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1. はじめに
エレクトロラックスの食器洗い機をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
エレクトロラックスでは、何十年にもわたり家電製造を行い、改善を加えてきました。お買い
上げいただいた製品は、デザイン性が高く、さまざまな工夫が凝らされており、お客様のこと
を考えた製品となっております。使うたびに、使い心地にご満足いただける製品です。エレク
トロラックスの製品をどうぞ末永くご愛用ください。

•	 本製品を設置する前に、本製品に付属されている「設置マニュアル」を必ず読み、使用する
前にこの取扱説明書を必ずしっかりお読み下さい。
•	 誤った取り付け方法、誤った使用方法で生じた身体的な障害、物理的な損害など、全ての不
具合においてエレクトロラックス・ジャパン株式会社は責任を負いません。
•	 この取扱説明書は、不明な点がある場合などにすぐにお読み頂ける様に、必ず手の届く場所
に保管してください。
•	 この取扱説明書の巻末に、製品保証書があります。「アフターサービスおよび修理規定」
（P.41）をよくお読みいただき、PNC、シリアルナンバー、お買い上げ日の分かる書類と
一緒に大切に保管してください。
•	 この取扱説明書には、製品に不具合が生じた際、修理依頼窓口にお問い合わせいただく前に、
ご自分で不具合を解決するための点検方法が記載されています。	
お問い合わせの前に「故障かな？と思ったら」（P.32）をご覧いただき、点検をしても改
善が見込めない場合は、給水栓を閉め、本製品の電源を切り、お買い上げの販売店または弊
社修理依頼窓口にご相談ください。

 警告

点検後も正常に動かなかったり、明らかに異常がある場合は給水栓を閉めて電源プラグを
抜くか専用ブレーカーを落とし安全を確保する
火災・事故・ケガ・感電・故障の恐れがあります。お買い求めの販売店にご連絡ください。
修理技術者以外は分解や改造および修理をしない
技術者以外の方が修理等を行う事はとても危険です。お買い求めの販売店にご連絡くださ
い。
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2. 安全情報
本製品の設置とご使用の前に、付属の説明書をよくお読みください。設置および使用が正しく行
われなかった場合の故障や事故については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管してください。

2.1 お子様と弱者の安全のために
•	 8 歳以上のお子様、ならびに身体能力、感覚能力、または知力に障害をお持ちの方、経験や
知識の少ない方については、本製品を安全に使用する方法についての監督または説明を受け、
本製品の危険性を理解されている場合に限り、ご使用いただけます。
•	 3 歳～7歳までのお子様、ならびに非常に広範囲に複雑な障害をお持ちの方は、常に付添い
者がいない場合は、本製品に近づかないでください。
•	 3 歳未満のお子様は、常に付添い者がいない場合は、本製品に近づかないでください。
•	 お子様が本製品を使って遊ばないようにしてください。
•	 洗剤はお子様の手の届かないところに保管してください。
•	 ドアが開いているときは、お子様やペットが本製品に近づかないようにしてください。
•	 お子様は、付添い者なしに本製品の掃除やメンテナンスをしないでください。

2.2 安全にお使いいただくために
•	 必ずご使用になる前に「安全情報」（P.4）および「安全上のご注意」（P.5 ～）を
お読みください。
•	本製品は、一般家庭で使用する事を想定して設計されています。	
業務用途、医療施設、介護施設などでは使用できません。
•	 本製品の仕様を変更しないでください。
•	 動作水圧（最小および最大）は、必ず0.5（0.05）～8（0.8）bar（MPa）の範囲でご使
用ください。
•	 本製品の最大容量は13人分の食器セットです。必ず守ってください。
•	 電源コードが破損している場合は、危険を防ぐために、製造元、弊社修理相談窓口、サービ
スセンターまたは同等の修理技術者が必ず交換してください。
•	 カトラリーは、先端を下に向けてカトラリーバスケットに入れるか、または先端を下に向け
て下段バスケットに寝かせて入れてください。
•	 誤って踏んでしまう恐れがあるため、本製品のドアを開いたままにしないでください。
•	 お手入れの際は、本製品の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
•	 高圧水スプレーや蒸気を使用して本製品を掃除しないでください。
•	 本製品の底部に通気口がある場合は、カーペットなどで覆わないでください。
•	 本製品を給水栓に接続するときは、付属の新しいホースセットを使用してください。古いホー
スセットは再使用しないでください。
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3. 安全上のご注意
3.1 安全にお使いいただくために
•	 ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
•	 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害
や損害を未然に防止するためのものです。	
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをす
ると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。	
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	警 告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

	注 意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合。

（絵表示の例）
	記号は、危険・警告・注意を促す内容を表しています。
図の中に具体的な注意内容が示されています。
	記号は、禁止の行為を表しています。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が示されています。
	記号は、行為を強制したり指示したりする内容を表しています。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い）が示されています。

警 告
本製品は一般家庭で使用することを想定して設計されています
業務用途、医療施設、介護施設などでは使用できません。一般家庭以外での使用にお
ける故障は、アフターサービスなどの対象外となります。

