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安全上のご注意安全上のご注意
※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※お読みになったあとは、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

この家庭用ドラム式電気洗濯機は、よごれた衣服などを洗う目的や衣服などを脱水する目的
に使用するものですので、それ以外のご使用は絶対しないでください。
この用途以外でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負い
かねます。あらかじめご了承ください。

分解禁止

改造は絶対しない。また、修理技術者以外
の人が分解したり修理しない
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または、お客
さま修理ご相談窓口にご相談ください。

子供をドラム内に入らせない
ドラム内に閉じ込められたり、けがややけどのおそれ
があります。

接触禁止

ここに表示している『安全上のご注意』は、
あなたや他の人への危害や損害を未然に
防止するためのものです。
『警告』『注意』の2つに大別してお知らせし
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。

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し
説明しています。下記はその一例です。

取り扱いを誤ると死亡、または重
傷などを負う可能性が想定される
内容を表示。

取り扱いを誤ると傷害を負う可能
性、または物的損害のみが発生す
ると想定される内容を表示。

　記号は、してはいけない「禁止」内容のもので
す。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の
場合は分解禁止）を示します。

　記号は、「警告や注意を促す」内容のもので
す。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の
場合は感電注意）を示します。

　記号は、必ず実行していただく「強制」内容の
ものです。図の中や近くに具体的な指示内容
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜
く）を示します。

表示について表示について
表示の例

回転中のドラムに手を入れない
ドラムの回転が完全に止まるまでは、絶
対に中の洗濯物やドラムに手を触れな
いでください。ゆるい回転でも、洗濯物
が手に巻きついてけがをするおそれが
あります。特にお子さまにはご注意くだ
さい。

子供にはドラムをのぞかせない
本体の近くに台を置かない
子供など不慣れなかただけで使わせない
けがややけどのおそれがあります。

禁止

禁止
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本体各部に直接水をかけない
ショート・感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

水ぬれ禁止

アース

浴室での使用禁止

浴室・シャワー室などには、据え付けない
感電・火災・故障・変形の
おそれがあります。

風雨にさらされるところには、据え付けない
風雨にさらされる場所、湿気の多い場所
には据え付けないでください。感電・火
災・故障・変形のおそれがあります。

アースを確実に行う
故障や漏電のときに感電するおそれが
あります。アースの取り付けはお買い上
げの販売店にご相談ください。

火気を近付けない
火気を近付けたり、火のついたロウソク・
たばこ・蚊取り線香・熱いヤカンなどを置
かないでください。火災や変形の原因に
なります。

引火物をドラムに入れない
ドラムには絶対に、灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・
アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を入れた
り、近付けたりしないでください。
爆発や火災のおそれがあります。

禁止

火気禁止

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いも
のを載せたり、加熱したり、加工したりしない
電源コードが破損し、感電・ショート・火災の
原因になります。

電源コードやプラグが傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるいときは使用しない
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災
の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使用する
他の器具と併用した場合、分岐コンセン
ト部が異常発熱して発火することがあり
ます。

コンセントを単独で

交流100V以外では、使用しない
火災の原因になります。

禁止

禁止

禁止

電源プラグの刃および刃の取付面にホコリ
が付着している場合はよく拭く
火災の原因になります。

電源プラグを本体で押し付けない
傷つき、過熱発火のおそれがあります。

禁止

ロック中のドアを無理に開けない
破損や故障の原因になります。

禁止

ドアにぶら下がったり、無理な力を加えない
破損や故障、けがの原因になります。
衣類を出し入れするときも、ドアパッキンに
無理な力を加えないように注意してくださ
い。

禁止

ホコリを取り除く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセ
ントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがをする
おそれがあります。

プラグを抜く ぬれ手禁止

電源プラグは、根元まで確実に差し込む
接触不良による感電・火災の原因になりま
す。

根元まで確実に
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高い場所には据え付けない
脱水時の異常振動による本体の移動や
落下により、けがや破損・水漏れなどの原
因になります。

禁止

接触禁止

洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せない
変形・破損によりけがをするおそれがあ
ります。

運転中、洗濯機の下に手や足を入れない
けがをするおそれがあります。

洗濯時、50℃以上のお湯は使わない
プラスチック部品の変形や傷みにより、
感電や漏電の原因になります。

禁止

禁止

禁止

禁止

洗濯前は、必ず水栓を開いて給水ホースの
接続を確認する
ネジがゆるんだりしていると、水漏れし
て思わぬ被害を招くことがあります。

ドア取り付け金具近くに手を置いたままド
アを開閉しない
手や指をはさむことによるけがのおそ
れがあります

禁止

運転中に排水フィルターのカバーを開けた
り、排水フィルターを外さない
また、停電時ドアロック解除レバーに触らな
い
故障や水漏れの原因になります。

禁止

ドラム内に残水があるときは、排水フィル
ターを外したり、ドアロック解除レバーに触
らない
多量の水が出るおそれがあります。

衣類を出し入れするときにドアパッキンに
無理な力を加えない
水漏れの原因になります。

使用前にドアパッキン表面に糸くずなどの
異物が付着していないか確認する
水漏れの原因になります。

指示を守る

据え付けは、販売店または据付専門業者に
依頼する
本体が重いので腰を痛めたり、けがをす
るおそれがあります。

指示を守る

指示を守る 指示を守る

排水フィルターは運転前にしっかり締める
また、お手入れのとき以外は排水フィルター
を必ず取り付けておく
水漏れの原因になります。

洗剤ケースを外したまま運転しない

ドアに衣類がはさまったまま運転しない

粉石けんや重曹、塩素系漂白剤は使わない
衣類の変色や故障・詰まって水漏れの原
因になります。

水漏れ・破損の原因になります。

水漏れの原因になります。

禁止

禁止

禁止
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プラグを抜く

長期間ご使用にならない場合は、安全のた
め電源プラグをコンセントより抜く
ホコリがたまって発熱・発火の原因にな
ることがあります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに
プラグを持って抜く
コードを引っ張ると、コードが破損し、感
電・ショート・火災の原因になります。

プラグを持つ

防水性のマット・シートや衣類、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない
洗濯物が飛び出したり、異常振動で洗濯機が転倒してけがをしたり、洗濯機・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの
おそれがあります。洗濯物の取扱い表示を見て洗濯時の参考にしてください。

禁止

足拭きマットなどかたくて厚いもの、雨ガッパ、オムツカバー、サウナスーツ、
ウエットスーツ、スキーウエア、自転車・バイク・自動車カバー、寝袋など

禁止

ふとん・毛布洗いに、洗濯ネット（毛布洗い
ネット）を使用しない
異常振動し、壁などの破損やけがをする
おそれがあります。

禁止

洗濯ネットに入れた洗濯物だけで洗濯や脱
水をしない
異常振動し、壁などの破損やけが、衣類
の損傷、水漏れなどの原因になります。

廃棄処分するときは、ドアを取り外す
子供が閉じこめられると危険です。

指示を守る

ご使用後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

運転中にドアがロックされない場合や、脱水中にドアロックを解除してもドラムが回転して
いる場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。
けがの原因になります。

本体（特にドアや操作パネル部）に洗剤や柔軟剤が付いたときは、
すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食、誤動作の原因になります。
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますので、ご注意ください。

使用上のお願い

雷が鳴り出したら、洗濯機やコンセントには触らないでください。
感電するおそれがあります。
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各部のなまえ各部のなまえ
操作パネル操作パネル

コース表示
選択されているコースをランプの点灯でお知らせします。（下記はダイヤルを右に回した場合）

予約ボタン P36参照

予約運転の洗濯終了時間を設定をします。
押すごとに1時間単位で2～24時間後まで
の設定ができます。

チャイルドロックボタン P8参照

ドアをロックし、電源の「入」「切」およびチャイルド
ロックの解除以外の操作ができなくなります。

お湯洗いボタン
水温（洗い）の温度設定をON/OFFします。
（点灯：温度設定可、弱点灯：常温）

水量調節ボタン
水量の標準、多（多め）、少（少なめ）の設定をします。

清潔志向ボタン
紫外線灯をON/OFFします。

自動投入ボタン
液体洗剤、柔軟剤の自動投入と手動投入の設定をします。
粉末洗剤をご使用の場合は、柔軟剤のみ自動投入または自動投入なし
を設定し、手動で投入してください。

P33～35参照

P33～35参照

P33～35参照

P33～35参照

ドアロック表示（　）
ドアがロックされているときに点灯します。

チャイルドロック表示（　）
チャイルドロック設定中に点灯します。

予約表示
予約運転設定時に点灯します。

水量表示（多、少）
水量の多（多め）、少（少なめ）を設定時に
点灯します。（消灯時は標準水量）

標準（すすぎ1回） 自分流 1標準 自分流 2 快速

ソフト ドライタオル ふとん/毛布 洗えるスーツ

洗剤・柔軟剤表示
自動投入の設定によって点灯、消灯
します。
自動投入タンク内の残量が少なく
なると、洗剤・柔軟剤ランプの点滅で
お知らせします。早めに補充してく
ださい。
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P33～35参照

P33～35参照

P33～35参照

P33～35参照

ドアロック表示（　）
ドアがロックされているときに点灯します。

チャイルドロック表示（　）
チャイルドロック設定中に点灯します。

予約表示
予約運転設定時に点灯します。

水量表示（多、少）
水量の多（多め）、少（少なめ）を設定時に
点灯します。（消灯時は標準水量）

標準（すすぎ1回） 自分流 1標準 自分流 2 快速

ソフト ドライタオル ふとん/毛布 洗えるスーツ

洗剤・柔軟剤表示
自動投入の設定によって点灯、消灯
します。
自動投入タンク内の残量が少なく
なると、洗剤・柔軟剤ランプの点滅で
お知らせします。早めに補充してく
ださい。

6

表示部

運転中は、洗濯終了までの残り時間を表示し
ます。
布量検知中は”－－ －－”と表示されます。

洗剤手動投入の設定時は、布量検知後に洗
剤量の目安を表示します。（杯）

予約運転中は、洗濯終了予定までの時間を
表示します。

残り時間

予約時間

洗剤量表示

エラー表示

洗いの温度設定や工程の個別設定の内容を
表示します。

内容表示

エラーの内容を表示します。

ON/OFFボタン
電源を入/切します。

洗濯終了後、自動的に電源が切れます。

スタートせずに約2分経過すると、自動的に
電源が切れます。

オートOFF機能

スタート/一時停止ボタン
運転を開始します。

運転中に押すと、一時停止します。
もう一度押すと、一時停止したところ
から運転を再開します。

※説明のためにすべての表示を点灯していますが、
お使いの中でこのような表示はしません。

※ボタンは、設定（変更）可能な場合は「弱点灯」、
設定中は「点灯」します。（消灯している場合は
設定できません。）

コースダイヤル
コースの切り換えをします。

※自分流1、自分流2は、お好みの洗濯内容を
記憶できるコースです。

洗い時間ボタン
0分、5分、7分、10分、15分、20分、25分の設定ができ
ます。

すすぎ回数ボタン
0回～5回の設定ができます。

P33～35参照

P33～35参照

P33～35参照

P33～35参照

P33～35参照

脱水時間ボタン
0分、1分、5分、7分、しわケアの設定ができます。

温度設定ボタン
洗いの水温を設定します。設定なし、20℃、30℃、40℃、
50℃の設定ができます。

回転速度ボタン
脱水の回転数を設定します。400rpm、800rpm、
1000rpm、1200rpmに設定できます。

念入り 香アップ 白さ追求

すすぎ＋脱水 脱水のみ 槽洗浄（1,2,3）

コースにより設定できる内容や範囲は異なります。
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本体本体
※図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

各部のなまえ各部のなまえ（つづき）（つづき）

付属品

マジックつぎ手
（1個）

給水ホース
（1個、長さ約150cm）

P48参照P47参照

排水ホース
（1個、長さ約100cm） スパナ

（1個）
高さ調整脚
（8個）

キャップ
（6個）

ドア

ドラム（洗濯・脱水槽）

ドアパッキン

アース線取っ手

電源プラグ

P41参照

P42参照

P41参照

洗剤ケース

操作パネル部

排水フィルター

P52参照
非常用排水管

P52参照

停電時ドアロック
解除レバー

給水口
＜背面＞

排水ホース

操作パネル部には、傷付き防止用の
保護シートを貼り付けて出荷してい
ます。はがしてからご使用ください。

ドアを閉めるときは
取っ手の下付近を押
して閉めてください。

※運転中やドラム内に残
水がある場合は、絶対
に触らない。

アースは必ず
行ってください。
P49参照

高さ調整脚（4脚）
P49参照

P45･46参照

P45･46参照

P11･13参照
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ドアロックとチャイルドロックドアロックとチャイルドロック
ドアロックについてドアロックについて

チャイルドロックチャイルドロック

”ピーン”と電子音が鳴り、ドアロックランプ（　 ）とチャイルドロックランプ（　 ）が点灯し、「　 」と約2秒間表示
されます。

ドアにロックがかかり、電源の「入」「切」およびチャイルドロックの解除以外の操作ができなくなります。

チャイルドロック中は、チャイルドロックボタンが弱点灯から点灯に変わります。

運転中に電源を切ったり、停電した場合は
ドアがロックされたままになります。　  を押し、

一時停止する

電源が入っている状態で　　　 を約3秒間押す （運転中でもできます）

運転中のとき

　　　 を押す

電源が入っていないとき

ご注意
運転中にドアを開けたときは、泡がこぼれたりドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受け
るなどしてください。

ドラム内の水位が高い場合は、ロックが解除されません。

水温が高い場合は、すぐにはロックが解除されません。水温が下がるとロックが解除されます。（すぐに開けたい場
合は、一度電源を切り「脱水のみ」コースで排水してください。）

お知らせ
同様の操作でチャイルドロックを解除することができます。（チャイルドロックボタンが弱点灯に変わります。）

運転中でも設定／解除できます。

設定後に運転内容を変更したい場合は、一旦チャイルドロックを解除してください。

コース運転終了後、チャイルドロックは解除されます。

運転中に電源を切っても、チャイルドロック中は運転内容を記憶しています。電源を入れ直すと、運転を再開します。

「カチッ」と音がして、「　 」ランプが消えたらドアを開けてください。

子供がドラム内に閉じ込められるのを防ぐため、電源が入った状態でドアが開かないようにします。
同時に誤操作防止のためボタン操作をできないようにします。（　 が点灯）

