴ったり落ちたりする可能性のある場所で操作しないでくださ

い。 非常に湿度の高い環境など極端な環境条件下での操作も結露や水の侵入につながる可能性があります。 

 
冷凍庫内の通気孔を塞がないでください。通気孔を塞ぐと、冷凍庫内の温度が上昇し、保管品が損傷する可能性があります。 

 
CPF015L80を火の近くに置かないでください。発火して内部ガスが膨張したり、爆発したりする可能性があります。 

 
可燃性の気体または液体を保管しないでください。（ガソリン、シンナー、スプレーなどによる爆発の危険性）  

 
子供に製品を一人で使用させないでください。 乳幼児をユニットから遠ざけてください。（火傷および感電の危険性） 

 
超低温での操作中は、濡れた手で冷凍庫の内部に触れないでください。 （凍傷のリスク） 

 
電源プラグやスイッチなどの電気部品に濡れた手で触れないでください。 感電により死亡・けがの原因となることがあります。 

 

電源投入時に予期しない音、臭い、煙が出た場合は、電源を抜いて製造元または供給元にご連絡ください。 異常動作を続けると、感電や火災の原

因になります。 

 

冷凍庫を分解、改造、修理しないでください。 CPF015L80ユニット内にはユーザーが修理できる部品はありません。 必要に応じて、認定された

修理手順についてスターリングジャパンにお問い合わせください。 

 
電源ケーブル、DCプラグ、電源プラグが破損または緩んでいる場合は使用しないでください。 （感電、ショート、燃焼の原因となります） 

 

電源ケーブルを切断、改造、損傷、無理に曲げたり、結んだりしないでください。 また重いものを置いたりケーブルを狭い場所に無理に押し込ん

だりすると、ケーブルが損傷して感電する恐れがあります。 



          注意！ 

＊注意標識に従わないと、人身事故や機器の損傷につながる可能性があります。 

 

冷凍庫の上部を全部塞がないでください。ドアを適切に閉じるために上部に隙間を残してください。（温度が上昇し、保管されている製品が損傷する

可能性があります） 

 
超低温の素材が皮膚や衣類にこぼれないように特に注意してください。（凍傷や怪我のリスク） 

 
十分な換気がない状態の車のトランクで冷凍庫を使用しないでください。 （温度が上昇し、製品に損傷を与える可能性があります） 

 

製品の上に重いものや物を置かないでください。 

（上部のフリーザーUIが破損する可能性があります） 

 

電源プラグを抜くときは、ケーブルではなくプラグを持ってください。 

（感電やショートの恐れがあります） 

 

強い物理的衝撃やユニットへの物の落下を避けてください。 

（内部の電子部品に損傷を与える可能性があります） 

 

車両のエンジンを停止する前にプラグを取り外してください。 

（一部の車両ではエンジンをオフにした後、電源がオフになりません。冷凍庫は車のバッテリーから電力を引き出すことができます） 

 

氷や液体の水を直接冷凍庫に入れないでください。常に適切な容器を使用してください。 また、ドライアイスは保管しないでください。 （誤動作や

破裂の原因となる場合があります） 

 
内容物が凍結して膨張する可能性がある場合は、ガラス容器を使用しないでください 

 
極冷ロジボックスの通気口をふさがないでください（誤動作の原因となる可能性があります）。 

 

ナイフ、スクリュードライバーなどの硬いものや鋭利なものを使用して、冷凍庫から霜や氷を取り除いてはいけません。標準の霜取りを使用してくだ

さい。冷凍庫の霜取りについては、この操作マニュアルで後述します。 

 



４．CPF15L80の機能
スターリングエンジン極冷ロジボックスCPF15L80は、極低温貯蔵および輸送の製品です。冷凍が必要な特殊製品（高価な冷凍シーフードやその他の医療用ワ
クチン製品など）に超低温貯蔵を提供できます。 その温度範囲は広く保管または輸送の要件に応じて、CPF15L80は冷蔵および冷凍庫としても使用できます。

4－２FPSCと冷凍

スターリングCPF15L80極冷ロジボックスは、冷凍コアとCryo S100フリーピストンスターリングクーラーを使用。このエンジンは、作動流体として約3グラム
のヘリウムガスを使用します。 冷蔵目的でクーラントを使用せず、冷凍庫での冷蔵にはエアフロー技術が使用されます。全温度帯、低消費電力、低ノイズ、
完全な360度全方向防御シェイクで動作し、必要なときにキャビネットの高温を維持するために使用される加熱システムが組み込まれています。