200V コンセントは単独で使う
200Vコンセントは、一つのブレー
カーに1つしか取り付けられません。
分岐して複数個の製品を使用すると、
分岐部から発火して火災になる恐れ
があります。

壁コンセントにはアース工事が必要
200V コンセントの設置には、専
用ブレーカーから電源とアースを
200V20Aコンセントまで配線する
必要があります。この作業は有資格者
のみ行うことができる工事です。

電源コードの取扱いに注意する
改造しない、交換しない、傷つけない、
固定しない、束ねない、破損させない、
無理に曲げない、引っ張らない、ね
じらない、重い物を乗せたり挟み込
んだりしない、製品で押しつけない、
製品の上や下や側面に押し込まない
でください。火災・事故・ケガ・感電・
故障の恐れがあります。

電源コードや電源プラグが痛んだり、
コンセントの差し込みがゆるい時は、
電源プラグを抜くか専用ブレーカーを
切り安全を確保する
火災・事故・ケガ・感電・故障の恐れ
があります。技術者以外の方が修理等
を行う事はとても危険ですのでお買い
上げの販売店にご連絡ください。
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警 告
設置前に運搬による破損がないか、製品を確認する
破損した電気製品は決してコンセントに繋がないでください。破損がある場合にはお
買い上げの販売店にご連絡してください。

単相 100V で使用しない・海外で使
用しない
動作しません。そのままにしておく
と火災・故障の恐れがあります。

電源プラグの刃および刃の取付面にほ
こりが付着している場合は、よく拭い
て埃を取る
火災・故障の恐れがあります。

浴室や屋外や湿気の多い場所には据
え付けない
火災・事故・ケガ・感電・故障の恐
れがあります。

電源プラグをコンセントから抜く時
は、必ずプラグを持つ
電源コードは引っ張らないでくださ
い。火災・事故・ケガ・感電・故障の
恐れがあります。

本体各部に直接水をかけない
火災・事故・ケガ・感電・故障の恐
れがあります。

濡れた手で電源プラグをコンセントか
ら抜き差ししない
事故・ケガ・感電・ショートの恐れが
あります。

長期間使用しない時は、必ず給水栓
を閉じ、電源プラグをコンセントか
ら抜くか、専用ブレーカーを落とす
絶縁劣化による感電や漏電火災の原
因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコン
セントから抜くか、専用ブレーカーを
落とす
事故・ケガ・感電・ショートの恐れが
あります。

運転中は扉を開けない
高温の湯気が出てやけどをすること
があります。また、食器に手を触れ
るとやけどをすることがあります。

運転前に庫内に食器類以外の物が入っ
ていないことを必ず確認する
スプレー缶、ライター、引火性溶剤・
ペット等が入っている状態で運転をす
ると、火災・事故・ケガ・感電・故障
などの恐れがあります。

火のついたローソク・蚊取り線香・
たばこなどの火気を近づけない
火災・故障・変形の恐れがあります。

運転中に衝撃を与えない
火災・水漏れ・感電・故障の恐れがあ
ります。

日本語が読めない方や取扱説明書の理解が出来ない方は本製品の使用を行わないよう
に注意する
火災・事故・水漏れ・故障の恐れがあります。
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警 告

お子様に庫内をのぞかせたり製品で
遊ばせたりしない
庫内に残った水は洗剤等が残留して
いる可能性があります。死亡・事故・
ケガ・やけど・故障の恐れがあります。

ドアの開閉などによるはさみ込みや接
触に注意
指や手足などをドア、ヒンジなどには
さまれると、ケガをする恐れがありま
す。
小さなお子様やペットがいる場合は
AirDry 機能をOFFにするなどの設定
をお願い致します。

子供だけで使わせたり、幼児の手の
届くところで使わない
事故・ケガ・やけど・故障の恐れが
あります。

ドアにぶら下がらない、開いたドアに
触らない
ケガ・やけど・故障の恐れがあります。

製品の梱包材はお子様の近くに置か
ない
ビニール・発泡スチロール・段ボー
ルなどの梱包材は、お子様にとって
窒息事故・ケガの恐れがあります。

ドアに負荷をかけない
ドアに寄りかかったり、開いているド
アの上に重量を加えたり、腰かけるこ
とはしないでください。ケガ・やけど・
漏水・ヒンジの破損・故障の恐れがあ
ります。

洗剤やリンス剤はお子様の手が届か
ない場所に置く
誤飲すると事故の恐れがあります。

本製品と周囲の隙間に小動物が入らな
いようにする
小動物が電気配線やホースをかじるこ
とで、感電・水漏れ・故障の恐れがあ
ります。

庫内には触れない
運転中または、運転終了後約 60分
間は絶対に槽に触れないでください。
やけどの恐れがあります。

使わない時は扉を閉める
食器洗い機の扉は、開いた扉につまず
いたり、ケガを防ぐために食器を出し
入れするとき以外は常に閉めておくよ
うご注意ください。

庫内や食器の温度に気をつける
食器の取り出し、フィルターの掃除、
お手入れは運転終了後約60分以上
経過してから行ってください。
食器破損、やけどの恐れがあります。