運転中は安全のために、ドアがロックされます。（　 が点灯）
ドアロック中にドアを開けたいときは、下記操作を行ってください。

例） 電源投入後（標準コース選択画面）にチャイルドロックを設定した場合
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衣類の準備衣類の準備

洗濯前の準備洗濯前の準備

ハンカチや子供の靴下などの薄手/小さな洗濯物は洗濯運転
中にドアパッキンの溝に入り込むおそれがあります。

薄手/小さな洗濯物は、洗濯ネットに入れる

1 排水ホースを、排水口に差し込む

4 電源プラグをコンセントに差し込む

3 アースを取り付ける

2 給水ホースをつなぐ
水栓を開いて、マジックつぎ手や給水ホースの接続
部より水漏れがないか確認してください。

電源プラグは、根本まで確実に差し込んでくださ
い。

据え付け時や初めて使用するとき、排水ホースから
水が出ることがありますが、これは工場での性能テ
ストの残水で故障や不良ではありません。

水栓から水が漏れる場合は…

P49参照

水栓のゴムパッキンが劣化
している場合に、水栓から水
が漏れることがあります。
万一水漏れする場合は、水
栓器具の販売店にご相談く
ださい。

P45･46参照

P47･48参照

洗濯機の準備洗濯機の準備

ほこりやどろ、砂などがついた
服は前もってはたき落とす

エプロンなどのひもは結び、
ファスナーは閉める

毛玉や糸くずの出るものは、
裏返しにする

鍵やコインなどが入っていると衣類や洗濯機を傷めるおそ
れがあります。必ず取り出してください。

ポケットに所持品が入っていないか確かめる

衣類の取扱い表示に従って洗う

レースのついた（ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊
の薄物など）傷みやすい衣類は、市販の洗濯ネットに入れて
ください。
ワイヤー入りのブラジャーは必ず市販の洗濯ネット（細かい
網目）に入れてください。ワイヤーが飛び出して衣類や洗濯
機を傷めるおそれがあります。

衣類や洗濯機を傷める
おそれがあります。

衣類にどろなどがついたままですと
洗濯機の故障の原因になります。

傷みやすい衣類は、洗濯ネットに入れる

色物と白物、厚物と薄物を分けて洗う

衣類の取扱い表示（例）

洗濯機で洗濯ができる

手洗いができる

洗濯できない

塩素系および酸素系の漂白剤に
よる漂白ができる

酸素系漂白剤による漂白はでき
るが、塩素系漂白剤による漂白は
できない

漂白処理はできない

1 排水ホースを
確認する

2 水栓を開く

4 電源プラグ
 を差し込む

3 アースを
確認する

手洗イ
30

40

エンソ
サラシ

エンソ
サラシ

ゴムパッキン
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洗濯できないもの 洗濯量について

●皮革、毛皮、羽毛およびその
装飾のあるもの
変色、型くずれします。

●絹、レーヨン、キュプラ製品
（その混紡品）
変色、型くずれします。

●かたい芯やツバのある帽子
型くずれ、故障の原因になります。

●洗濯/手洗いの取扱い表示のないスーツ、
ジャケット、ネクタイ、ワンピースなど
その他、型くずれしやすいものは全て不可。

●ベルベット、別珍など

●座布団や枕、クッションなど、
わたやスポンジ類を使ったもの
傷んだり、故障の原因になります。

●純毛（毛100%）の毛布、ロングパイル（毛足
10mm以上）の毛布、電気毛布
毛だおれし、故障の原因になります。

●ゴム製品、マット類、カーペットカバーなど
片寄りやすく故障の原因になります。

●市販の洗濯補助器具（洗濯ボール、ゴミ取り
ネットなど）
熱による変形や破損、衣類の傷み、故障の原因になり
ます。

●ペットの毛が付いたもの
排水フィルターの目詰まり、故障の原因になります。

●防水性製品
片寄りやすく故障の原因になります。

●取扱い表示、素材表示のないもの

●和服、和装小物

●シワ、エンボス加工を施したもの

●ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を
使ったもの

一度に洗う量は、規格以下の容量で洗ってく
ださい。本機の最大容量は、9.0kgです。
洗濯物の量が多いときは、無理をせずに何回
かに分けて洗ってください。

※洗濯容量は、JIS（日本工業規格）規定の布地を
使用した場合のものです。洗濯物の厚さ、大きさ、
種類により洗える量が変わります。

お知らせ
厚手のものやセーターなど水を吸って重くなる
ようなものを1枚だけで洗わないでください。
脱水時の振動が大きくなり運転が停止することが
あります。バランスを取るためにバスタオルなどを
一緒に入れてください。

※洗濯ネットに入れた洗濯物だけで洗濯しないでくださ
い。洗濯ネットには詰め込みすぎず、小分けにするなど
し、他の衣類などと一緒に洗濯してください。（脱水時に
バランスが取れず、運転が停止することがあります。）

洗濯後に小物衣類が見当たらない場合は、ドア
パッキンの中を確認してください。（P41参照）

作業着上・下
(混紡 約800g)

パジャマ上・下
(木綿 約500g)

Ｙシャツ
(混紡 約200g)

アンダーシャツ
(木綿 約130g)

ジーンズ
(木綿 約600g)

バスタオル
(木綿 約300g)

ブリーフ
(木綿 約50g)

くつ下
(混紡 約50g)

洗濯物の質量の目安

シーツ
(木綿 約500g)
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洗剤・柔軟剤の入れかた洗剤・柔軟剤の入れかた
洗剤の入れかた洗剤の入れかた
自動投入を使用する場合は、液体洗剤自動投入タンク・柔軟剤自動投入タンクにあらかじめ液体洗剤や柔軟剤を入れて、
自動投入を設定（12ページ）してください。（自動投入できる洗剤や柔軟剤は液体のみです。）
手動投入する場合は、すべて手動投入口を使用します。（必ず自動投入なしの設定でお使いください。）
柔軟剤を手動投入する場合は、「香アップ」コースをお使いください。

ご注意
洗剤類が本体に付いたときは、よく絞った柔らかい布で拭き取ってください。

さびの発生やプラスチック部が割れる原因になります。

給水中に洗剤ケースを引き出さないでください。
水漏れのおそれがあります。

洗剤ケースはしっかり閉めてください。

P13参照

液体洗剤自動投入タンク （右側）
ふたを開け、MAXの線を超えないように液体洗剤
を入れてください。（容量：約560ml）
液体洗剤以外のもの（粉末洗剤やジェルボール型洗
剤、漂白剤など）は入れないでください。また、おしゃ
れ着用中性洗剤など使用量の多い洗剤は、手動投
入にて洗濯を行ってください。

手動投入口
洗剤（粉末・液体）、漂白剤（粉末・液体）、柔軟剤すべて
同じ手動投入口を使用します。
手動投入するときは、「自動投入なし」の設定になって
いることを確認してください。
ぬれている場合は、よく拭いてから入れてください。

柔軟剤自動投入タンク （左側）
ふたを開け、MAXの線を超えないように柔軟剤を
入れてください。（容量：約470ml）

お知らせ
粘性の高いもの、ゼリー状や固まった状態、分離
した状態の洗剤・柔軟剤は使用しないでください。
使用する洗剤や柔軟剤の種類を変えるときはお
手入れをし、基準量の設定を変更してください。
自動投入を1か月以上使わなかったときやタン
ク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になってい
るときは、お手入れをしてください。カビが発生
することがあります。
タンク内の残量が少なくなると、洗剤・柔軟剤ランプ
の点滅でお知らせします。早めに補充してください。

ドラムに直接入れるもの
●ジェルボール型洗剤
●香り付けビーズ
●洗濯のり

洗濯機で使えないもの
●粉せっけん
●重曹
※故障の原因になります。

MAXの線
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洗剤・柔軟剤の入れかた洗剤・柔軟剤の入れかた
洗剤の入れかた洗剤の入れかた
自動投入を使用する場合は、液体洗剤自動投入タンク・柔軟剤自動投入タンクにあらかじめ液体洗剤や柔軟剤を入れて、
自動投入を設定（12ページ）してください。（自動投入できる洗剤や柔軟剤は液体のみです。）
手動投入する場合は、すべて手動投入口を使用します。（必ず自動投入なしの設定でお使いください。）
柔軟剤を手動投入する場合は、「香アップ」コースをお使いください。

ご注意
洗剤類が本体に付いたときは、よく絞った柔らかい布で拭き取ってください。

さびの発生やプラスチック部が割れる原因になります。

給水中に洗剤ケースを引き出さないでください。
水漏れのおそれがあります。

洗剤ケースはしっかり閉めてください。

P13参照

液体洗剤自動投入タンク （右側）
ふたを開け、MAXの線を超えないように液体洗剤
を入れてください。（容量：約560ml）
液体洗剤以外のもの（粉末洗剤やジェルボール型洗
剤、漂白剤など）は入れないでください。また、おしゃ
れ着用中性洗剤など使用量の多い洗剤は、手動投
入にて洗濯を行ってください。

手動投入口
洗剤（粉末・液体）、漂白剤（粉末・液体）、柔軟剤すべて
同じ手動投入口を使用します。
手動投入するときは、「自動投入なし」の設定になって
いることを確認してください。
ぬれている場合は、よく拭いてから入れてください。

柔軟剤自動投入タンク （左側）
ふたを開け、MAXの線を超えないように柔軟剤を
入れてください。（容量：約470ml）

お知らせ
粘性の高いもの、ゼリー状や固まった状態、分離
した状態の洗剤・柔軟剤は使用しないでください。
使用する洗剤や柔軟剤の種類を変えるときはお
手入れをし、基準量の設定を変更してください。
自動投入を1か月以上使わなかったときやタン
ク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になってい
るときは、お手入れをしてください。カビが発生
することがあります。
タンク内の残量が少なくなると、洗剤・柔軟剤ランプ
の点滅でお知らせします。早めに補充してください。

ドラムに直接入れるもの
●ジェルボール型洗剤
●香り付けビーズ
●洗濯のり

洗濯機で使えないもの
●粉せっけん
●重曹
※故障の原因になります。

MAXの線
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液体洗剤・柔軟剤自動投入の設定液体洗剤・柔軟剤自動投入の設定
工場出荷時は、自動投入「洗剤＋柔軟剤」の設定になっています。

1 　　　 を押し、電源を入れる

2 　　　を押して洗剤と柔軟剤の自動投入を設定する
押すごとに、「洗剤＋柔軟剤」→「洗剤（のみ）」→「柔軟剤（のみ）」→「自動投入なし」の順に切り換わります。

液体洗剤・柔軟剤の基準量の設定液体洗剤・柔軟剤の基準量の設定
工場出荷時の基準量は、「液体洗剤：水30Lに対し25ml」「柔軟剤：水30Lに対し10ml」の設定になっています。

1 　　　 を押し、電源を入れる

2 　　　を3秒長押し、点滅させる
自動投入ボタンが点滅し、洗剤ランプ点灯、その他のランプ消灯に変わります。

3 コースダイヤルを回して洗剤の基準量を設定する
回すごとに、「30Lに対し25ml」→「30Lに対し30ml」→「30Lに対し10ml」の順に切り換わります。

5 　　　を押して決定する
自動投入ボタンが点滅から点灯に変わり、通常の表示（コース選択画面）に戻ります。

柔軟剤の基準量設定（手順4）後、約5秒間操作がない状態が続いた場合も決定されます。

4 再度　　　を押し、コースダイヤルを回して柔軟剤の基準量を設定する
洗剤ランプが消灯し、柔軟剤ランプが点灯します。

回すごとに、「30Lに対し10ml」→「30Lに対し15ml」→「30Lに対し4ml」の順に切り換わります。

「ドライ」「洗えるスーツ」コースは、洗剤の自動投入はされません。自動投入を設定している場合でも「ドライ」
「洗えるスーツ」コースでは手動で洗剤を投入してください。

自動投入なし
（自動投入弱点灯）

30Lに対し10ml30Lに対し25ml 30Lに対し30ml

点滅

洗剤＋柔軟剤 洗剤のみ 柔軟剤のみ

30Lに対し4ml30Lに対し10ml 30Lに対し15ml
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洗剤・柔軟剤の入れかた洗剤・柔軟剤の入れかた（つづき）（つづき）

手動投入時の洗剤の入れかた手動投入時の洗剤の入れかた
洗剤（粉末・液体）、漂白剤（粉末・液体）、柔軟剤すべて同じ手動投入口を使用します。（MAXの線を超えないようにしてくだ
さい。）
手動投入するときは、「自動投入なし」の設定になっていることを確認してください。「自動投入なし」の設定時は、運転を開
始すると洗剤量が杯で表示されます。
手動投入口がぬれている場合は、よく拭いてから入れてください。
手動投入の場合は、洗剤と柔軟剤を一緒に入れると柔軟剤の効果がなくなります。柔軟剤を手動投入する場合は「香アップ」
コースをお使いください。（P21参照）

ご注意

洗剤類が本体に付いたときは、よく絞った柔らかい布で拭き取ってください。
さびの発生やプラスチック部が割れる原因になります。

給水中に洗剤ケースを引き出さないでください。
水漏れのおそれがあります。

塩素系漂白剤は、槽洗浄以外に使用しないでください。
変色など洗濯物を傷める原因になります。

粉せっけん、重曹は使用しないでください。
内部で固まり、水漏れ・故障の原因になります。

予約運転には、液体と粉末を同時に使用しないでください。
予約待機中に固まってしまうことがあります。

洗剤ケースはしっかり閉めてください。

粉末洗剤、液体洗剤、酸素系漂白剤
洗いの給水中に入ります。
投入量は、14ページの表を参考に入れてください。
粉末洗剤が固まっている場合は、よくほぐしてから入
れてください。
液体洗剤を使用する場合は、泡立ちの少ない洗剤を
お使いください。
酸素系漂白剤は洗濯のたびに手動で投入してくださ
い。
液体と粉末（液体洗剤と粉末漂白剤など）を同時に
使用する場合は、すぐに運転してください。

柔軟剤
柔軟剤を手動投入する場合は、「香アップ」コースを使用し、最終すす
ぎ前の一時停止中に入れてください。（P21参照）
流れにくいものは、同量の水でよく溶かしてから入れてください。

ドラムに直接入れるもの
●ジェルボール型洗剤
●香り付けビーズ
●洗濯のり

MAXの線
（この線より上には入れない）
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洗剤・柔軟剤の入れかた洗剤・柔軟剤の入れかた（つづき）（つづき）

