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製品加工室 検査室 製品加工室 製品加工室

製品加工室 冷蔵倉庫 冷蔵倉庫 加工室

ネツダンは、プレハブパネルを一括工場生産して食品加工センター・冷凍冷蔵保管庫・配送センターなど、
温度管理が必要とされる施設の建設に30年以上の実績と経験を基に更なる技術革新を進めています。

プレハブ冷凍庫・冷蔵庫

スペースに合わせたオーダーメイドのプレハブ冷凍庫・冷蔵庫

お客様のご使用ニーズに合わせたサイズで設計致します。

冷蔵庫、冷凍庫を並べた合併型も可能です。

ご使用温度に適したパネルを選定してコスト削減します。

入庫品によって適した温度帯を設定して冷凍機の選定を

してランニングコストにも考慮して設計致します。

建具関係も充実した扉をご用意します。

両開き扉・片引き扉・両引き扉に手動・片引き

自動扉など運用方法に適した扉関係が取付けが可能です。

大型プレハブ冷凍庫・冷蔵庫
食品加工センター・物流センター等の

大規模な冷凍・冷蔵・定温施設

ネツダン

http://www.netsudan.jp
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•野菜・果物・魚介類・食肉・乳製品・飲料などの

大量ストックに適しています。

•冷凍食肉・凍結魚・各種冷凍加工品などの低温
管理、貯蔵に最適です。

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫セットシリーズ 防プレハブ冷蔵庫・冷凍庫セットシリーズ
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入出荷冷蔵庫・出荷待機冷蔵庫 冷蔵庫内部

冷凍庫内部 冷蔵自動両引き扉

冷蔵自動両引き扉 冷蔵自動両引き扉

冷蔵庫内・床スノコ 冷凍庫内

電動両引き防熱扉（冷蔵用） 電動片引き防熱扉（冷蔵用） 片開き扉

電動両引き防熱扉（冷凍用） 電動片引き防熱扉（冷凍用） 両開き扉

ドックシェルター オーバードア スイング扉

シートシャッター アコーデオンカーテン シートノレン（可動式）

プレハブ冷凍庫・冷蔵庫 施工例防 熱 扉
一般冷蔵庫から食品加工センターなどの建具関係

取扱建具

ネツダン・ノンフロン不燃断熱パネル
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ネツダンは、優れた断熱性能のあるプレハブパネルを工場生産して既設の一般倉庫を
食品加工センター・冷凍冷蔵保管庫・配送センターなど、温度管理が必要とされる施設
に改造致します。

レイアウト変更に伴う改造工事
冷凍・冷蔵庫の解体、移設、増設、防熱扉などお客様のニーズに合わせた改造が可能です。

プレハブ冷凍・冷蔵倉庫、加工室、検査室、試験室、及び、それに付帯する事務所、食堂、
休憩室などに使用変更、レイアウト変更などに弊社の経験と度重なる技術革新を経て常に
高性能、高品質な製品の販売に努めてまいりました。
企画、設計、解体、施工、保守管理等、一括管理でご要望にお応えいたします。

暑さ・寒さ・臭い・塵も遮断、常に快適空間を短工期で完成。

お客様の目的に合わせて広さ、高さも自由設計。

エコルーム
今までの工場、倉庫の中に快適空間を造りませんか？

http://www.netsudan.jp

一般倉庫から食品加工センター、

プレハブ冷凍・冷蔵庫へリフォーム

Before After

Before After
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http://www.netsudan.jp

プレハブ冷凍・冷蔵庫へリフォーム
ネツダンのクリーンルーム

食品関係用クリーンルーム

工業用クリーンルーム

ネツダンの食品用クリーンルームは、
食品の流通に欠かせないプレハブパネル冷凍、
冷蔵庫、加工室などは、食材と加工品に合せた
最適な温度・湿度管理が求められます。
お客様のニーズに合せた施設をご提案致します。
HACCPへの対応に適した食品加工センターを
ネツダンの技術と製品でご提供致します。

主な用途
食品加工センター
惣菜製造工場
学校給食センター
乳製品関連加工工場
生菓子製造梱包室
食肉加工センター
スーパーマーケットバックヤード

ネツダンの工業用クリーンルームは、
プレハブクリーンルームは、外部からの埃などの侵入を
防ぎ尚且つ塵埃の堆積防止や清掃の容易性を考
慮し、無柱で広いスペースを確保できます。

外部からクリーンルームに入る場合は、エアーシャワー
を浴びて塵埃を落としてから入室し埃を内部に持ち込
まない。又、物の出し入れはパスボックスを通過させる
方法です。
クリーンルームに必要な建具、FIX窓などもニーズに合
せて設置が可能です。

主な用途
インダストリアルクリーンルーム
半導体製造工場
レーザー関連工場
光学器械製造工場
精密機械製造工場
電子機器製造工場
他

バイオロジカルクリーンルーム
医薬品製造工場
病院内の各室
大学の研究室
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○パネル精度

