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25L 冷温庫

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や、他の人への危
害、財産への損害を未然に防ぐものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を「警告」、
「注意」の２つに区分されています。 
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近く
に具体的内容が書かれています。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるもので
す。記号の中や近くに具体的内容が書かれています。

絵記号の意味

【安全上のご注意】

・ACアダプターが破損したら（芯線の露出、断線など）弊社サポートセンターにご連絡ください。

・煙や異臭、異音が出たり、落下や破損をしたときは本体の電源を切り、コンセントから電
源プラグを抜き、使用しないでください。

・落としたり、強い衝撃を与えないでください。
（故障・火災の原因になります。）

・直射日光の当たるところや、熱器具の近くなど、高温になるところに放置しな
いでください。

・布などを被せないでください。
 （火災・故障・思わぬ事故の原因になります。）

・本体を逆さにしたり、横にしたりしないでください。
 （故障の原因になります。）

・決して修理・分解しないでください。
 （異常動作や発火の原因となり、破損や感電の恐れがあります。）

・ACアダプターを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らないでください。
（感電の原因となることがあります。）

・一部の車種ではエンジンスイッチをオフにしてもシガーソケットの電源が切れないものが
あります。その場合、接続状態で放置しますとバッテリーが上がる恐れがあります。

・設置の際は、左右10cm以上、背面と壁との間は15cm以上の間隔をあけてください。
また、本体の上にはものを乗せないでください。
（本体背面にある吸気口・排気口を塞ぎますと、機能が著しく低下します。また故障・火災の
原因になります。）

・本体やACアダプターを傷つけたり分解しないでください。
（感電の原因となります。）

ST-SRW01WH
この度は25L冷温庫をご購入頂き、誠に有難う御座います。ご使用前に必ず取扱説明書をよく
お読みいただき正しくご使用ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される
内容を示しています。

警告

警告

・ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
（落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。）

・表示された交流AC100Vと直流DC12V以外で使用しないでください。
（火災・感電の原因となります。）

・コンセントにつなぐ前に、DC/AC切替スイッチがOFFになっているか確認してくださ
い。

・本製品を水につけたり、かけたりしないでください。
（火災・感電の原因となります。）

注意

注意

例)
「分解禁止」を
表す絵表示

例)
「電源プラグを抜く」を
表す絵表示

安全のため必ずお守りください

取扱説明書

【各部の名称と機能】

・付属のACアダプター以外は使用しないでください。
（火災・感電・故障の原因になります。）

※落下などに十分注意し、必ず本体
下部に手を添えながら運んでください。

※強引に押し込みますと破損の原因となり
ますのでご注意ください。

※棚板には前後方向があります。 ※畜水トレイには前後方向があります。

1 電源ボタン
本体の電源を
ON/OFFします。

3UPボタン
設定温度を上げる
ときに使います。

4DOWNボタン
設定温度を下げる
ときに使います。

5 LIGHTボタン
庫内のライトを
ON/OFFします。

2 デジタルディスプレイ
設定温度が表示されます。UPボタンまたはDOWNボタ
ンで5℃～60℃まで温度を設定する事ができます。そ
の後設定した温度が点滅し庫内の温度が表示されます。

8 持ち運び用ハンドル
持ち運ぶ際に使用します。

9ドア取手
取手を手前に引いて開けて
ください。閉める際は、カチっ
という音がなるまでしっかり
と閉めてください。

6棚板
棚板は3段階の高さが選べます。
水平になるようにしっかりと奥ま
で挿入してください。挿入後は、
扉が閉まるかどうか確認をしてく
ださい。

※強引に押し込みますと破損の原因となり
ますのでご注意ください。

7 蓄水トレイ
庫内最下部にしっかりと奥まで
挿入してください。挿入後は、扉
が閉まるかどうか確認をしてく
ださい。水滴等の受け皿の役割
をします。

※NOMALモードよりも冷温能力が落ちます。

10 モード切替（本体裏面）

注意

・濡れた手で、プラグを抜き差ししないでください。
（感電の原因となります。）

・お子様や乳幼児の手の届く場所、ペットの近くで使用しないでください。
（けがや事故の恐れがあります。）

NOMALモード：通常運転
MUTEモード：静音運転

11 DC/AC切替スイッチ

12 DC 12Vコード接続口

13 AC 100Vコード接続口

※長時間のご使用、庫内外の温湿度差が大きい場所でご使用されま
すと、庫内に水滴や水分がたまる場合があります。その際にドアを
開けると庫外へ流れる場合がありますのでご注意ください。