手動投入時の洗剤の入れかた手動投入時の洗剤の入れかた
洗剤（粉末・液体）、漂白剤（粉末・液体）、柔軟剤すべて同じ手動投入口を使用します。（MAXの線を超えないようにしてくだ
さい。）
手動投入するときは、「自動投入なし」の設定になっていることを確認してください。「自動投入なし」の設定時は、運転を開
始すると洗剤量が杯で表示されます。
手動投入口がぬれている場合は、よく拭いてから入れてください。
手動投入の場合は、洗剤と柔軟剤を一緒に入れると柔軟剤の効果がなくなります。柔軟剤を手動投入する場合は「香アップ」
コースをお使いください。（P21参照）

ご注意

洗剤類が本体に付いたときは、よく絞った柔らかい布で拭き取ってください。
さびの発生やプラスチック部が割れる原因になります。

給水中に洗剤ケースを引き出さないでください。
水漏れのおそれがあります。

塩素系漂白剤は、槽洗浄以外に使用しないでください。
変色など洗濯物を傷める原因になります。

粉せっけん、重曹は使用しないでください。
内部で固まり、水漏れ・故障の原因になります。

予約運転には、液体と粉末を同時に使用しないでください。
予約待機中に固まってしまうことがあります。

洗剤ケースはしっかり閉めてください。

粉末洗剤、液体洗剤、酸素系漂白剤
洗いの給水中に入ります。
投入量は、14ページの表を参考に入れてください。
粉末洗剤が固まっている場合は、よくほぐしてから入
れてください。
液体洗剤を使用する場合は、泡立ちの少ない洗剤を
お使いください。
酸素系漂白剤は洗濯のたびに手動で投入してくださ
い。
液体と粉末（液体洗剤と粉末漂白剤など）を同時に
使用する場合は、すぐに運転してください。

柔軟剤
柔軟剤を手動投入する場合は、「香アップ」コースを使用し、最終すす
ぎ前の一時停止中に入れてください。（P21参照）
流れにくいものは、同量の水でよく溶かしてから入れてください。

ドラムに直接入れるもの
●ジェルボール型洗剤
●香り付けビーズ
●洗濯のり

MAXの線
（この線より上には入れない）
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洗剤・柔軟剤量の目安洗剤・柔軟剤量の目安
粉末洗剤・酸素系漂白剤は、洗剤量目安に対応する量を手動で投入してください。
手動投入を選択（自動投入なしの設定）した場合は、下表を参考に洗剤・柔軟剤を投入してください。

粉末洗剤
水30Lに対して

液体洗剤
水30Lに対して

酸素系漂白剤
水30Lに対して

柔軟剤
水30Lに対して

洗濯量

9㎏

6kg

4kg

2kg

0.1kg

3kg

9㎏

6kg

4kg

2kg

0.1kg

6kg

4kg

2kg

0.1kg

9㎏

6kg

4kg

2kg

0.1kg

洗剤量
目安表示

1.0

0.9

0.7

0.6

0.3

0.6

1.2

1.0

0.9

0.7

0.5

1.6

1.4

1.2

0.8

1.0

0.9

0.7

0.6

0.3

30g

66g

60g

48g

42g

24g

42g

82g

66g

60g

48g

36g

104g

94g

82g

54g

－

－

－

－

－

36g

80g

73g

58g

51g

29g

51g

100g

80g

73g

58g

44g

127g

115g

100g

66g

－

－

－

－

－

10ml

22ml

20ml

16ml

14ml

8ml

14ml

26ml

22ml

20ml

16ml

12ml

36ml

30ml

26ml

18ml

－

－

－

－

－

25ml

55ml

50ml

40ml

35ml

20ml

35ml

68ml

55ml

50ml

40ml

30ml

90ml

78ml

68ml

45ml

－

－

－

－

－

40ml

88ml

80ml

64ml

56ml

32ml

56ml

104ml

88ml

80ml

64ml

48ml

144ml

120ml

104ml

72ml

－

－

－

－

－

20ml

20ml

15ml

13ml

13ml

10ml

13ml

23ml

20ml

15ml

12ml

10ml

33ml

28ml

23ml

15ml

－

－

－

－

－

40ml

40ml

30ml

25ml

25ml

20ml

25ml

46ml

40ml

30ml

25ml

23ml

65ml

55ml

46ml

30ml

－

－

－

－

－

4ml

10ml

10ml

7.8ml

5.2ml

5.2ml

5.2ml

13ml

10ml

10ml

8ml

5ml

16ml

16ml

13ml

8ml

10ml

10ml

7.8ml

5.2ml

5.2ml

10ml

24ml

20ml

16ml

12ml

12ml

12ml

28ml

24ml

20ml

16ml

12ml

40ml

32ml

28ml

20ml

24ml

20ml

16ml

12ml

12ml

15ml

40ml

30ml

24ml

16ml

16ml

16ml

48ml

40ml

36ml

28ml

20ml

64ml

56ml

48ml

32ml

40ml

30ml

24ml

16ml

16ml

18g

42g

38g

30g

26g

14g

26g

50g

42g

38g

30g

22g

64g

58g

50g

34g

－

－

－

－

－

※1　タオル、ソフト、ふとん/毛布コースは、0.9杯まで
※2　ドライ、洗えるスーツコースは0.6杯まで

お知らせ
汚れが多い場合は、洗剤量を調整してください。

洗剤は入れ過ぎないようにしてください。すすぎ不十分になり、衣類に残ったり変色の原因になります。
特に液体洗剤は、軽い汚れのときは泡立ちがよくなるのでご注意ください。

標準
自分流
香アップ
タオル※1

ソフト※1
ふとん/毛布※1

ドライ※2
洗えるスーツ※2

快速

念入り

白さ追求

すすぎ＋脱水

コース

洗剤量目安表示：単位（杯）
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コースについてコースについて
こんなときに

ふだんのお洗濯に

自分で設定した内容を
記憶させたい

軽い汚れを手早く洗う

ジーンズなどの
厚手の衣類を洗うとき

衣類に柔軟剤などの香を
しっかりのこしたいとき

白物衣類をしっかり
洗うとき

タオルをふんわり
洗いたいとき

ふだんの衣類を
ソフトに洗う

肌掛けふとんや毛布など
大物を洗う

ウォッシャブルスーツを
洗うとき

すすぎと脱水をするとき

脱水だけするとき

日々のお手入れに
（ちょっと槽洗浄）

定期的なドラムの洗浄

定期的なドラムの
しっかり洗浄

デリケートな衣類を
やさしく洗う

自動投入

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇 洗剤のみ

×

〇 柔軟剤のみ

ー

ー

ー

ー

水量調節

標準

標準

標準

多

標準

多

多

多

多

多

多

標準

ー

ー

ー

ー

お湯洗い

OFF

ON（30℃）

ON（20℃）

ON（30℃）

ON（20℃）

ON（20℃）

ON（20℃）

ON（20℃）

ON（20℃）

ー

ー

ー

ー

ー

OFF
（ランプは点灯）

OFF
（ランプは点灯）

清潔志向

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ー

ー

ー

ー

予約

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

×

9.0kg

最大容量

9.0kg

9.0kg

3.0kg

9.0kg

9.0kg

3.0kg

5.0kg

5.0kg

4.5kg

2.0kg

9.0kg

9.0kg

ー

ー

ー

2.0kg

コース

標準
17ページ

標準（すすぎ1回）
17ページ

自分流 1、2
18ページ

快速
19ページ

念入り
20ページ

香アップ
21ページ

白さ追求
22ページ

タオル
23ページ

ソフト
24ページ

ドライ
25、26ページ

ふとん/毛布
27、28ページ

洗えるスーツ
29、30ページ

すすぎ+脱水
31ページ

脱水のみ
32ページ

槽洗浄 1
38ページ

槽洗浄 2
39ページ

槽洗浄 3
40ページ

設定内容による

洗剤や柔軟剤は、自動投入が設定されている場合のみ（P12参照）自動投入されます。
各コースで個別に設定できる内容は、35ページの表をご覧ください。

（槽洗浄コースは、内容の変更はできません。また、衣類は洗えません。）



15

コースについてコースについて
こんなときに

ふだんのお洗濯に

自分で設定した内容を
記憶させたい

軽い汚れを手早く洗う

ジーンズなどの
厚手の衣類を洗うとき

衣類に柔軟剤などの香を
しっかりのこしたいとき

白物衣類をしっかり
洗うとき

タオルをふんわり
洗いたいとき

ふだんの衣類を
ソフトに洗う

肌掛けふとんや毛布など
大物を洗う

ウォッシャブルスーツを
洗うとき

すすぎと脱水をするとき

脱水だけするとき

日々のお手入れに
（ちょっと槽洗浄）

定期的なドラムの洗浄

定期的なドラムの
しっかり洗浄

デリケートな衣類を
やさしく洗う

自動投入

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇 洗剤のみ

×

〇 柔軟剤のみ

ー

ー

ー

ー

水量調節

標準

標準

標準

多

標準

多

多

多

多

多

多

標準

ー

ー

ー

ー

お湯洗い

OFF

ON（30℃）

ON（20℃）

ON（30℃）

ON（20℃）

ON（20℃）

ON（20℃）

ON（20℃）

ON（20℃）

ー

ー

ー

ー

ー

OFF
（ランプは点灯）

OFF
（ランプは点灯）

清潔志向

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ー

ー

ー

ー

予約

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

×

9.0kg

最大容量

9.0kg

9.0kg

3.0kg

9.0kg

9.0kg

3.0kg

5.0kg

5.0kg

4.5kg

2.0kg

9.0kg

9.0kg

ー

ー

ー

2.0kg

コース

標準
17ページ

標準（すすぎ1回）
17ページ

自分流 1、2
18ページ

快速
19ページ

念入り
20ページ

香アップ
21ページ

白さ追求
22ページ

タオル
23ページ

ソフト
24ページ

ドライ
25、26ページ

ふとん/毛布
27、28ページ

洗えるスーツ
29、30ページ

すすぎ+脱水
31ページ

脱水のみ
32ページ

槽洗浄 1
38ページ

槽洗浄 2
39ページ

槽洗浄 3
40ページ

設定内容による

洗剤や柔軟剤は、自動投入が設定されている場合のみ（P12参照）自動投入されます。
各コースで個別に設定できる内容は、35ページの表をご覧ください。

（槽洗浄コースは、内容の変更はできません。また、衣類は洗えません。）
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すすぎ

2回

1回

1回

2回

2回※1

3回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

ー

ー

1回

1回

脱水

5分

5分

5分

5分

5分

5分

5分

1分

しわケア※2

5分

しわケア※2

5分

5分

ー

4分

4分

脱水回転速度

800rpm

800rpm

800rpm

800rpm

800rpm

800rpm

800rpm

800rpm

400rpm

400rpm

800rpm

400rpm

800rpm

800rpm

1200rpm

1200rpm

1200rpm

洗い

10分

10分

5分

15分

10分

15分＋つけおき

10分

5分

5分＋つけおき

10分＋つけおき

5分＋つけおき

ー

ー

2分

3時間

１１時間

所要時間

53分

37分

設定内容による

15分

1時間58分

1時間48分

2時間30分

1時間32分

1時間12分

1時間46分

1時間27分

37分

10分

2分

4時間

１2時間

1時間21分

コースの初期設定の内容と所要時間

※1　柔軟剤を手動投入する場合は、最終すすぎ前の一時停止中に入れてください。（P21参照）
※2　しわケア脱水で脱水が弱いときは、追加で脱水のみコースにてもう一度しわケア脱水を行ってください。

設定内容による
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洗濯のしかた洗濯のしかた
標準コース・標準コース（すすぎ１回）標準コース・標準コース（すすぎ１回）洗濯容量　～9.0kgまで

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『標準』または
『標準（すすぎ１回）』を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める
洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる

『標準（すすぎ1回）』は、すすぎ1回の標準コース
です。すすぎ1回に対応した洗剤をご使用くださ
い。

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

P12参照

P13･14参照

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

154 3

※標準コース（すすぎ１回）は、すすぎ1回の設定を推奨されている洗剤を使用される際のコースとなります。
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洗濯のしかた洗濯のしかた
標準コース・標準コース（すすぎ１回）標準コース・標準コース（すすぎ１回）洗濯容量　～9.0kgまで

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『標準』または
『標準（すすぎ１回）』を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める
洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる

『標準（すすぎ1回）』は、すすぎ1回の標準コース
です。すすぎ1回に対応した洗剤をご使用くださ
い。

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

P12参照

P13･14参照

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

154 3

※標準コース（すすぎ１回）は、すすぎ1回の設定を推奨されている洗剤を使用される際のコースとなります。
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自分流コース１・２自分流コース１・２ 洗濯容量　～9.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『自分流 1』
または『自分流 2』を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

『自分流1』『自分流２』の２種類を記憶することが
できます。

5 お好みの時間や内容を設定する

すでに設定してある場合は、手順6に進む。

8 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

今回設定した内容は、運転した自分流コースに記
憶され、次回自分流コース使用時には、記憶した
設定から始まります。

P33～35参照

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

6 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

洗剤自動投入を行う場合は、手順8に進む。

7 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる
P13･14参照

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

164 35 5
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

快速コース快速コース 洗濯容量　～3.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『快速』を
選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、すすぎ1回の設定
を推奨されている洗剤を入れる

5 　　を押し、運転を開始する

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

※洗剤自動投入を選択する場合は、必ず洗剤ケース
にすすぎ１回の設定を推奨されている洗剤が入っ
ていることを確認してください。

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

P13･14参照

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

15 34
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

快速コース快速コース 洗濯容量　～3.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『快速』を
選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、すすぎ1回の設定
を推奨されている洗剤を入れる

5 　　を押し、運転を開始する

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

※洗剤自動投入を選択する場合は、必ず洗剤ケース
にすすぎ１回の設定を推奨されている洗剤が入っ
ていることを確認してください。

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

P13･14参照

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

15 34
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念入りコース念入りコース 洗濯容量　～9.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『念入り』を
選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に洗剤を入れる

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

P13･14参照

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

※念入りコースは、お湯洗いの設定を解除できません。
（温度設定の変更はできます。）

15 34
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

香アップコース香アップコース 洗濯容量　～9.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『香アップ』
を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