4－3 電力と温度の制御

極冷ロジボックスにはバッテリーが内蔵されており、冷凍庫に1時間バックアップ電力を供給し常に安定した温度を提供します。 AIアルゴリズムプログラミン
グを備えたGpro制御ボードは、FPSCの電力を制御して冷凍庫の温度を維持し、温度センサー（PT100）は、冷凍庫の内部温度と機械のコールドヘッド温度を
測定し、コントローラーに入力を提供します。 UIは、冷凍庫に必要な温度を設定するための表示と制御を提供します。

4－4 電源アダプタとコード

簡単なラインコードの交換により、複数の電源およびレセプタクルタイプが可能になります。お住まいの地域に適したコードとプラグを使用してください。
電源アダプタの動作範囲は次のとおりです。電圧入力100VAC-240VAC（標準3ピンプラグ）周波数50Hzまたは60Hz 出力DC30V / 5A（最大:)

４－５断熱材

輸送および保管された製品を外気温から保護するために、冷凍庫はより良い結果を得るために断熱材を備えた硬質プラスチックで設計されています。スターリ
ングCPF15L80極冷ロジボックスは高性能加圧ポリウレタンフォームと20mmVIP断熱材を備えています。

４－６グラフィカル・ユーザー・インターフェース

ユーザーインターフェイス（UI）は、ユニット上部のタッチスクリーンコントロールに実装されています。

UIを使用すると、ユーザーは次のことができます。

⚫ すべての温度と電力のステータスを表示します

⚫ 冷凍庫の識別情報を表示する

⚫ 温度と電力を設定します



11

12

10

9

① UI画面

UIとコントロールについてはセクション6で説明します

② ラバーホイール

ゴム製のホイールにより、機器をどこにでも簡単に移動できます

③ 電子カードスイープ

RFIDカードの掃引位置

④ ハンドル :可動ハンドル、移動しやすい冷凍庫

⑤ ラバーガスケット :

シーリングに使用され、冷凍庫の防湿性を高めます

⑥ サイドハンドル :機器を持ち運びしやすくする

⑦ ラバーバックル :ドアのロックが簡単

⑧ ドアロック

ドアの保護、パスワードまたはRFIDカードを使用してロックを解除します

⑨ 機械の電源スイッチとDCタイプBソケット

⑩ ベント

フリーピストン冷却用スターリングクライオクーラー（FPSC）

⑪ コントロールボックスカバー（ステンレス鋼）

⑫ 排気ポート 熱風排出用。

⑬ USB差込口

⑬



5.操作
５－１.操作上の注意

極冷ロジボックスの操作に対する責任は、手順書またはガイドラインの一部であり、安全要件はこれらの責任の不可欠な部分です。この製品は、この製品マニュアル
に記載されている方法でのみ使用してください。ご使用前に、本製品が使用目的に適合していることをご確認ください。機器がメーカー指定の方法で使用されていな
い場合、機器によって提供される保護が損傷する可能性があります。

デバイス設定の重要な変更では、キーを押す必要があります。これにより、輸送中に誤って設定を変更するのを防ぐことができます。

デバイスのオン/オフを切り替えるには、電源ボタンをクリックする必要があります。デフォルトの表示はボックス温度であり、設定された目標温度、周囲温度、マ
シンのホットエンド温度などの他の表示がマークされます。

ACおよびDCシステムの操作については、次のセクションで説明します。車両のDCシステムの操作には、事故を防ぐための追加の予防措置が必要です。

５－２ 車両での操作に関する注意事項：接続の順番にご注意ください

1.エンジンを始動した後、シガレットライタープラグを車両に接続します。

2.バッテリーの偶発的な放電を防ぐために、極冷ロジボックスの操作中は車両のエンジンが作動している必要があります。

3.無人の車両で極冷ロジボックスを操作しないでください。太陽の下に放置すると過熱し、保管内容に損傷を与える可能性があります。

電源からの切断：

1）デバイスの電源を切ります（ユーザーインターフェイスの電源ボタンを押します）。

2）デバイスの電源を切ると、ビープ音が鳴ります。

3）バッテリーが完全に充電されている場合は、ビープ音が30秒間鳴った後、スイッチをオフにし、アダプターケーブルをデバイスから取り外します。

4）電源投入時に電源プラグを抜くと、突然の音（「バタン」）が聞こえます。これは、機器の電源を主電源からバッテリーに切り替えたときに発生する音です。

音は機械が損傷していることを意味するものではありません。



６．ブートインターフェイスの表示手順：
最初に電源を接続してください。左記インターフェイス画面が立ち上がります。

起動後、画面に1秒間ロゴが表示されます。
メインインターフェイスに操作手順が表示されます。
このインターフェイスはデフォルトの表示インターフェイスであり、12の部分で構成されています。

