
お困りのときは 
お問い合わせの多い内容を中心に記載しています。 
合せて「取扱説明書」、DVD「上手な使いかた」をご覧ください。 
                 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。 P.00
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ご購入後、お使いはじめによくあるお問い合わせ �

氷ができない � 日立冷凍冷蔵庫 

まずは、次のことをお調べください。 

こんなときは こんな理由です 

冷蔵庫から聞こえる 
音が気になる 

よく冷えない 

●お使いはじめは冷蔵庫が冷えていないので、コンプレッサーが高速運転をするため 
　運転音が大きくなります。十分に冷えれば音は小さくなります。 

� 霜や露がつく 

� 真空チルドが気になる 

� 氷ができるのがおそい 

� 氷ができない！ 

� よく冷えない 

�
ご購入後、お使いはじめに 
よくあるお問い合わせ 

●その他の、「音が気になる」「扉の段差」「冷蔵庫が熱くなる」などについては取扱説明書をご覧ください。 
●この説明書はR-Y6000を使用し説明していますが、他の機種も内容は同じです。 

●お使いはじめは、冷えるまでに時間がかかります。 

 

 

　→庫内を早く冷すには、ドアのあけしめを極力少なくしましょう。 
　→食品はできるだけすき間をあけて収納しましょう。 

時　期 
冷えるまでの時間 

通　常 
約4時間 

夏　場 
半日～1日以上 

※食品をつめすぎるとさらに 
　時間がかかります。 

ご購入後、お使いはじめで知っておいていただきたいこと 

 

水が製氷皿に 
給水され、製 
氷がスタート 
します 

庫内が十分に冷 
えないと給水さ 
れませんので、 
氷ができあがる 
までに、時間が 
かかります。 

氷ができあがります。 

通常 

食品をつめ過ぎたときなど 

据え付け直後に 
食品を入れても 
大丈夫ですが、 
冷気の循環を良 
くするため、すき 
間を開けて収納 
してください。 

食品をつめ過ぎ 
ると、冷気の循 
環が悪くなり、 
庫内が冷えるま 
でに時間が長く 
かかります。 
ご注意ください。 

●電源を入れる ●4～6時間後 ●6～8時間後 ●24時間後 

 

冷
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が
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了
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●据え付け直後では 
ありませんか？ ●ご購入後、お使いはじめは、庫内が十分に冷えてから 

　製氷運転を開始するため最初の氷ができるまで24時間 
　以上かかることがあります。 

●「製氷停止」になっていませんか？ 

●給水タンクが正しくセットされていますか？ 

●製氷ケースに氷以外のものが入っていませんか？ 検知レバーが「氷がある」と判断します。 

冷凍食品が入って 
いませんか？ 

給水タンクが「タンク 
セット位置」より奥まで 
押し込まれていますか？ 

給水タンクに水を入れ 
「タンクセット位置」 
より奥まで押し込んで 
ください。 

製氷スコップを正しい 
位置に置いてください。 

製氷ケースには氷以外は 
入れないでください。 

「氷の大きさ」ボタンを 
押してランプを点灯さ 
せてください。 

給水タンクに水が 
入っていますか？ 

製氷スコップが奥に 
入っていませんか？ 

冷凍食品 

検知レバー 

製氷スコップ 

「氷の大きさ」ランプが 
消灯していませんか？ 

タンクセット位置 

押す 

BR-Y
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真空チルドが気になる �
こんなときは こんな理由です 

霜や露がつく �

庫内やドア・引き 
出しの枠に霜や露 
がつく 

冷蔵庫の外側に露が 
つく 
（外装、ドアパッキン、 
  ドア、引き出しなど） 

野菜室や真空チル 
ドルームの中が結 
露する 

●一時的にドアや引き出しが半ドアになっていた可能性があります。 
　→引き出しやドアをしめる際はぴったりしまっているか確認しましょう。 
●開け閉めの回数が多いとき、長時間あけつづけた可能性があります。 
　→開け閉めの回数を少なくする、手早くするなどしてみましょう。 

こんなときは こんな理由です 

●雨の日など屋内の湿度が高いときは冷蔵庫の外側に露がつくことが 
　あります。 
　→乾いた布でふき取ってください。 

●野菜室や真空チルドルームは他の部屋より湿度が高くなっています。 
　（食品を乾燥させずに長持ちさせるため）　 
　→気になる場合は食品にラップをしてください。 

よく冷えない �
お確かめください こんな理由です 

●設定温度のご確認 
・冷蔵庫内の操作パネルの温度はどう設定されて 
　いますか？ 

●温度設定が「弱」になっているとよく冷えない場合が 
　あります。 
　→よく冷えない部屋の設定温度を「中」または「強」に 
　　変更してください。 

●収納食品のご確認 
・引き出しやドアに食品や袋が 
　挟まっていませんか？ 

●食品や袋が挟まると引き出しやドアが半ドアになり冷気 
　が外に洩れて庫内の温度が上がります。 
　→食品や袋が挟まらないように収納しましょう。 
　　引き出しやドアを閉める際はぴったりしまっているか 
　　確認しましょう。 