8 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

7 柔軟剤自動投入を選択していない場合は、
”ピッピッピッ…”と鳴り、10分間一時停止状態に
なります。

洗剤ケースの手動投入口に柔軟剤を
入れ、　　を押し、運転を再開する

洗剤自動投入を行う場合は、手順8に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる
P13･14参照

P13･14参照

再開後、浸漬運転（香アップ）を行います。

柔軟剤は一時停止中に入れてください。一時停止
してから10分経過すると自動的に運転を再開し
ます。

洗剤自動投入を行う場合は、手順8に進む。

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

15,7 34
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

香アップコース香アップコース 洗濯容量　～9.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『香アップ』
を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

8 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

7 柔軟剤自動投入を選択していない場合は、
”ピッピッピッ…”と鳴り、10分間一時停止状態に
なります。

洗剤ケースの手動投入口に柔軟剤を
入れ、　　を押し、運転を再開する

洗剤自動投入を行う場合は、手順8に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる
P13･14参照

P13･14参照

再開後、浸漬運転（香アップ）を行います。

柔軟剤は一時停止中に入れてください。一時停止
してから10分経過すると自動的に運転を再開し
ます。

洗剤自動投入を行う場合は、手順8に進む。

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

15,7 34
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白さ追求コース白さ追求コース 洗濯容量　～3.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『白さ追求』
を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

※白さ追求コースは、お湯洗いの設定を解除できませ
ん。（温度設定の変更はできます。）

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

P13･14参照

15 34
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

タオルコースタオルコース 洗濯容量　～5.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『タオル』を
選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

P13･14参照

15 34
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

タオルコースタオルコース 洗濯容量　～5.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『タオル』を
選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

P13･14参照

15 34
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ソフトコースソフトコース 洗濯容量　～5.0kgまで

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『ソフト』
を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ

5 　　を押し、運転を開始する

布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順4は不要です。

P12参照

洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

P13･14参照

15 34
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

ドライコースドライコース 洗濯容量　～2.0kgまで

ドライコースはデリケートな衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗うコースです。

洗濯できるもの 洗濯できないもの
●皮革製品、皮革装飾のあるもの
●羽、毛皮などの装飾のあるもの
●絹、レーヨン、キュプラおよびその混紡品（裏地とし
て使用しているものも不可）
●スーツ、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの
●コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、
エンボス加工を施したもの
●ちりめんなどの強くよじった糸（強撚系）を使用したもの
●ベルベットなどのパイル地、別珍など
●防水加工品（スキーウエアなど）
●色落ちしやすいもの
●取扱い表示および素材表示のないもの

●学生服、セーラー服
●スラックス、スカート
●ブラウス、シャツ、ランジェリー（絹、麻）
●セーター、カーディガン
（ウール、アンゴラ、カシミヤ）

●シミがあるときは裏側にタオルをあて洗剤をつけ
てタオルなどで軽く押さえます。
●汚れやすいえり、袖口などは洗剤をつけてブラシな
どで軽くたたいて落としておきます。
●ボタンやししゅうの付いている衣類は裏返します。

●ボタンやファスナーは閉めてください。
●色落ちしそうな衣類は、白いタオルなどに洗剤を含
ませ、目立たないところに押し当てて確認してくだ
さい。色落ちするものは洗わないでください。

洗濯前の準備

ご注意
漂白剤は使用しないでください。
漂白剤は、強アルカリ性のため衣類を傷めます。

や　　　　　　表示のあるもの

干しかた

形を整えて裏返し、平干しを
してください。

仕上げかた

ウール、アンゴラ、カシミヤなど
のセーター

形を整えて、ハンガー干しをしてください。伸びやす
いものは平干しをしてください。

スラックス、スカート

形を整えて、ハンガー干しをしてください。

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせてお使い
いただくと型くずれしにくくなります。

学生服、ブラウスなど

スチームアイロンを浮かせた状態
でスチームをかけ、形を整えます。

衣類を伸ばしたい寸法に広げてマチ
針を打ち、スチームアイロンを浮か
せた状態でスチームをたっぷりかけ、
そのままの状態で乾燥させます。

スチームアイロンで形を整える

※必ず、風通しの良い日陰に干してください。

縮んでしまったときは…

お願い
衣類乾燥機を使用する場合は、おしゃれ着
乾燥のできるものをご使用ください。

※洗濯前に型紙を取っておくと便利です。
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）
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●ボタンやししゅうの付いている衣類は裏返します。

●ボタンやファスナーは閉めてください。
●色落ちしそうな衣類は、白いタオルなどに洗剤を含
ませ、目立たないところに押し当てて確認してくだ
さい。色落ちするものは洗わないでください。

洗濯前の準備

ご注意
漂白剤は使用しないでください。
漂白剤は、強アルカリ性のため衣類を傷めます。

や　　　　　　表示のあるもの

干しかた

形を整えて裏返し、平干しを
してください。

仕上げかた

ウール、アンゴラ、カシミヤなど
のセーター

形を整えて、ハンガー干しをしてください。伸びやす
いものは平干しをしてください。

スラックス、スカート

形を整えて、ハンガー干しをしてください。

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせてお使い
いただくと型くずれしにくくなります。

学生服、ブラウスなど

スチームアイロンを浮かせた状態
でスチームをかけ、形を整えます。

衣類を伸ばしたい寸法に広げてマチ
針を打ち、スチームアイロンを浮か
せた状態でスチームをたっぷりかけ、
そのままの状態で乾燥させます。

スチームアイロンで形を整える

※必ず、風通しの良い日陰に干してください。

縮んでしまったときは…

お願い
衣類乾燥機を使用する場合は、おしゃれ着
乾燥のできるものをご使用ください。

※洗濯前に型紙を取っておくと便利です。
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1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して『ドライ』を
選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

　　　　表示の衣類を洗濯する場合は、必ずドラ
イマーク衣類専用の液体洗剤をご使用ください。

5 洗剤量が表示されたら

洗剤ケースの手動投入口に、ドライ
マーク衣類専用の液体洗剤を入れる

4 　　を押し、運転を開始する

洗剤自動投入を設定している場合でも、ドライ
コースでは自動投入されません。手動で洗剤を投
入してください。

セーターなどを1枚だけ洗うときは、脱水時のバ
ランスを取るためにバスタオル1枚を追加してく
ださい。

6 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

脱水が弱いときは、追加で「脱水のみ」コースにて
「しわケア脱水」を設定し、もう一度脱水を行ってく
ださい。 →P32～35参照

ドライマーク衣類専用の液体洗剤を使用してください。
ドライマーク衣類専用の液体洗剤以外に
液体中性洗剤も使用できます。

P13･14参照

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。

長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

14 3
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ふとん/毛布コースふとん/毛布コース

洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

ご注意
以下のものは、洗わないでください。

洗濯できる毛布

シングル……140cm×210cm以下
ダブル………180cm×230cm以下

　　　　　表示のある中わたが
ポリエステル100％の夏掛けふとん

洗濯できるふとん

表示のあるもので、洗濯機で洗えると記載
のある羽毛掛けふとん

シングル……150cm×210cm以下

毛布、掛けふとんなど大物を洗うことができます。

　　　　　表示のある綿毛布および
合成繊維100％のマイヤー・タフト毛布

＜毛布＞
●毛100％のもの
●電気毛布
洗える電気毛布については、電気毛布の取扱
説明書に従ってください。
●ロングパイル毛布（毛足1cm以上）
毛倒れやくせがつく原因になります。

＜ふとん＞
●取扱表示のないもの
●側生地（外側の生地）がタオル地のもの
　（毛足1cm以上）
乾燥すると縮む原因になります。
●中綿がポリエステル、羽毛以外のもの

洗濯容量　ふとん～1.0kg、毛布～4.5kgまで

1 毛布は4つ折り、ふとんは3つ折りに
たたむ

2 端からびょうぶ折りにしながら入れ、
ドアを閉める
手で上から押さえながら、両端が奥側になるよう
に入れてください。

2枚以上、同時に入れないでください。また、丸め
たり、無理に押し込んだりしないでください。

長い

毛布 ふとん

※洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでくだ
さい。脱水ができません。

40

40

毛布洗いのポイント

毛布のフチなど汚れのひどい部分は、あらかじめ手で
もみ洗いをしましょう。

洗剤を入れすぎないようにしましょう。

水温が低いときは、お湯洗いの温度設定を30℃に設
定して洗うと汚れ落ちがよくなります。

両端が奥側
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毛布、掛けふとんなど大物を洗うことができます。
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洗濯容量　ふとん～1.0kg、毛布～4.5kgまで

1 毛布は4つ折り、ふとんは3つ折りに
たたむ

2 端からびょうぶ折りにしながら入れ、
ドアを閉める
手で上から押さえながら、両端が奥側になるよう
に入れてください。

2枚以上、同時に入れないでください。また、丸め
たり、無理に押し込んだりしないでください。

長い

毛布 ふとん

※洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでくだ
さい。脱水ができません。
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毛布洗いのポイント
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お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

3 水栓を開き、　　　 を押す

4 コースダイヤルを回して
『ふとん/毛布』を選ぶ

7 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に洗剤を入れる

洗剤は溶けやすい液体洗剤をお勧めします。

粉末洗剤を使う場合は、バケツなどでよく溶かし
てから直接ドラム内に入れてください。

洗剤自動投入を行う場合は、手順8に進む。

P13･14参照

5 　　　を押して洗剤の投入方法を
選ぶ

すでに設定してある洗剤の投入方法で運転する
場合は、手順5は不要です。

P12参照

取り扱い表示の無いもの、防水性のシーツな
どは洗わないでください。
衣類とは一緒に洗わないでください。

6 　　を押し、運転を開始する
布量を自動検知して、残り時間を表示します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量表
示後、約20秒で注水動作が始まります。

ふとん/毛布コースは、洗剤・柔軟剤の自動投入
を「洗剤＋柔軟剤」に設定していてもコース選
択時は「洗剤のみ」になります。
ふとん/毛布コースで柔軟剤を使用する場合は、
「自動投入」ボタンを押して「洗剤＋柔軟剤」ま
たは「柔軟剤のみ」を都度設定してください。

8 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。柔軟剤を使う場合は…

36 45



2９

洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

洗えるスーツコース洗えるスーツコース 洗濯容量　～2.0kgまで

洗濯ネットを使用して、スーツ1着を洗うコースです。※洗濯できるのは、ウォッシャブルスーツ（洗えるスーツ）のみです。

洗濯前の準備

洗濯できるスーツ 　　　　　　　　　　表示のあるもの ※　　　 表示があるものは、洗濯不可

ポケット内に何も入っていないことを確認して
ください。

1 上着は前釦をかけないで、袖と前身ごろを
きれいに整える

2 スラックスは釦、前カン、ファ
スナーを閉じてプリーツを
整えたあと二つ折り、もしく
は三つ折りにする

3 スラックスを上着の胸部分
の上に置く

4 左右の袖を折り曲げて、最後に前身ごろを
たたむ

必ず大きさの合った洗濯ネットをお使いください。

5 洗濯ネットに入れてファスナーを閉めたあ
と、ドラムに入れる

形を整えて、ハンガー干しをしてください。

上着はハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて
お使いいただくと型くずれしにくくなります。

伸びやすいスラックスは、手で叩いてシワを伸ばし
て、平干しをしてください。

アイロンの温度は中温（140℃～160℃）もしくは
「毛」の目盛に合わせてください。

あて布は、ハンカチなど木綿素材のものを使用してく
ださい。

干しかた
※必ず、風通しの良い日陰に干してください。

アイロンのかけ方

ご注意
強い手絞りなどはしないでください。

アイロンがけをする場合は、あて布をあて、スラック
スは、折り目のプレスおよび元のラインに沿ってアイ
ロンをかける

40
ネット使用
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きれいに整える

2 スラックスは釦、前カン、ファ
スナーを閉じてプリーツを
整えたあと二つ折り、もしく
は三つ折りにする

3 スラックスを上着の胸部分
の上に置く

4 左右の袖を折り曲げて、最後に前身ごろを
たたむ

必ず大きさの合った洗濯ネットをお使いください。

5 洗濯ネットに入れてファスナーを閉めたあ
と、ドラムに入れる

形を整えて、ハンガー干しをしてください。

上着はハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて
お使いいただくと型くずれしにくくなります。

伸びやすいスラックスは、手で叩いてシワを伸ばし
て、平干しをしてください。

アイロンの温度は中温（140℃～160℃）もしくは
「毛」の目盛に合わせてください。

あて布は、ハンカチなど木綿素材のものを使用してく
ださい。

干しかた
※必ず、風通しの良い日陰に干してください。

アイロンのかけ方

ご注意
強い手絞りなどはしないでください。

アイロンがけをする場合は、あて布をあて、スラック
スは、折り目のプレスおよび元のラインに沿ってアイ
ロンをかける

40
ネット使用

30

お願い

洗濯の頻度は、月に1～2回程度が目安です。
過度の回数の洗濯は、スーツを痛める原因になります。

スーツを下ばかり、上ばかりなど、偏った洗い
方をすると、洗濯回数によっては上下で色味
が変わることがあります。

洗濯後、完全に乾いていない場合、スーツの縫
製時に使用する溶剤のため臭いが出る場合が
ありますが、乾くと臭いはなくなります。

上下は一緒に洗濯することをお勧めします。

洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりすること
があります。

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して
『洗えるスーツ』を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 　　を押し、運転を開始する

洗剤自動投入を設定している場合でも、洗える
スーツコースでは自動投入されません。手動で洗
剤を投入してください。

脱水時のバランスを取るためにバスタオル1～2
枚を追加してください。

6 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

「毛」の洗える中性洗剤をご使用ください。

柔軟剤、漂白剤は使用しないでください。

5 洗剤量が表示されたら

洗剤ケースの手動投入口に、
スーツ洗い可能な中性洗剤を入れる
P13･14参照

14 3
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

すすぎ＋脱水コースすすぎ＋脱水コース 洗濯容量　～9.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して
『すすぎ＋脱水』を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