1.ロゴの表示。工場出荷時のインターフェースから表示するかどうかを設定できます。

2. Wifi / GPS接続アイコンとバッテリーレベル表示。＊注１）

3.現在のモード（オフ/冷却/加熱）を表示します。右の図ではcoolingと表示

4.設定した目標温度を表示し、目標温度を変更します。

5.現在の温度曲線を示す温度曲線。

6.キャビネット内の現在の温度を表示します。

7.周囲温度を表示します。

8.マシンの実行時間。

9.を押して、キャビネットドアをロックまたはロック解除します。

「 RFIDカード」をタッチ画面にタッチしても解除できます。

10. 設定ボタンですので使用できません

11.を押して、Wifi構成インターフェースに入ります。＊注１）

12.電源ボタンを押して、マシンのオン/オフを切り替えます。

＊注１）wifiは現在準備中です



7.エラー/アラームとトラブルシューティング 以下に示すように、エラーはUI画面にE＃として表示されます

Code
画面上の
アラーム

考えられる原
因

現象調査 考えられる理由
トラブルシュー
ティング

E0 電圧異常
DC電圧が異常
です

ヒューズが飛
んだ

ヒューズが飛ん
だ

ヒューズを交換
してください

ヒューズが飛
んでいない

電源エラー
電源を確認また
は交換してくだ
さい

E1
DC電流異
常

10Aを超える
DC電流

その他
コンポーネント
の損傷

メンテナンスの
ために工場へ戻
す、代理店に連
絡をしてくださ
い

E2
異常なAC
電流

設定値より大
きいAC電流

設定値を確認
してください

設定値が小さす
ぎる

アラーム電流設
定を変更する

その他
コンポーネント
の損傷

メンテナンスの
ために工場へ戻
す、代理店に連
絡をしてくださ
い

E3
ホットエン
ドの高温

ホットエンド
温度は55℃以
上です

高い周囲温度 周囲温度
使用温度範囲で
の使用

排気口が塞が
れている

排気口が塞がれ
ている

排気口を遮らな
いようにしてく
ださい

ファン1が回
転しない

ファン1が配線
されていません

ファン1の配線
を確認してくだ
さい

ファン1が損傷
している

メンテナンスの
ために工場に戻
す。代理店に連
絡してください

E4
コールドエ
ンドの高温

コールドエン
ドの温度が
55℃以上です

高い周囲温度周囲温度
使用温度範囲で
の使用

EB
ヒューズオ
ープン

DC電圧は0Vで
す

ヒューズが飛
んだ

ヒューズが飛ん
だ

ヒューズを交換
してください

EC
不十分な電
源

11V未満のDC電
圧

電池で動く
バッテリーの消
耗

電源またはバッ
テリーを交換し
てください

電源 P.供給エラー
電源を確認また
は交換してくだ
さい

Code
画面上の
アラーム

考えられる原
因

現象調査 考えられる理由
トラブルシュー
ティング



８.メンテナンスとサービス
CPF15L80極冷ロジボックスは、大規模なメンテナンスなしで何年にもわたってトラブルのない操作ができるように設計されています。費用がかかり不便な

修理を防ぎ、冷凍庫を最適なレベルのパフォーマンスに維持するには、推奨される予防的クリーニングメンテナンスに従ってください。必要に応じて代理店

に連絡してください。

8－1.極冷ロジボックスの清掃

必要に応じて、柔らかい布と中性洗剤を使用してCPF15L80極冷ロジボックスの外面を清掃します。溶剤（漂白剤など）や刺激の強い研磨剤クレンザーや
パッドは使用しないでください。

商品を交換するとき、または冷凍庫内に霜が過剰に蓄積する場合は、極冷ロジボックスの電源を切り、空にして、柔らかい乾いた服で掃除してください。 霜
を取り除くために鋭利なものを使用しないでください。冷凍庫本体と断熱材は鋭利なもので損傷する可能性があります。

8－2.コントロールボックスのクリーニング

コントロールボックスカバーに溜まったホコリや汚れは毎月掃除してください。サイドカバーのネジを外して開き、ユニットから取り外します。カバーとコ
ントロールボックスを掃除機でそっと掃除します。頑固な残留物がある場合は、柔らかいブラシを使用してそれらを緩めます。