※本製品はあくまで保冷、保温を目的としており、冷蔵庫ではありま
せん。また、外気温の影響を受けやすく、使用環境によっては能力
を発揮できない場合があります。
※庫内温度は、外気温により約±5℃差異が生じますのでご了承くだ
さい。
※庫内には、腐りやすい食材は入れないでください。

NORMAL

OFF

DC

DC

AC

AC

12V

100V

MUTE

※使用時の周囲温度が極端に低いまたは高い場合は、有効な庫内温度を
　保てない場合があります。

本体背面

本体正面



【製品仕様】

【電源について】 【お手入れ方法】 【故障かな？と思ったら】

お問合せ／修理受付窓口
（平日10：00～12：00 ／ 13：00～17：00）

HP　http://www.stayer.co.jp Eメール　support@stayer.co.jp
03-5315-4565☎

〒160-0004　東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6F

※市販の洗浄剤を使用する場合は、洗浄剤の使用説明書に従ってください。

必ずACアダプターまたはDCアダプターを取り外し
た状態で行ってください。

電源を変更する際は、必ずDC/AC切替スイッチを
「OFF」にして、約5～10分の間隔をとってから変更
してください。

お手入れの際の注意

注意

※必ずACアダプターまたはDCアダプターを取り外した状態で行ってください。
※本製品を金属ブラシ等でこすり洗いしないでください。故障の原因になります。
※磨き粉、ベンジン、アルコール、シンナー等は使用しないでください。変形、変色
の原因になります。

※庫内は、常に清潔に保つようにしてください。

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
修理を依頼される前に下表でご確認ください。症状が改善されない場合は、弊社までご連絡ください。

※使用時の周囲温度が極端に低い、または高い場合は、有効な庫内温度を保てない場合があります。

※お客様のご使用上の誤り、または故障により庫内の貯蔵物の変質があっても保証致しかねますので、
　運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。

電源が
入らない

保冷・保温に
時間がかかる

設定温度と
一致しない

・電源切替スイッチが正しく設定されていますか。

・庫内に品物を入れすぎていませんか。
・吸気口、排出口を塞いでいませんか。
・ドアがわずかに開いていませんか。
・頻繁にドアを開閉していませんか。

・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。

・直射日光の当たるところ等、外気温の高い場所
 で使用していませんか。

1

2

3 柔らかい布でから拭きし、完全に乾かしてください。
4

落ちにくい汚れは、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を
含ませて拭き取ってください。

柔らかい布で、本体やドア、内部の汚れを拭き取ってく
ださい。

長期間使用しない場合は、直射日光の当たらない風通
しの良い場所に保管してください。

1

2

3DCアダプターのプラグを
車のシガーソケットに
差し込みます。

4

DCアダプターの先端を、
DC12Vコード接続口に
差し込みます。

DC/AC切替スイッチを「OFF」
に切り替えます。

DC/AC切替スイッチを
「DC」に切り替えます。

1

2

3ACアダプターのプラグを
コンセントに差し込みます。

4

ACアダプターの先端を、
AC100Vコード接続口
に差し込みます。

DC/AC切替スイッチを「OFF」
に切り替えます。

DC/AC切替スイッチを
「AC」に切り替えます。

12Vのシガーソケットで使用する場合

100Vのコンセントで使用する場合

症状 考えられる原因・確認事項 対処方法

24Vではご使用できませんのでご注意ください。

NORMAL

OFF

DC

DC

AC

AC

12V

100V

MUTE

NORMAL

OFF

DC

DC

AC

AC

12V

100V

MUTE

NORMAL

OFF

DC

DC

AC

AC

12V

100V

MUTE

NORMAL

OFF

DC

DC

AC

12V

MUTE

DC 12V

AC 100V

・電源プラグをしっかりと差し込んでください。

・家庭用の場合「AC」、車内での場合は
 「DC」に設定を切り替えてください。
・品物を減らしてください。
・塞いでいるものを取り除いてください。
・ドアをしっかり閉めてください。
・ドアの開閉を少なくしてください。

・日陰や涼しい場所に移動してください。

・電源 AC100V｠ 50/60Hz、DC12V
・消費電力 AC 65W、DC 55W
・製品サイズ 約W340×D417×H470mm
・重量 約7.5kg
・容量 約25L
・保冷温度 5±5℃
・保温温度 60±5℃
・コード長さ ACコード約1.4m／DCコード約1.8m
・材質 ABS樹脂、ポリプロピレン
・保冷温方式 ペルチェ式
・付属品 ACアダプター×1、DCアダプター×1、
 取扱説明書/保証書
※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。