洗いの行程はありませんので、洗剤ケースの手動
投入口に洗剤を入れないでください。

4 柔軟剤を使用する場合は、

　　　を押して柔軟剤の自動投入
を設定する

5 　　を押し、運転を開始する

手動投入したい場合は、「香アップ」コースを
使用してください。

①香アップコースを選択

②洗い時間を「0分」に設定（P33参照）

③柔軟剤自動投入なしに設定（P12参照）

④スタートし、一時停止したら柔軟剤を入れる
（P21参照）

6 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

すでに設定してある場合は、手順4は不要です。

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

手洗いした衣類などを「すすぎ」と「脱水」したいときなどに

P12参照

154 3
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

すすぎ＋脱水コースすすぎ＋脱水コース 洗濯容量　～9.0kgまで

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して
『すすぎ＋脱水』を選ぶ

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

洗いの行程はありませんので、洗剤ケースの手動
投入口に洗剤を入れないでください。

4 柔軟剤を使用する場合は、

　　　を押して柔軟剤の自動投入
を設定する

5 　　を押し、運転を開始する

手動投入したい場合は、「香アップ」コースを
使用してください。

①香アップコースを選択

②洗い時間を「0分」に設定（P33参照）

③柔軟剤自動投入なしに設定（P12参照）

④スタートし、一時停止したら柔軟剤を入れる
（P21参照）

6 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

すでに設定してある場合は、手順4は不要です。

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

手洗いした衣類などを「すすぎ」と「脱水」したいときなどに

P12参照

154 3
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脱水のみコース脱水のみコース 洗濯容量　～9.0kgまで

1 　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して
『脱水のみ』を選ぶ

2 脱水したい洗濯物を入れ、
ドアを閉める

脱水時間、回転速度を変更できます。（P34参照）

4 　　を押し、運転を開始する

5 運転終了
脱水の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

お願い
脱水終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

手洗いした衣類などを脱水のみしたいときに ※5分間の脱水のみ運転を行います。（表示は排水時間含む）

水栓を開く必要はありません。

14 3
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

1 水栓を開き、　　　 を押す

各コースの「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「水量」「お湯洗い（洗いの水温）」「脱水回転数」
「清潔志向（紫外線ライト）」などの内容をお好みで変更して洗濯できます。
※変更できる内容はコースにより異なります。
※変更した内容は記憶されません。（自分流1、2コースの場合は記憶されます。）

内容を変更して洗濯したい （お好み設定）内容を変更して洗濯したい （お好み設定）

3 コースダイヤルを回してコースを選ぶ

各コースで洗えるものや内容を変更したときに洗
えるものを確認してください。

コースにより変更できる内容は異なります。35
ページの表をご覧ください。

変更できるボタンは「弱点灯」、変更したボタンは
「点灯」します。（初期設定でお湯洗いが設定されて
いるコースは、お湯洗いボタンが点灯しています。）

消灯しているボタンは内容を変更できません。

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 コースの内容を変更する

押すとボタンが点滅し、押すたびに、洗い時間が下記の
ように切り換わります。

変更後、3秒経過すると洗い時間が設定されボタンが
点灯に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）

※コースにより変更できる時間は異なります。

　　　を押してお湯洗いボタンを点灯させてから、　
　　　を押して温度設定を変更します。
押すとボタンが点滅し、押すたびに、温度設定が下記の
ように切り換わります。

変更後、3秒経過すると温度設定が設定されボタンが
点灯に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）
冬場など水温が低く洗剤が溶けにくい場合は、お湯洗
いの温度設定を20℃に設定してください。
30℃、40℃、50℃は、衣類が設定する温度以上で洗
濯可能なマークがついていることを確認してください。

※コースにより変更できる温度は異なります。

押すとボタンが点滅し、押すたびに、すすぎ回数が下記
のように切り換わります。

変更後、3秒経過するとすすぎ回数が設定されボタン
が点灯に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）

※コースにより変更できる回数は異なります。

※お湯洗いの温度設定（洗いの水温）

10分 15分 20分

0分 （設定なし）7分 5分
0回 （設定なし）1回

25分

20℃－－℃ （設定なし） 30℃ 40℃ 50℃

2回 3回 4回 5回

165 34 4
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

1 水栓を開き、　　　 を押す

各コースの「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「水量」「お湯洗い（洗いの水温）」「脱水回転数」
「清潔志向（紫外線ライト）」などの内容をお好みで変更して洗濯できます。
※変更できる内容はコースにより異なります。
※変更した内容は記憶されません。（自分流1、2コースの場合は記憶されます。）

内容を変更して洗濯したい （お好み設定）内容を変更して洗濯したい （お好み設定）

3 コースダイヤルを回してコースを選ぶ

各コースで洗えるものや内容を変更したときに洗
えるものを確認してください。

コースにより変更できる内容は異なります。35
ページの表をご覧ください。

変更できるボタンは「弱点灯」、変更したボタンは
「点灯」します。（初期設定でお湯洗いが設定されて
いるコースは、お湯洗いボタンが点灯しています。）

消灯しているボタンは内容を変更できません。

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める

4 コースの内容を変更する

押すとボタンが点滅し、押すたびに、洗い時間が下記の
ように切り換わります。

変更後、3秒経過すると洗い時間が設定されボタンが
点灯に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）

※コースにより変更できる時間は異なります。

　　　を押してお湯洗いボタンを点灯させてから、　
　　　を押して温度設定を変更します。
押すとボタンが点滅し、押すたびに、温度設定が下記の
ように切り換わります。

変更後、3秒経過すると温度設定が設定されボタンが
点灯に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）
冬場など水温が低く洗剤が溶けにくい場合は、お湯洗
いの温度設定を20℃に設定してください。
30℃、40℃、50℃は、衣類が設定する温度以上で洗
濯可能なマークがついていることを確認してください。

※コースにより変更できる温度は異なります。

押すとボタンが点滅し、押すたびに、すすぎ回数が下記
のように切り換わります。

変更後、3秒経過するとすすぎ回数が設定されボタン
が点灯に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）

※コースにより変更できる回数は異なります。

※お湯洗いの温度設定（洗いの水温）

10分 15分 20分

0分 （設定なし）7分 5分
0回 （設定なし）1回

25分

20℃－－℃ （設定なし） 30℃ 40℃ 50℃

2回 3回 4回 5回

165 34 4

34

押すとボタンが点滅し、押すたびに、脱水時間が下記の
ように切り換わります。

変更後、3秒経過すると脱水時間が設定されボタンが
点灯に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）

※コースにより変更できる時間は異なります。
※しわケア脱水は、400rpmの脱水を20秒間行います。

押すとボタンが点灯し、押すたびに、水量が下記のよう
に切り換わります。

紫外線をドラム内の水に照射します。
押すごとに、点灯（ON）と弱点灯（OFF）が交互に切り
換わります。

変更後、3秒経過すると水量が設定されボタンが点灯
に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）

※水量を変更できないコースもあります。

押すとボタンが点滅し、押すたびに、回転速度が下記の
ように切り換わります。

変更後、3秒経過すると回転速度が設定されボタンが
点灯に変わります。（初期設定の場合は弱点灯）

※コースにより変更できる回転速度は異なります。

※脱水1分間の回転数（rpm）

（rpm）

5 　　　を押して洗剤と柔軟剤の
投入方法を選ぶ
すでに設定してある投入方法で運転する場合は、
手順6に進む。

洗いを行う設定ですすぎ1回を設定した場合は、
すすぎ１回の設定を推奨されている洗剤をご使
用ください。

6 　　を押し、運転を開始する

布量検知がある場合は検知後に残り時間を表示
します。

洗濯機に水が入っている場合、水量は多めに設定
されます。洗剤自動投入が選択されている場合は
多めに対応した洗剤が投入されます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量の
表示後、約20秒後に注水を始め運転を開始します。

8 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

自分流コースの場合は、今回設定した内容が記憶
され、次回自分流コース使用時には、記憶した設
定から始まります。

P12参照

洗剤自動投入を行う場合は、手順8に進む。

7 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる
P13･14参照

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。

万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。

長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

7分5分

1分

   　 （しわケア）

0分 （設定なし）

標準 （表示なし） 多 （多め） 少 （少なめ）

1200 4001000800
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

内容を変更して洗濯したい内容を変更して洗濯したい つづきつづき

表の太字は各コースの初期設定です。
設定時間および回数の『0』は設定解除を示します。
初期設定で温度設定（お湯洗い）がされているコースは、コース選択時にお湯洗いボタンが点灯します。
「標準（すすぎ1回）」「快速」コースおよび、すすぎ1回の設定をした場合は、すすぎ1回の設定を推奨されている洗剤
をご使用ください。
脱水でしわケアを選択した場合に脱水が弱いときは、追加で脱水のみの選択をして、もう一度しわケア脱水を行って
ください。

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800

400、800

400、800

400、800

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

回転速度

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

清潔志向

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

水量調節

標準
（変更不可）

多
（変更不可）

多
（変更不可）

多
（変更不可）

多
（変更不可）

多
（変更不可）

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10分

洗い時間

5分
（変更不可）

15、20、25分

0、5、7、10、
15、20、25分

15、20、25分
（＋つけおき）

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10分

0、5、7、10分

0、5、7分

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、
20、30、40℃

温度設定
（お湯洗い）

設定なし
（変更不可）

20、30、
40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

30、40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、
20、30℃

設定なし、
20、30℃

設定なし、20℃

快速

洗えるスーツ

標準

標準（すすぎ1回）

自分流 1

自分流 2

ソフト

ふとん/毛布

コース

5.0kg

4.5kg

3.0kg

2.0kg

すすぎ＋脱水 9.0kg

脱水のみ 9.0kg

9.0kg

9.0kg

9.0kg

9.0kg

最大容量

念入り 9.0kg

香アップ 9.0kg

白さ追求 3.0kg

タオル 5.0kg

ドライ 2.0kg

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

すすぎ回数

1回
（変更不可）

1回
（変更不可）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

3～5回
（3回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

脱水時間

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

5、7分

0、1、5分、
しわケア

0、1、5分、
しわケア

0、1、5分、
しわケア

0、1、5分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

5分
（変更不可）

変更できる内容と範囲

内容変更不可。衣類は洗えません。槽洗浄 1,2,3
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洗濯のしかた洗濯のしかた（つづき）（つづき）

内容を変更して洗濯したい内容を変更して洗濯したい つづきつづき

表の太字は各コースの初期設定です。
設定時間および回数の『0』は設定解除を示します。
初期設定で温度設定（お湯洗い）がされているコースは、コース選択時にお湯洗いボタンが点灯します。
「標準（すすぎ1回）」「快速」コースおよび、すすぎ1回の設定をした場合は、すすぎ1回の設定を推奨されている洗剤
をご使用ください。
脱水でしわケアを選択した場合に脱水が弱いときは、追加で脱水のみの選択をして、もう一度しわケア脱水を行って
ください。

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

400、800

400、800

400、800

400、800

400、800、
1000、1200

400、800、
1000、1200

回転速度

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

ON、OFF

清潔志向

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

標準、多、少

水量調節

標準
（変更不可）

多
（変更不可）

多
（変更不可）

多
（変更不可）

多
（変更不可）

多
（変更不可）

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10分

洗い時間

5分
（変更不可）

15、20、25分

0、5、7、10、
15、20、25分

15、20、25分
（＋つけおき）

0、5、7、10、
15、20、25分

0、5、7、10分

0、5、7、10分

0、5、7分

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、
20、30、40℃

温度設定
（お湯洗い）

設定なし
（変更不可）

20、30、
40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

30、40、50℃

設定なし、20、
30、40、50℃

設定なし、
20、30℃

設定なし、
20、30℃

設定なし、20℃

快速

洗えるスーツ

標準

標準（すすぎ1回）

自分流 1

自分流 2

ソフト

ふとん/毛布

コース

5.0kg

4.5kg

3.0kg

2.0kg

すすぎ＋脱水 9.0kg

脱水のみ 9.0kg

9.0kg

9.0kg

9.0kg

9.0kg

最大容量

念入り 9.0kg

香アップ 9.0kg

白さ追求 3.0kg

タオル 5.0kg

ドライ 2.0kg

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

すすぎ回数

1回
（変更不可）

1回
（変更不可）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

3～5回
（3回）

0～5回
（2回）

0～5回
（2回）

脱水時間

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

5、7分

0、1、5分、
しわケア

0、1、5分、
しわケア

0、1、5分、
しわケア

0、1、5分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

0、1、5、7分、
しわケア

5分
（変更不可）

変更できる内容と範囲

内容変更不可。衣類は洗えません。槽洗浄 1,2,3
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予約運転する予約運転する
洗濯終了までの時間を、２～２４時間後の範囲でセットできます。

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回してお好みの
コースを設定する

2 洗濯物を入れ、ドアを閉める
洗剤自動投入を行う場合は、手順7に進む。

6 洗剤自動投入を選択していない場合は、

洗剤量が表示されたら、洗剤ケース
の手動投入口に、洗剤を入れる
P13･14参照

必要に応じて、洗剤の投入方法（P11～14参照）や
運転内容（P33～35参照）を設定してください。

予約運転で柔軟剤を使用する場合は、柔軟剤の
自動投入を設定してください。

4 　　　を押して洗濯終了時間を
セットする

5 　　を押す

予約ランプ（　）が点灯し、コースランプが点滅し
ます。

洗剤自動投入を選択していない場合は、洗剤量の
表示後、約20秒後に予約状態になります。

7 運転終了
洗濯の終了を電子音でお知らせし、自動的に電源
が切れます。

ご注意
すすぎ＋脱水、脱水のみ、槽洗浄1,2,3コース
は、予約洗濯の設定はできません。

P17～35参照

押すごとに1時間単位で、2～24時間後までの設
定ができます。

お願い
洗濯終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出し
てください。
長時間放置すると、シワになったり縮んだりするこ
とがあります。

点滅

標準コースにて7時間後にセットした場合

15 3433 3
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こんなときにはこんなときには
のりづけしたいのりづけしたい 凍結のおそれがあるとき凍結のおそれがあるとき
のりづけできる量：1.5kg以下

2 水栓を開き、　　　 を押す

4 標準コースにて、
「洗い5分」「すすぎ０回」「脱水1分」
に設定する

3 洗濯物を入れ、ドアを閉める

1 のりを1L程度の水で薄め、
ドラムに直接入れる

のりの量は、洗濯のりに表示されている分量を目
安にしてください。

2 快速コースで運転を約1分間行い、
給水ホースの水を抜く

4 給水ホースの水栓蛇口側を外して、
ホース内の残水をバケツなどに
排水する

3 脱水のみコースで「1分」に設定して
運転し、ドラム内の残水を排水する

1 水栓を閉める

給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぐた
めです。

5 　　を押し、運転を開始する

6 洗濯終了後、
できるだけ早く洗濯物を取り出す

お願い
のりづけ後は、必ず「ふとん/毛布」コースにて、
「洗い7分」「すすぎ０回」「脱水1分」の運転を
行って、ドラムを洗浄してください。
のりが残っていると、故障の原因になります。