8－3.冷凍庫の内容の管理

CPF15L80極冷ロジボックスは、超低温で十分に調整された温度を必要とするさまざまな材料の保管と輸送用に設計されています。
冷凍庫の温度設定値は、セクション5で説明されているように、ユーザーインターフェイス（UI）を使用して保管されている材料に応じて変更する必要があり
ます。
材料は、冷凍庫のドアが完全に閉じるのを妨げたりしない便利な配置で冷凍庫に入れることができます。
最良の結果を得るには、実際の製品またはシュミュレートされた製品を使用して冷凍庫を全容量で操作し、熱質量を増やして最適な安定性を維持します。

冷凍庫がバイオハザードに使用された場合は、他の商品や材料に使用する前に、適切な滅菌剤で消毒してください。

使用しないときは冷凍庫を保管する前に、電源を切り、冷凍庫を室温に戻して冷凍庫内を乾かし、こぼれたものを拭き取ってください。



９．トラブルシューテイング

トラブル 考えられる原因 トラブルシューティング

電源がオンにならない

電力が冷凍庫に届いていま
せん

電源プラグをアダプタの中
にしっかりと挿入します

壁のプラグがしっかりと固
定されていることを確認し
ます

DCプラグが正しく挿入され
ていません

DCプラグを確認し、ソケッ
トにしっかりと挿入します

車のシガレットライターの
ヒューズが飛んだ

ヒューズを交換して、冷凍
庫を始動してみてください

冷凍庫が希望の設定値に達

成しない

冷凍庫内部の密閉性が悪い
内側のドアとドアシールに
損傷がないか検査し、必要
に応じて交換します

不十分な空気循環
外部ファンの出入口の通気
口から気流の障害物を取り
除きます

吸気口が詰まっている
フィルターはメンテナンス
が必要です、適切に掃除し
てください

不適切な環境
直射日光が当たるとか高温
の部屋などに冷凍庫を置か
ないでください。

冷凍庫の異音

サイドカバーが緩んでいる ネジを正しくロックする

スターリングマシンの騒音
メンテナンスのために工場
に戻すため代理店に連絡す
る

注意：
冷凍庫は冷蔵および冷凍製品用に設計されています。最高の
効果を得るには、次の原則に従ってください
。
吸気口と排気口には、少なくとも5cmの空きスペースを確保
する必要があります。

周囲温度より高いものを直接箱に入れないでください。

ドアを開ける頻度と期間を最小限に抑えます。



10．仕様書 CPF15L80 11．製品の保証について

この度は当社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この保証書は、保証
期間中に不具合や故障が発生しました場合、下記の修理規定に従いまして、無償にて交換、
修理を行う事をお約束するものです。

本製品の保証期間は出荷日より 12カ月となります。但し、取扱説明書に記載されている
「警告と注意」の条項に準拠しない場合は、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
保証期間内でも本書がない場合、および本書の注意、警告を無視した不当な修理、改造によ
る故障および損傷。火災,公害，異常電圧及び地震、落雷、風水害、その他の天災地変によ
る故障および損傷は有料での修理となります。

保証期間内の故障は無料で修理いたしますが、以下に該当する場合はその限りではありま
せんのでご注意ください。
① 製品の外観、キャスターに対する物理的な損傷。
② 熱除去が不十分なため、製品が過熱した場合（60℃以上）。

保証期間内の修理製品の保証 について
修理が完了し、返却後の新しい保証期間は、当初の製品の出荷日より12カ月となります。

保証期間終了後の修理と修理費用について
保証期間終了後の修理のご依頼は、お客様の費用負担において、製品および部品の修理ま
たは交換となります。（送料のご負担を含む）有料にて損傷を評価した後、修理費用のお見

積もりをご送付いたします。

電力
50または60Hzで110V〜240V（±10％）、
またはモバイルソースからの12-30VDC 110V -

最大電力 100 W

内部動作周波数 80Hz

冷却エンジン Free piston Stirling Cryocooler

温度範囲
-85ºC〜30ºC @32ºC周囲温度、±3°C、1°C刻みで調
整可能-

環境条件 通常の屋外環境、周囲温度5〜40℃、相対湿度<80％

内容量 15L

外寸 620*493*625 mm  (L x W x D)

内寸 237*296.5*239 mm  (L x W x D)

正味重量 32kg 

ボックス断熱材 ポリウレタンと真空断熱材

ノイズ
≦62dB

（周囲温度25℃、全出力85Wの場合、試験機の水平
距離は1m）≦62 dB

温度センサー
抵抗温度センサー（PT100 A）
18B20温度センサー（ステンレス鋼パッケージ）

冷却方式 重力ヒートパイプの冷却モード

冷却性能 -85°C @周囲25°C

バックアップバッテ
リー

1時間（標準）、オプション：4又は6時間バックアッ
プバッテリー

製造：スターリングエンジン・ジャパン株式会社