●収納食品のご確認 
・熱いお料理など温度の高いものを多量に入れて 
　いませんか？ 

●熱いものを多量に入れると庫内の温度が上がります。 
　→十分に冷ましてから収納するか、量 
　　を減らしてください。なお、暖かい 
　　ごはんを急速冷凍すると、おいしい 
　　状態で冷凍保存ができます。 

●使い方のご確認 
・ドアや引き出しをひんぱんに開け 
　閉めしていませんか？ 
・ドアや引き出しを長時間あけつづ 
　けていませんか？ 

●冷蔵庫を開けている間は庫内の温度が少しずつ上がりま 
　す。開け閉めがひんぱんまたは長時間あけつづけると、 
　庫内の温度が下がりにくくなります。 
　→開け閉めの回数を少なくする、手早くするなどしてみ 
　　ましょう。 

半ドア 

●据え付け状況のご確認 
・冷蔵庫の周りのすき間は十分ですか？ 
・冷蔵庫に直接日光が当たっていませんか？ 
・近くにガスレンジなど発熱するものが置かれて 
　いませんか？ 

●冷蔵庫を据え付けた場所や 
　すき間、周りの状況などに 
　よって冷えにくい場合があ 
　ります。よく冷えるように 
　正しく据え付けされている 
　かご確認ください。 
　→詳しくは取扱説明書をご 
　　覧ください。 

上部上部 5cm以上以上 

左右左右 0.5cm 0.5cm以上以上 

上部 5cm以上 

左右 0.5cm以上 

× 

●収納食品のご確認 
・食品をつめ込みすぎていま 
　せんか？ 
・食品が冷気の吹き出し口を 
　ふさいでいませんか？ 

●食品がすき間なく収納されたり、 
　冷気の吹き出し口をふさぐ位置に 
　置かれると、庫内のすみずみまで 
　冷気が流れにくくなります。　 
　→すき間をあけて収納してください。 

× 

半ドア 
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●真空パッキン部に食品の包装などが挟まったり、汚れや糸くず、 
　ごみや髪の毛が付着していたりしていませんか？ 
→食品の包装が挟まったときは、取り除いてください。 
→汚れた真空パッキンと受け部はお手入れしてください。 
●「真空チルド」のランプが点灯していますか？ 
●ハンドルが上に上がっていませんか？ 
→ハンドルを下げてロックをしてください。 
●真空パッキンやハンドル下部にある真空解除弁（青色）がはずれ 
　たり、緩んでいませんか？ 
●真空チルドルーム開閉直後は、真空ポンプが動作を始める準備 
　状態となるため「シュー」と音がしないことがありますが、 
　故障ではありません。 
→自動的に真空ポンプが動作し、低酸素状態をつくります。 

P.15
●開けるとき、「シュー」と音がしない。 

氷ができるのがおそい！ �

・・・ 

●ただし、次のようなときには、 
　製氷時間が長くなります。 

●ふだんの製氷時間の目安は右の 
　表の通りです。 
※1皿分（8個）の氷をつくるのに必要な 
　時間です。 

●ご購入後、初めてお使いのとき 
　（24時間以上かかることがあります。） 
●ドアをひんぱんに開け閉めしたとき 
●大量の食品を一度に入れたとき 
●冬場など周囲温度が低いとき 
●製氷皿のお手入れをしたとき 

氷の大きさ 

通常運転 
通常 

約150分～170分 
約90分～110分 

約110分～140分 
約70分～90分 

大きめ 運転状態 

急速製氷 

●ハンドルのロックができない。 

●真空パッキン部や真空チルドケースの奥に食品などが挟まって 
　いませんか？ 
→食品などが挟まったときは、取り除いてください。 
●真空チルドケース手前とドアの軸がはずれていませんか？ 
→真空チルドケース手前とドアの軸をあわせてください。 P.15

 

●真空にするためのポンプの動作する音です。異常ではありません。 
●夜間など音が気になるときは、真空ポンプの動作を停止すること 
　ができます。 
●音や振動がひんぱんにあるときは、ドアに物が挟まっているか 
　真空パッキンが汚れている場合があります。 
→食品の包装などが挟まったときは、取り除いてください。 
→汚れた真空パッキンと受け部はお手入れしてください。 

P.15

●真空チルドルーム周りからの「ブーン」 
　という音と振動がする。 

ごみが付着 

糸くずなど 

真空機能が正常に動作していないことがあります。 
つぎのことを確認してください。 
●ハンドルを最後までしっかり押し下げてロックしていますか？ 
→ロックされていないと真空になりません。 
●真空パッキンと受け部の間に食品の袋、髪の毛などの挟まりは 
　ありませんか？ 
→わずかな食品カスが挟まっていても真空になりません。 
　取り除いてください。 
●真空パッキン・真空パッキン受け部の汚れはありませんか？ 
→汚れているときはふき掃除をしてください。 
●真空解除弁（青色）がはずれたり、緩んでいませんか？ 
→ハンドルの穴にしっかりと取り付けてください。 

●真空チルドボタンのランプが点滅する。 

急冷蔵 急速冷凍 真空チルド 

P.6

P.15
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