凍結させないために…

1 給水ホースの接続部（水栓側と本体
側）に50℃未満の温水をかける

3 50℃未満の温水を約2L、
ドラムに入れ、10分間放置する

4 ドラムが手で回ることを確認する

5 給水ホースをつないで水栓を開き、
運転して給水と排水できるか確認する

2 給水ホースを外し、
50℃未満の温水につける

床がぬれて困る場合は、
蒸しタオルで包んでくだ
さい。

水が飛び散る場合がありますので、タオルなどを
あてて外してください。

凍結してしまったときは…

P33～35参照

50℃未満
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凍結してしまったときは…
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50℃未満
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お手入れお手入れ

1 水栓を開き、　　　 を押す

長期間の使用によりドラムに汚れや黒カビが発生することがあります。
カビの発生を抑制するため、洗濯前や洗濯終了後に、約2分でサッと洗浄。

ちょっと槽洗浄ちょっと槽洗浄（槽洗浄1コース）（槽洗浄1コース）

4 運転終了
槽洗浄の終了を電子音でお知らせし、自動的に
電源が切れます。

2 コースダイヤルを回して
『槽洗浄 1』を選ぶ

槽洗浄（1.2.3）を選ぶと「o1」と表示されます。
その後回すごとに「o2」→「o3」→「－－ －－」（標
準コース）の順に切り換わります。

槽洗浄1コースを行う場合は｢o1｣の表示を選択
してください。（「o1」と「0：02」が交互に表示さ
れます。）

「0：02」（残り時間）の点灯に変わり、注水を短時間
行い、すぐに脱水をします。

洗濯物は入れないでください。

お願い
槽洗浄1コースでは、洗剤、柔軟剤、漂白剤、
洗濯槽クリーナーなどは使用しないでくださ
い。

3 　　を押す

槽洗浄終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

13 2
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お手入れお手入れ（つづき）（つづき）

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して
『槽洗浄 2』を選ぶ

槽洗浄（1.2.3）を選ぶと「o1」と表示されます。
その後回すごとに「o2」→「o3」→「－－ －－」（標
準コース）の順に切り換わります。

槽洗浄2コースを行う場合は｢o2｣の表示を選択
してください。（「o2」と「4：00」が交互に表示さ
れます。）

「4：00」（残り時間）の点灯に変わり、注水を始め、
運転を開始します。

4 　　を押す

長期間の使用によりドラムに汚れや黒カビが発生することがあります。
2ヶ月に1度を目安に槽洗浄2を行ってください。

ドラムを洗うドラムを洗う

2 ドラム内に市販の洗濯槽クリーナー
（1回分）、または市販の塩素系漂白剤
を約200ml入れる
洗濯槽クリーナーは、つけおき時間が4時間以下
のものをお選びください。
酸素系漂白剤は使用しないでください。
通常の洗濯洗剤は使用しないでください。
洗浄効果がありません。
洗濯物は入れないでください。
ドアは必ず閉めてください。

お願い
連続して槽洗浄運転を行わないでください。

汚れのひどい場合や黒カビが発生してしまっ
た場合は、塩素系漂白剤ではなく、洗濯槽ク
リーナーをご使用ください。

洗濯槽クリーナーの説明書に従ってご使用ください。

故障の原因になります。

5 運転終了
槽洗浄の終了を電子音でお知らせし、自動的に
電源が切れます。

（槽洗浄2コース）（槽洗浄2コース）

槽洗浄終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

14 3
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お手入れお手入れ（つづき）（つづき）

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して
『槽洗浄 2』を選ぶ

槽洗浄（1.2.3）を選ぶと「o1」と表示されます。
その後回すごとに「o2」→「o3」→「－－ －－」（標
準コース）の順に切り換わります。

槽洗浄2コースを行う場合は｢o2｣の表示を選択
してください。（「o2」と「4：00」が交互に表示さ
れます。）

「4：00」（残り時間）の点灯に変わり、注水を始め、
運転を開始します。

4 　　を押す

長期間の使用によりドラムに汚れや黒カビが発生することがあります。
2ヶ月に1度を目安に槽洗浄2を行ってください。

ドラムを洗うドラムを洗う

2 ドラム内に市販の洗濯槽クリーナー
（1回分）、または市販の塩素系漂白剤
を約200ml入れる
洗濯槽クリーナーは、つけおき時間が4時間以下
のものをお選びください。
酸素系漂白剤は使用しないでください。
通常の洗濯洗剤は使用しないでください。
洗浄効果がありません。
洗濯物は入れないでください。
ドアは必ず閉めてください。

お願い
連続して槽洗浄運転を行わないでください。

汚れのひどい場合や黒カビが発生してしまっ
た場合は、塩素系漂白剤ではなく、洗濯槽ク
リーナーをご使用ください。

洗濯槽クリーナーの説明書に従ってご使用ください。

故障の原因になります。

5 運転終了
槽洗浄の終了を電子音でお知らせし、自動的に
電源が切れます。

（槽洗浄2コース）（槽洗浄2コース）

槽洗浄終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

14 3
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長期間の使用によりドラムに汚れや黒カビが発生することがあります。
1年に1度を目安に槽洗浄3を行ってください。

ドラムを「しっかり」洗うドラムを「しっかり」洗う （槽洗浄３コース）（槽洗浄３コース）

お願い

1 水栓を開き、　　　 を押す

3 コースダイヤルを回して
『槽洗浄 3』を選ぶ

槽洗浄（1.2.3）を選ぶと「o1」と表示されます。
その後回すごとに「o2」→「o3」→「－－ －－」（標
準コース）の順に切り換わります。

槽洗浄3コースを行う場合は｢o3｣の表示を選択
してください。（「o3」と「12：00」が交互に表示さ
れます。）

「12：00」（残り時間）の点灯に変わり、注水を始め、
運転を開始します。

4 　　を押す

2 ドラム内に市販の洗濯槽クリーナー
（1回分）、を入れる

洗濯槽クリーナーは、つけおき時間が10時間程
度のものをお選びください。
酸素系漂白剤は使用しないでください。
通常の洗濯洗剤は使用しないでください。
洗浄効果がありません。
洗濯物は入れないでください。
ドアは必ず閉めてください。

5 運転終了
槽洗浄の終了を電子音でお知らせし、自動的に
電源が切れます。

槽洗浄終了後は、必ず水栓を閉めてください。
万一の水漏れを防止するためです。

連続して槽洗浄運転を行わないでください。
故障の原因になります。

14 3
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お手入れお手入れ（つづき）（つづき）

水滴や糸くずなどの汚れが付いていたら
拭き取ってください。（パッキンの裏側は、
パッキンをめくって拭いてください。）

パッキンの中に異物が入っている場合は、
必ず取り除いてください。水漏れの原因に
なります。

やわらかい布で拭き取る

ドアパッキン

排水ホースを抜いて定期的にお手入れ
してください。（月に1回程度）
放置すると排水不良やにおいの原因に
なります。

排水口

お手入れ後は、必ず取り付けてください。

運転中にお手入れをしないでください。

外して水洗いする

洗剤ケース

歯ブラシなどで汚れを取り除く

給水口

ホース内の残水を抜くためです。

1 止まるまで引き出し、
PUSHボタンを押しながら引き抜く

1 水栓を閉じ、「快速」コースにて約1分程度
運転し、電源を切る

2 給水ホース本体側の給水ナットを外す
3 歯ブラシなどで給水口の
汚れを取り除く

2 後ろ側のフックを外して、
洗剤ケースの上部カバーを開く

3 水洗いする
4 水気をよく拭き取り、上部カバーを
取り付ける

5 本体に元通り取り付ける

本体と各部のお手入れ本体と各部のお手入れ
揮発性のものは使わない
揮発性のもの（シンナー･ベンジン･ガソリンなど）を使
用すると、変形や割れが発生することがあります。

めくる

パッキン

フック

PUSHボタン

押す
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ホース内の残水を抜くためです。

1 止まるまで引き出し、
PUSHボタンを押しながら引き抜く

1 水栓を閉じ、「快速」コースにて約1分程度
運転し、電源を切る

2 給水ホース本体側の給水ナットを外す
3 歯ブラシなどで給水口の
汚れを取り除く

2 後ろ側のフックを外して、
洗剤ケースの上部カバーを開く

3 水洗いする
4 水気をよく拭き取り、上部カバーを
取り付ける

5 本体に元通り取り付ける

本体と各部のお手入れ本体と各部のお手入れ
揮発性のものは使わない
揮発性のもの（シンナー･ベンジン･ガソリンなど）を使
用すると、変形や割れが発生することがあります。

めくる

パッキン

フック

PUSHボタン

押す
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汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で拭き
取ってください。中性洗剤を使用したあとは、よく
水拭きをし、さらに乾いた布で拭いてください。

化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従
ってください。

※洗剤類が本体に付いたときは、よく絞った柔らかい
布で拭き取ってください。放置しておくと、さびの
発生やプラスチック部が割れる原因になります。

よく絞ったやわらかい布で拭く

本体

金属たわしなどは使用しないでください。ドラムを
傷つけ、さびやすくなります。

ドラムのもらいさび
市販のクリームクレンザーをスポンジにつけて、さびを
取り除いてください。

ヘアピンなどのさびやすい鉄製品をドラムに入れ
たままにしない。
赤さびや鉄粉などの混じった水を入れない。
特に、断水後はご注意ください。

さびの発生を防ぐために…

必ずドラムや排水ホースの残水を排水してから外してください。
エラーを表示（P52参照）した場合は、ドラム内に残水がある可能性がありますので、ご注意ください。（多量の水が
出るおそれがあります。）

排水フィルターのゴムパッキンは外さないでください。

外して水洗いする

排水フィルター

4 排水フィルターのゴミを取り、水洗いする1 脱水運転を「1分」行い、残水を排水する

2 排水フィルターのカバー上部を押し、開ける

少量の水が出ることがありますので、タオルなど
で受けてください。（排水ホースが高くなってい
ると、水量が多くなることがあります。）

脱水運転後、電源を切り電源プラグを抜いてくだ
さい。

3 つまみを左に回して排水フィルターを
手前に引き出す 6 排水フィルターのつまみを右に回して

しっかり締め、カバーを閉める
水漏れの原因になりますので、確実に締めてくだ
さい。

5 排水フィルターの突起とつまみのツメが
左向きの状態で本体に戻す
正しくセットされて
いないと奥まで入り
ません。

本体側に糸くずなどのゴミが付いている場合は、
ゴミを取り除き、水滴をやわらかい布で拭いてく
ださい。

左に回す
右に回して
しっかり締める

押す

つまみ
つまみ

カバー

カバー

突起

つまみのツメ

つまみ
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据え付け据え付け
この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
据え付け前は、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
給水ホース、マジックつぎ手は、必ず付属品または当社専用のものを使用してください。
据え付け後は、必ず試運転を行い、水漏れや異常音が発生しないか確認してください。

据え付け場所の確認据え付け場所の確認

本体は前面を開放し、背面や左右の壁から下表の寸法
以上離してください。

離隔距離
10cm
2cm※

2cm※

5cm
0cm

場所
上方
左方
右方
後方
下方

据え付けに必要な寸法

次のような場所には据え付けない
※排水口側は9cm以上
　真下排水の場合は15cm以上

しっかりした水平な床に据え付けてください。

風雨にさらされるところには、据え付けない
風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けないでくださ
い。感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

浴室・シャワー室などには、据え付けない
感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

直射日光の当たる場所
冬期に凍結のおそれのある場所
ベランダや弱い床、平らでない床
ブロックやレンガ、角材の上など不安定な
場所

お願い
高い置台の上には置かないでください。

据え付けの前に、排水口を清掃してください。

床のすき間から子供が手を入れけがをする原因に
なります。

接着する面の水、ほこりなどをきれいに拭き取り、両面テープの
シールをはがして、床または防水パンに固定してください。

1枚で20mm高くできます。高さ調整脚は最大2枚（高さ
40mm）まで重ねることができます。（3枚以上重ねないでくだ
さい。）

高さ調整脚（付属品）について

防水パンに据え付ける場合の寸法
外寸法が幅640mm×奥行640mm以上必要です。高さが
40mm以上ある場合は、付属の高さ調整脚を使用して防水パン
の上部と高さ調整脚との差が40mm以下になるようにしてくだ
さい。（排水フィルターのカバーを開けることができません。）

左右
2cm※

上方
10cm

後方
5cm

640mm
以上

640mm以上

40mm
以下

シール

据え付けは、お買い上げの販売店または設置専門業者に依頼
してください。お客様は据え付けしないでください。



43
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風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けないでくださ
い。感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

浴室・シャワー室などには、据え付けない
感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

直射日光の当たる場所
冬期に凍結のおそれのある場所
ベランダや弱い床、平らでない床
ブロックやレンガ、角材の上など不安定な
場所

お願い
高い置台の上には置かないでください。

据え付けの前に、排水口を清掃してください。

床のすき間から子供が手を入れけがをする原因に
なります。

接着する面の水、ほこりなどをきれいに拭き取り、両面テープの
シールをはがして、床または防水パンに固定してください。

1枚で20mm高くできます。高さ調整脚は最大2枚（高さ
40mm）まで重ねることができます。（3枚以上重ねないでくだ
さい。）

高さ調整脚（付属品）について

防水パンに据え付ける場合の寸法
外寸法が幅640mm×奥行640mm以上必要です。高さが
40mm以上ある場合は、付属の高さ調整脚を使用して防水パン
の上部と高さ調整脚との差が40mm以下になるようにしてくだ
さい。（排水フィルターのカバーを開けることができません。）

左右
2cm※

上方
10cm

後方
5cm

640mm
以上

640mm以上

40mm
以下

シール

据え付けは、お買い上げの販売店または設置専門業者に依頼
してください。お客様は据え付けしないでください。
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輸送用金具の取り外し輸送用金具の取り外し
内部機構を固定している「4本の輸送用金具A」と「輸送用金具B」を取り外し、「2本のシャフト」を
引き抜いてください。

※輸送用金具が付いたまま運転すると異常振動し本体が移動したり、故障する原因になります。

キャップのツメがかかるまで確実にはめ込んでください。

輸送用金具Aの白い部品は外れやすいため、洗
濯機内部に落とさないように注意してください。
万一落ちてしまった場合は、背面のカバーを外
し、必ず取り除いてください。