隙間のない精度の高い組み立ては、パネルの正確な「幅」「長さ」「対角」が必要です。

面材をL折でなくコの字折に正確に加工することにより精度と強度を一層高めます。

パネルの「厚さ」精度が高いときれいな組立てが可能です。

○断熱パッキン

パネル間の接続面がお互いに硬い材質では、隙間を開けずに密着させることは不可

能です。そのため、この発泡軟質ポリエチレン材が締め金具（テーパーロック）で圧縮

し隙間なくパネルとパネルを密着します。発泡材で断熱効果も優れている。

○独自のパネル嵌合材

硬質合成樹脂のＨ型材と軟質合成樹脂のパイプ型パッキンを特殊加工し同時成形の

パネル間の接続用嵌合材を用いてパネル間のズレを防ぎ、組立精度、気密、強度等

を高めます。

○芯材（硬質ポリウレタン）

独自に開発した高性能の発泡装置によって熱伝導率が最も低く、しかも強度が強い

発泡倍率を選定し高品質な硬質ポリウレタンを断熱材として注入発泡している。

○パネル骨材

耐超低温、耐食性に優れ、強固で釘やネジ加工も可能。

しかも熱伝導率が低くパネル骨材に適した材質でネツダンだけが使用している。

この骨材がパネル用つり金具の取り付けに強く働く。

○内外装材（面材）

カラー鋼板は、亜鉛溶融メッキした抗張力板に耐食性に優れた2コート2ベース焼付

塗装した鋼鈑を使用しています。

この他に、ステンレス（ＳＵＳ304-No.4）があります。

○テーパーロック（締め金具）

ステンレス製で締め付け力が強くパネル間をしっかり密着させて気密を保ちます。

しかも組み立て後にコーキングを施す必要ありません。

増設・移設もこの締め金具を外すだけで済み、パネルを傷つけたりコーキング材を

取り除く手間を省けます。

プレハブパネルは、表面材をカラー鋼板と四方に樹脂製の枠材で囲い、その内部に硬質ウレタンを注入発泡した製品です。

プレハブパネルの用途芯材の硬質ウレタンは、熱伝導率が優れているので室（庫）内外に温度差がある場所に適しています。

テーパーロック（締め金具）

PVC基礎

パネルジョイント嵌合材
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パネルに注入発泡する断熱材の硬質ポリウレタンフォームは、発泡倍率により著しくその性能に格差が生じます。

発泡倍率を高くすると原料は減少しコストが低減されます。しかし、比重は軽く耐荷重は弱くなり又、冷却した時に
収縮が大きくパネルの反りの原因になります。下図のように熱伝導率も高くなり断熱性能が劣化します。

冷凍庫・冷蔵庫の選定の際には、断熱材の発泡倍率・比重を確認して下さい。
ネツダンパネルの発泡は、下図の適正倍率範囲内です。

庫外周辺の温度・湿度が高く、通風の良くない場所に設置する場合
には、パネル外表面、特に床下面に結露する場合があります。
これはパネルの断熱性能の低下とは関係ありません。

通風が悪く、高温・高湿の場所に設置する場合には、下記の事項が

必要です。

①換気扇等を設け庫外周辺の通風をよくする。
②特に床下には、送風機等を用いて強制的に通風をよくする。

③強制通風が不可能な場合は、結露水を排除するための排水溝を設ける。

名称 骨材

発泡ポリスチレン

押出成形品

カラー鋼板/アイボリー

ステンレス/No.4

※ 不燃認定品　イソシアヌレートフォーム　認定番号NM-0914

（注入発泡）

床パネル

天井パネル

壁パネル

0.021W/（ｍ・ｋ）

熱伝導率

　パ　ネ　ル　仕　様

断熱材（芯材）内外装板/色調

硬質ポリウレタン

JIS G 3302 JIS G 4305-1993

SGC440 SUS304

塗装方式 2コート　2ぺーク

上塗塗料 ポリエステル系 25μ No.4

下塗塗料 エポキシ系

塗装方式 1コート　1ぺーク

上塗塗料 アルキッド エポキシ系樹脂

下塗塗料

日塗工：No F25-80C

120g/㎡

色　　　調 アイボリー

（表、裏合計）

メッキ最小付着量

パネル表面材仕様

カラー鋼板 ステンレス

0.5ｔ 0.5ｔ板　厚　さ

原 板 材 質

7.61Y、8.03/1.65マンセル記号

表面

裏面

塗
　
装

表　面　材

材料名 熱伝導率（Ｗ/ｍ.Ｋ）

硬質ポリウレ
タンフォーム
50ｔと同じ
断熱性能に必

要な厚み

硬質ポリウレ
タンフォーム
50ｔを1とし
た時の倍数

コンクリート 1.6 3200 64.0

レンガ 0.62 1240 24.8

水 0.59 1180 23.6

ＡＬＣ 0.17 340 6.8

木材 0.15 300 6.0

グラスウール 0.05 100 2.0

スチレンフォーム 0.037 75 1.5

硬質ポリウレタンフォーム 0.021 50 1.0

空気 0.026 - -

ネツダン・ノンフロン不燃断熱パネル