1 付属のスパナで背面4ヶ所の輸送用
金具Aのボルトをゆるめ抜き取る

2 輸送用金具Aのゴム部分を揺らしな
がら抜き取る

3 ネジ4本を外して輸送用金具Bを取
り外し、シャフト2本を引き抜く

4 輸送用金具Aとシャフトを外した6ヶ所の開口部に
付属のキャップをはめ込む

本体の運搬本体の運搬
運搬するときは、必ず2人以上で運んでください。

お願い
外した「輸送用金具A」「輸送用金具B」「シャフト」、付属の「スパナ」は転居などの輸送の際に本
体内部を固定するために必要となります。必ず大切に保管してください。
本体を輸送の際は、逆の手順で必ず輸送用金具を取り付けてください。
取り付けは、ドラムを背面側に押し付けながらボルトをセットしてください。

必ず本体背面上部と前面下部を持って運んでください。
ドアやドアパッキンなど他のところを持って本体を移動させないでください。

※ご使用後に製品を移動する場合は、排水ホースを排水口に差したまま、後方に
約45度傾けて残水を抜いてください。（約5秒間）
けがを防ぐために、作業は必ず2人以上で行ってください。

付属のスパナ ①
②

輸送用金具用

ここを持つ

ここを持つ

輸送用金具A
（4ヶ所）

輸送用金具B

シャフト（2本）

ネジ（4本）

キャップを
はめる
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排水ホース排水ホース

据え付け据え付け（つづき）（つづき）

排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。
正しく取り付けないと使用中に排水ホースが抜け、水漏れの原因になります。

工場での性能テストの残水が接続口から出るこ
とがあるため、タオルなどを用意してください。

1 本体背面左下のゴムキャップを外す

接続口からの出代が6mm以下になるまで、しっ
かり差し込んでください。差し込みが不十分だと
水漏れの原因になります。

2 排水ホースを接続口にしっかり差し
込む

排水スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて
排水が悪くならないように、すき間を持たせるた
めのものです。必ず取り付けてご使用ください。

3 排水ホース先端のフックを外し、
排水口に差し込む

排水口がエルボの場合
排水ホースの先端部をエルボにしっかりと
差し込み、ホースバンドで確実に固定して
ください。

※エルボの口に排水ホースのこの
部分が接触するまで、しっかり
差し込んでください。

※排水ホースは排水時の水の力や振動などで
動くことがあるため、排水口にしっかりと差し
込み抜けないことを確認してください。

敷居などで排水ホースが高くなると排水できない
ことがあります。高さは5cm未満にしてください。

ご注意

ゴムキャップ

排水ホース
排水ホース

接続口

接続口

接続口

出代が6mm以下に
なるまでしっかり差し込む

スリーブ フック

排水口
フックを外す

すき間を
持たせる

ホースバンド

排水ホース

エルボ

エルボ 排水ホース

5cm未満
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排水ホース排水ホース

据え付け据え付け（つづき）（つづき）
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正しく取り付けないと使用中に排水ホースが抜け、水漏れの原因になります。

工場での性能テストの残水が接続口から出るこ
とがあるため、タオルなどを用意してください。

1 本体背面左下のゴムキャップを外す

接続口からの出代が6mm以下になるまで、しっ
かり差し込んでください。差し込みが不十分だと
水漏れの原因になります。

2 排水ホースを接続口にしっかり差し
込む

排水スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて
排水が悪くならないように、すき間を持たせるた
めのものです。必ず取り付けてご使用ください。

3 排水ホース先端のフックを外し、
排水口に差し込む

排水口がエルボの場合
排水ホースの先端部をエルボにしっかりと
差し込み、ホースバンドで確実に固定して
ください。

※エルボの口に排水ホースのこの
部分が接触するまで、しっかり
差し込んでください。

※排水ホースは排水時の水の力や振動などで
動くことがあるため、排水口にしっかりと差し
込み抜けないことを確認してください。

敷居などで排水ホースが高くなると排水できない
ことがあります。高さは5cm未満にしてください。

ご注意

ゴムキャップ

排水ホース
排水ホース

接続口

接続口

接続口

出代が6mm以下に
なるまでしっかり差し込む

スリーブ フック

排水口
フックを外す

すき間を
持たせる

ホースバンド

排水ホース

エルボ

エルボ 排水ホース

5cm未満
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カット位置（3ヶ所あります）を切り、先端に排水スリー
ブを取り付けてください。

排水ホースが長すぎる場合
お買い上げの販売店で「排水ホース補修キット」をお
買い求めください。→裏表紙
排水ホースは平らな場所で、1.5mまで延長できます。

排水ホースを延長する場合

本体下の排水口に直接排水ホースを接続すること
は、内部の回転部品に接触し、ホースの破れや異常
音の原因になりますので絶対におやめください。

洗濯機用防水パンのエルボがある場合、エルボを
取り外して真下排水パイプをご使用ください。

排水口が本体の真下にある場合
別売の真下排水パイプをお買い求めください。

真下排水パイプ（別売）
→裏表紙

ご注意

※取り付け方法は、別売部品の説明書に従ってください。

高さ調整脚

真下排水パイプを取り付ける場合は、必ず付属の高さ調整脚を敷いてください。

接着する面の水、ほこりなどをきれいに拭き取り、両
面テープのシールをはがして、床または防水パンに固
定してください。

1枚で20mm高くできます。高さ調整脚は最大2枚
（高さ40mm）まで重ねることができます。

高さ調整脚（付属品）について

真下排水パイプ

排水口

排水ホース高さ調整脚

ホース
バンド

奥行き
434mm

幅
543mm

延長ホース

1.5ｍまで
カット位置 スリーブ

を付け直す

シールをはがす
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横水栓 角口栓 オートストッパー
水栓（洗濯機用）

万能ホーム水栓 自在水栓 カップリング横水栓

給水ホース給水ホース

据え付け据え付け（つづき）（つづき）

1 ネジ（4本）をゆるめ、ゴムパッキンを
蛇口に垂直に押し付ける
水栓の径が大きいときは、ネジ（4本）をいっぱいにゆ
るめてガイドリングを取り外してください。
注意ラベルは締め付けノズルをゆるめた状態で貼っ
てあります。水栓にマジックつぎ手をネジで締め付け
るまでは剥がさないでください。

壁側になるネジは前もって調節しておくと便利です。

しっかり締め付けないと水漏れするおそれがあります。

2 蛇口が中心になるように、
ネジ（4本）を均等に締め付ける

3 注意ラベルを剥がし、締め付けノズルを
矢印の方向に回し、締めしろが約2mm
以下になるまでしっかり締め付ける

step 2 マジックつぎ手の取り付け

※ゆるみ、ぐらつき、傾きがないか確認してください。
※取り付け直すときは、手順1の図のように締めしろを
約4mmにゆるめてから、取り付け直してください。

水栓が合わないときは、お買い上げの販売店または、
水道工事店にご相談ください。

給水栓ジョイント（CB-J6）を取り付けた場
合は、付属のマジックつぎ手は使用しません。
直接、給水ホースを取り付けてください。

給水ホース、マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
取り付け後に必ず水栓を開き、マジックつぎ手や給水口から水漏れがないか確認してください。水漏れするときは、始めか
らやり直してください。
長期間の使用により水漏れした場合は、もう一度始めから取り付け直してください。それでも不具合のある場合は、マジッ
クつぎ手を交換してください。

step 1 水栓の形状を確認する

別売の給水栓ジョイント（CB-J6）を取り付けてください。
→裏表紙

付属のマジックつぎ手を
取り付けてください。

⇒ step 2 ⇒ step 3 ⇒ step 3

⇒ step 3

①②③を
使用

①③を
使用

③を使用

直接、給水ホース
の取り付けができ
ます。（付属のマジック
つぎ手は使用しません。）

詳しくは、給水栓ジョイント
（CB-J6）の説明書をご覧
ください。

右に回して、
しっかり締め付ける

締め付けノズル

締め付けリング

ネジ

ゴムパッキン

締め付けノズル

注意シール

垂直に
押し付ける

締めしろ
約4mm

ガイドリング

締めしろ
約2mm以下

③給水ジョイント部

外す外す
外す

①アダプター

パッキン
②本体

ここから水が
漏れるおそれ
があります。

16mm以上必要
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横水栓 角口栓 オートストッパー
水栓（洗濯機用）
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給水ホース給水ホース

据え付け据え付け（つづき）（つづき）
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付属のマジックつぎ手を
取り付けてください。

⇒ step 2 ⇒ step 3 ⇒ step 3

⇒ step 3

①②③を
使用

①③を
使用

③を使用

直接、給水ホース
の取り付けができ
ます。（付属のマジック
つぎ手は使用しません。）

詳しくは、給水栓ジョイント
（CB-J6）の説明書をご覧
ください。

右に回して、
しっかり締め付ける

締め付けノズル

締め付けリング

ネジ

ゴムパッキン

締め付けノズル

注意シール

垂直に
押し付ける

締めしろ
約4mm

ガイドリング

締めしろ
約2mm以下

③給水ジョイント部

外す外す
外す

①アダプター

パッキン
②本体

ここから水が
漏れるおそれ
があります。

16mm以上必要
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ロックレバーを押しながらスリーブを引き下げて、
マジックつぎ手に差し込んでください。

取り付け後、給水ホースを下に引いて、確実に取り
付けられているか確認してください。

給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぐ
ためです。

1 スリーブを引き下げて、
マジックつぎ手（または給水栓ジョイント/
オートストッパー水栓）に差し込む 1 水栓を閉め、電源を入れる

2 コースダイヤルを回し、「快速」を
選ぶ

3 　　を押し、約1分後に電源を切る

4 スリーブを引き下げて、
給水ホースの水栓（蛇口）側を外し、
ホース内の残水をバケツなどに
排水する

5 給水ホースの給水ナット（本体側）
を外す

2 スリーブを離して”カチン”と音が
するまで押し上げる

3 給水口ナットを給水口にしっかり
締め付ける

step 3 給水ホースの取り付け 給水ホースを取り外す場合
水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、
次の手順を必ずお守りください。

給水ホースを延長する場合は、お買上げの販売店へご相談のうえ、別売の給水延長ホースをお買い求めください。→裏表紙

※給水ホース接続後、水栓を開き、給水ホースの接続
部から水漏れがないことを確認してください。

ロックレバーを
押しながら
スリーブを
引き下げる

下に引いて
確認する

差し込む

押し上げる

”カチン”

右に回して
しっかり締め付ける

左に回して外す

ロック
レバー

スリーブ

マジック
つぎ手

給水栓
ジョイント

給水口ナット給水口

給水口ナット給水口
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水平の確認水平の確認
ガタつきをなくし、水平に設置してください。
調整脚の調整は、本体の上部を支えながら行ってください。（2人作業）

アースの接続アースの接続

据え付け据え付け（つづき）（つづき）

次の場所には、アース線を接続しないでください。

アースの先端を確実に
アース端子に接続してください。

安全にご使用いただくため、
D種（第3種）接地工事が必
要です。詳しくは、お買上げ
の販売店にご相談ください。
（接地工事は電気工事士の資
格が必要です。）

コンセントにアース端子がない場合

コンセントにアース端子がある場合

ガス管‥‥‥爆発や引火の危険性があります。
水道管‥‥‥プラスチックの部分があり、アース
　　　　　　効果がありません。
避雷針･電話のアース線
　　　‥‥‥落雷のときに大電流が流れ危険です。

必ず、アースをしてください
故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

本体を傾けて調整脚を少し浮かせて調整してください。
1 ガタつきがないように、付属のスパナで調整脚を調整する

3 水平度に応じ、再度調整脚で調整する（手順1の図を参照）

4 洗濯機の対角を押さえて、ガタつきがないか確認する

5 調整が終わったら、ロックナットでしっかり締め付ける

水準器がない場合は、おもり（5円玉など）を付けた糸を図
のように下げて、前面と側面の水平度を確認する

2 水準器で水平度を確認する

アース線

アース棒

付属のスパナ

低くなる
（右回し）

高くなる
（左回し）

ロックナット用

調整脚用

調整脚

ロックナット

上下のすき間
を確認する
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設置確認と試運転設置確認と試運転

必ず設置確認と試運転を行ってください。

試運転試運転

設置確認設置確認

1 水栓を開き、電源を入れる

2 標準コースにて
「洗い5分」「すすぎ０回」「脱水1分」を設定する

3 ドアを閉め、スタートする

4 洗い運転中に、本体、給水ホースや排水ホースの接続部、
排水口から水漏れがないか確認する

5 脱水運転中に、異常音や異常振動がないことを確認する

水平に設置されていますか。 →P49□

輸送用金具（4ヶ所）は取り外しましたか。 
→P44

□

輸送用金具を外した穴にキャップを取り付
けましたか。 →P44

□

排水フィルターは
取り外せますか。 
→P43

□調整脚はしっかりと
締まっていますか。 
→P49

□

水栓側および本体の給水ホース
接続部に水漏れはありませんか。 
→P47・48

□

排水ホースがよじれたり、折れ曲がったり
していませんか。

□

排水口にゴミがたまっていませんか。□
排水ホースが5cm以上持ち上がっていま
せんか。 →P45

□

排水ホースの接続部から水漏れしていませ
んか。 →P45

□

アース線はしっかり接続されていますか。□

交流100Vで定格15Aのコンセントを単独
で使っていますか。

□

本体の上端を前後、左右、対角にゆり動か
して、ガタつきはありませんか。 →P49

□

本体

電源

給水ホース

排水ホース

※高さが足りないと、防水パンの
ふちにカバーが当たって排水
フィルターが取り外せません。

運転中に「E1～E4」の表示が
出た場合は、原因を取り除き、
もう一度試運転し直してくださ
い。P52参照
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故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら
下記の症状は故障ではありません。

こんなとき おたしかめください（原因）

運
転
動
作

表
示
／
操
作

洗
剤

●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。
●電源が入っていますか。　
●スタート／一時停止ボタンは押しましたか。
●予約中ではないですか。　
●ドアは閉まっていますか。　
●水栓を開いていますか。
●停電ではありませんか。　
●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。

運転しない

●水栓を開いていますか。　
●給水ホース接続口（給水口）の網にゴミなどが詰まっていませんか。
●水道や給水ホースが凍結していませんか。　
●断水していませんか。
●水道水圧が低くありませんか。
●ドラム式洗濯機の場合は使用水量が少ないため、給水されても水が見えないことがあります。

給水しない

●洗剤の種類（低発泡タイプ）や水温などによって、泡立ちが少ない場合があります。
●洗濯物の量が多すぎたり、汚れがひどい場合は、泡立ちが少ない場合があります。
●洗剤の種類（液体洗剤）や水温などにより、泡立ちが多くなることがあります。
●洗剤を入れすぎると泡立ちが多くなることがあります。洗剤は必ず適正量を入れてください。

（この場合、ドアに泡が残ることがありますが異常ではありません。）

泡立ちが
少ない、多い

●輸送用金具は、取り外されていますか。　
●本体を水平に据え付けていますか。
●不安定な場所に据え付けていませんか。　
●本体を水平に据え付けていますか。→高さ調整脚を調整してください。
●防水性の衣類やマット類を洗っていませんか。
●洗濯ネットに入れた衣類のみで洗っていませんか。　
●衣類のバランスによっては、脱水の立ち上がりで一時的に本体が振動したり音がすることがあり

ますが異常ではありません。

脱水の
振動や音が大きい

●粉末洗剤を直接ドラム内に入れていませんか。
●ぬれた状態の洗剤ケースに、洗剤を入れていませんか。
●粉石けんやダマになった洗剤を使用していませんか。
●予約運転時に、洗剤ケースの手動投入口に粉末と液体を同時に入れていませんか。
●銘柄により、水温が低い場合は溶け残ることがあります。

粉末洗剤が溶け残る

●洗剤の自動投入が設定されているときは、洗剤量は表示されません。洗剤量が表示されない

●お湯洗いが設定されている場合は、初めの水温が低いと水温を上げるのに時間が掛かり、洗濯
時間が止まることがあります。残り時間が止まる

●お湯洗いが設定されている場合は、初めの水温が高いと短時間で設定温度に到達し、残り時間
が急に減ることがあります。残り時間が急に減る

ドアが開かない

●表示時間は目安です。（衣類の種類や量、排水状態、水温、室温、水道水圧、衣類の片寄りの修正
具合などにより、実際の運転時間は変わります。）

●脱水運転中は、排水や衣類の片寄りの修正、風合いよく仕上げるために衣類をほぐしたりするた
め表示時間と実際の運転時間は異なります。

残り時間より
運転時間が長い

●洗濯中に水量が少なくなると、自動的に水が補給されます。
●泡が多量に発生すると、排水→給水を繰り返して泡を減らします。

洗い運転中に
給水する、排水する

●水栓を開いていますか。
●すすぎの行程は、最初に脱水を行ってから給水します。
●ドラム内に水が残っている場合は、排水→脱水後に給水します。

すすぎの運転から
設定したのに
給水が始まらない

●運転中は安全のためドアがロック（　 が点灯）されます。→P8
●一時停止しても、　の表示が消えるまではドアロックが解除されません。
●チャイルドロック中（　 が点灯）ではありませんか。→P8
●予約運転中ではありませんか。
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こんなとき おたしかめください（原因）

そ
の
他

●工場での性能テストの残水で、不良や故障ではありません。初めて使用するのに
排水ホースから水が出た

●脱水時にドラムのバランスを取るために入れてある液体の音です。（残水の音ではありません。）ドラムを揺らすと
水の音がする

●金属物（鍵、ヘアピンなど）などの異物がドラム内に入っていませんか。
●洗濯中に「ブーン」と音がする。→循環ポンプの音です。
●運転中に「キュッ」や「キュキュッ」と音がする。→ドラムが反転するときの音です。
●運転中に「キーン」と音がする。→脱水運転などドラムが高速回転するときのモーター音です。
●運転中に｢ギシギシ｣音がする。→ドラム低速回転時に内部の洗濯物が落下する時の衝撃音です。

運転中に変な音がする

●運転中に停電した場合は、ドアはロックされたままになります。停電中に洗濯物を取り出すとき
は、下記手順でドラム内の水を排水してからドアロックを解除してください。

※ドラム内に残水があるときは、停電時ドアロック解除レバーに触らないでください。

停電時にドアが開かない

①水受け用の容器を用意し、排水フィルターの
カバーを開ける

②非常用排水管を取り出し、先端のキャップを
外して容器に排水する

③水が出なくなったら、非常用排水管の先端に
キャップをしっかりはめて元の位置に戻す

④停電時ドアロック解除レバーをドライバーな
どで下に引いて、ドアロックを解除する

こんな表示が出たらこんな表示が出たら
●排水ホースを排水口に差し込んでいますか。　●排水ホースがつぶれていませんか。
●排水ホースの口がふさがれていませんか。→P45　
●排水ホースの先端が水につかっていませんか。　●排水の位置が高くなっていませんか。→P45

（排水しない）

●水栓を開いていますか。　●給水ホース接続口の網にゴミなどが詰まっていませんか。→P41
●凍結していませんか。　●断水していませんか。　●水道水圧が低くありませんか。（給水しない）

表示（内容） おたしかめください（原因）

（途中で止まる）

●運転終了のお知らせです。表示されてから約２分後に電源が切れます。

●ドアは閉まっていますか。

●ドラム回転中にドアを開けようとしていませんか。→一時停止した場合は回転が止まるまでお待ちください。
●一時停止時に、水位が高いときにドアを開けようとしていませんか。→脱水のみを行って水位を下げてくだ
さい。
●一時停止時に、水温が高いときにドアを開けようとしていませんか。→水温が下がるまでお待ちください。

●洗濯物が片寄っていませんか。
●本体の据え付けが正しく行われていますか。→P49（水平に設置する）（脱水しない）

（ドアロック）

●点検や修理が必要です。電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点
検・修理を依頼してください。     、     、     、

        など

（運転終了）

停電時
ドアロック
解除レバー

非常用
排水管

キャップ
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長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
理容院、美容院、ホテル、病院や寮など一般家庭に比べて1日の使用回数が多い場合は、短期間で部品（モータ、軸受け
などの機構部品）の交換が必要になることがあります。耐久年数も減少します。
このようなご使用の場合は、保証期間の対象になりません。
販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

＜設計上の標準使用期間とは＞

【製造年】 本体に西暦4桁で表示してあります

【設計上の標準使用期間】  7年
設計上の標準使用期間を超えて使用され
ますと、経年劣化による発火・けが等の事
故に至るおそれがあります。

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあること
を注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられ
た右記の内容の表示を本体に行っています。

標準的な使用条件（右表）の下で使用した場合に、安全
上支障がなく使用することができる標準的な期間として
設計上設定される期間です。（消安法第３２条の３）
メーカー無償保証期間とは異なるものですのでご注意くだ
さい。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

＜ご注意下さい＞
本製品を右記の標準的な使用条件を超える使用頻度
や異なる使用環境などでお使い頂いた場合においては、
設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるお
それが多くなることが予想されますので、製品に表示し
ている点検期間よりも早期に点検を受けましょう。
具体的な点検時期は、相談窓口にお問い合わせください。
製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるな
ど、右記の標準使用条件と異なる環境でご使用された場合
も設計標準使用期間の到来前に経年劣化等による重大事
故発生のおそれが高まることが予想されますが、このような
ご使用は、お控えいただくようお願いいたします。

＜経年劣化とは＞
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

負荷条件

環境条件

区 分

使用時間
及び回数

単相100V
50/60Hz

20℃
65％

標準容量
標準コース

0.03～0.8MPa
20℃±15℃

1.5回
標準コースの時間

365日
1.5回×365日=547.5回/年

条 件項 目

■標準的な使用条件  日本工業規格 JIS C 9921-4による

電 源 電 圧
周 波 数
温 度
湿 度
負 荷
コ ー ス
給 水 圧 力
給湯・給水温度
1日の平均使用回数
1 回 の 使 用 時 間
1年間の使用日数
1年間の使用回数

仕様仕様
ドラム式電気洗濯機

AC 100V　50-60Hz共用

9.0kg（乾燥布質量）

ドラム式

230W

600W

種 　 類

電 　 源

洗濯・脱水容量

洗 濯 方 式

定 格 消 費 電 力

電熱装置消費電力

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

※家庭用品品質表示法による表示（奥行は給水ホースの継手、排水ホースなどを含む最大寸法）

0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm2）

22L

71L

幅595×奥行き640×高さ860mm

78kg

1.9m

使 用 水 道 水 圧

標 準 水 量

標 準 使 用 水 量

外 形 寸 法 　

質 　 量

電 源 コ ー ド

※
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長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
理容院、美容院、ホテル、病院や寮など一般家庭に比べて1日の使用回数が多い場合は、短期間で部品（モータ、軸受け
などの機構部品）の交換が必要になることがあります。耐久年数も減少します。
このようなご使用の場合は、保証期間の対象になりません。
販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

＜設計上の標準使用期間とは＞

【製造年】 本体に西暦4桁で表示してあります

【設計上の標準使用期間】  7年
設計上の標準使用期間を超えて使用され
ますと、経年劣化による発火・けが等の事
故に至るおそれがあります。

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあること
を注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられ
た右記の内容の表示を本体に行っています。

標準的な使用条件（右表）の下で使用した場合に、安全
上支障がなく使用することができる標準的な期間として
設計上設定される期間です。（消安法第３２条の３）
メーカー無償保証期間とは異なるものですのでご注意くだ
さい。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

＜ご注意下さい＞
本製品を右記の標準的な使用条件を超える使用頻度
や異なる使用環境などでお使い頂いた場合においては、
設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるお
それが多くなることが予想されますので、製品に表示し
ている点検期間よりも早期に点検を受けましょう。
具体的な点検時期は、相談窓口にお問い合わせください。
製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるな
ど、右記の標準使用条件と異なる環境でご使用された場合
も設計標準使用期間の到来前に経年劣化等による重大事
故発生のおそれが高まることが予想されますが、このような
ご使用は、お控えいただくようお願いいたします。

＜経年劣化とは＞
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

負荷条件

環境条件

区 分

使用時間
及び回数

単相100V
50/60Hz

20℃
65％

標準容量
標準コース

0.03～0.8MPa
20℃±15℃

1.5回
標準コースの時間

365日
1.5回×365日=547.5回/年

条 件項 目

■標準的な使用条件  日本工業規格 JIS C 9921-4による

電 源 電 圧
周 波 数
温 度
湿 度
負 荷
コ ー ス
給 水 圧 力
給湯・給水温度
1日の平均使用回数
1 回 の 使 用 時 間
1年間の使用日数
1年間の使用回数

仕様仕様
ドラム式電気洗濯機

AC 100V　50-60Hz共用

9.0kg（乾燥布質量）

ドラム式

230W

600W

種 　 類

電 　 源

洗濯・脱水容量

洗 濯 方 式

定 格 消 費 電 力

電熱装置消費電力

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

※家庭用品品質表示法による表示（奥行は給水ホースの継手、排水ホースなどを含む最大寸法）

0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm2）

22L

71L

幅595×奥行き640×高さ860mm

78kg

1.9m

使 用 水 道 水 圧

標 準 水 量

標 準 使 用 水 量

外 形 寸 法 　

質 　 量

電 源 コ ー ド

※
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修理料金は、技術料･部品代･出張料などで構成されています。
診断･故障個所の修理および部品交換･調整･修
理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術
者を派遣する場合の費用です。

技術料

修理に使用した部品および補助材料代です。部品代

出張料

修理料金の仕組み

保証とアフターサービス保証とアフターサービス

■”お客さまご相談窓口”における個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用
います。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。（業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合を除く。）

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監
督をいたします。

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買
い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお
読みのあと、大切に保存してください。

お買い上げ日から1年間（本体）

保 証 期 間

保証書（別添付）

修理を依頼されるとき

保証期間を過ぎているときは

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有
料で修理させていただきます。当社は、この洗濯機の補
修用性能部品を製造打切後6年保有しております。
（注：補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた
めに必要な部品です。）

保証期間中は

51、52ページの表に従ってお確かめください。それで
も異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグ
を抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。
なお、衣服の補償など製品修理以外の責任はご容赦く
ださい。

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありま
すのでご了承ください。

■まずは、お買い上げの販売店へ…

商品についての全般的なご相談

商品の修理サービスについてのご相談

総合相談窓口：

365日 9:00～18:30受付時間

月曜日 ～ 金曜日
土曜・日曜・祝日

9:00～18:30
9:00～17:30受付時間

お客さまご相談窓口

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの
販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口に
お問い合わせください。

※FAXでご相談される場合

修理相談窓口：

固定電話からは 0120-865-812

携帯電話・PHSからは 0570-020-812（有料）

固定電話からは 0120-982-540

携帯電話・PHSからは 0570-010-540（有料）

0570-013-791（有料）
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お客様メモ（後日のために、記入されると便利です）
　　　年　　　月　　　日 JW-TD90SA品　　　番お 買 い 上 げ 日

販 売 店 名
お客様ご相談窓口

電源コード、プラグが異常に熱い
電源コードに深いキズや変形がある
焦げくさいにおいがする
運転中に異常な音や振動がする
洗濯機に触れるとビリビリ電気を感じる
その他異常や故障がある

愛情点検 ★長年ご使用の『洗濯機』の点検を！

このような症状は
ありませんか？

このような症状のときは、
ご使用を中止し、事故防止
のため電源プラグを抜い
て、必ず販売店に点検をご
依頼ください。

廃棄時にご注意ください
2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様が
ご使用済みの洗濯機を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等
の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引
き渡すことが求められています。

549083C(2208)
ハイアールジャパンセールス株式会社 〒532-0003  大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F

■別売部品
ご要望の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

部品 希望小売価格（税込）部品コード

真下排水パイプ
排水口が本体真下中央部にあるときに

給水延長ホース
付属の給水ホースでは短い場合に

１ｍ

２ｍ

３ｍ

排水ホース補修キット（長さ1.34m）
排水ホース、ホースつぎ手、ホース口、ホースバンド、接着剤

給水栓ジョイント CB-J6
水漏れ防止機能付き

壁ピタ水栓 CB-L6
水漏れ防止機能付き

301 0 3224 00100

301 0 3275 24900

301 0 3275 25000

301 0 3275 25100

S114755

301 0 3470 25000

301 2 3450 00100

1,320円

1,870円

2,420円

2,860円

1,870円

2,640円

7,150円

※価格は予告なく改定されることがあります。ご了承ください。

希望小売価格は2022年3月現在

※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。