リサイクルに出すときにはドアパッキ
ンをはずす
お子様が閉じ込められると、死亡・事
故・ケガの恐れがあります。
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注 意
設置者は「設置マニュアル」に従っ
て取り付ける
設置の条件や配置のしかた、また電
源や給水接続などは、「設置マニュア
ル」に記載された指示を守って行っ
てください。

設置者は設置完了後に「設置マニュア
ル」のチェックリストに従い確認する
設置不良で発生した火災・水漏れ・故
障は弊社では保証いたしません。

カーペット床への設置はしない
確実な固定が出来ない事から火災・
水漏れ・故障の恐れがあります。故
障時のサービスメンテナンスもでき
ません。

使用場所が 0℃以下になる場所では使
用しない
凍結により、故障や水漏れの恐れがあ
ります。

本体前面には十分なスペースを確保
する
ドアの開閉がスムーズに出来なかっ
たり、緊急排水が出来なくなったり、
故障時のサービスメンテナンスがで
きなくなります。

設置場所に注意
ガスレンジや電気コンロなど熱を発散
する機器のそばに設置する場合、耐熱
板で食器洗い機との間を仕切り、保護
してください。火災や故障の恐れがあ
ります。

取付前に、全ての梱包材とホース類
のホルダーを外して設置する
そのままご使用にはなれません。設
置時に必ず「設置マニュアル」を確
認して取り外してください。

動作前に必ず給水栓を開いて給水ホー
スの接続を確認する
設置時にネジが緩んでいると、水漏
れの恐れがあります。

取付後、全てのホース・ケーブルが
はさまれていたり押されていない事
を確認する
そのまま使用すると本製品が破損し
故障します。設置時には必ずマニュ
アルを確認してください。

使っていないときも電源コードは抜か
ない
水漏れ防止システムを搭載してますの
で、電源コードを抜いたり専用ブレー
カーを落としてしまうと水漏れを防ぐ
機能が働きません。

家庭用食器類／鍋類以外は洗わない
食器類／鍋類の劣化／破損・本体の
故障の恐れがあります。

食器洗い機専用の洗剤／リンス剤を使
用する
一般の台所洗剤では泡が異常発生し、
水漏れ・故障の恐れがあります。
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3.2 食器類についての注意

ナイフ・フォーク・はしなどは、カトラリーバスケットに並べて入れ、洗浄してくだ
さい。上段および下段のバスケットに入れると、洗浄中にスプレーアームに接触し、
洗い上がりが悪くなることがあります。

以下の食器は食器洗い機では洗わないでください。
•	 漆器類
•	 アルミニウム食器
•	 高級クリスタルグラス／着彩されたクリスタルグラス
•	 木製、角製、磁器製または貝製のグリップの付いたナイフ・フォーク類
•	 耐熱性のないプラスチック製品
•	 耐熱性のない接着剤で接続された食器またはナイフ・フォーク類
•	 錫・銅製品
•	 錆びやすいスチール製品
•	 木製大皿
•	 工芸品
•	 合成繊維で作られている製品

条件付きで洗える食器
•	 ストーンウェア（炻器）は、「食器洗い機洗浄可能」と表示されている場合にのみ、
食器洗い機で洗ってください。
•	 うわぐすりによる模様は、食器洗い機で頻繁に洗うと色が褪せてしまう場合があり
ます。
•	 銀・アルミニウム部品は、洗浄の際に変色する傾向があります。卵白、卵黄、から
し等が銀製品に付着すると変色あるいはしみを生じることがあります。食後すぐに
銀製品を洗わない場合は、すみやかに付着汚れを取り除くことをおすすめします。
•	 グラスの中には、何度も洗うと曇りを生じるものがあります。
•	 プラスチック製品は乾燥の仕上がりが弱くなります。

食器類を購入する場合は、食器洗い機で洗えるかどうかをご確認ください。
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3.3 設置

 警告

設置は必ず「設置マニュアル」を良く読んでから行ってください。

•	 梱包材をすべて取り外してください。
•	 破損している場合は、設置または使用しないでください。
•	 使用場所の温度が0℃未満になる場所では、設置または使用しないでください。
•	 本製品は重いため、動かすときは常にご注意ください。常に安全手袋とつま先の開いていな
い安全な靴を使用してください。
•	 本製品が、確実に固定されている安全なキャビネット内へ設置されるか、事前にご確認くだ
さい。

3.4 電気接続

 警告

火災や感電の危険があります。

•	 機器は必ず接地（アース接続）してください。
•	 銘板のパラメータが、主電源の電気定格と適合しているかご確認ください。
•	 必ず正しく取り付けられた耐震コンセントを使用してください。
•	 マルチプラグアダプターや延長ケーブルは使用しないでください。
•	 電源プラグと電源ケーブルが損傷しないようにご注意ください。
•	 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するため、修理技術者のみが交換を
行います。必ず弊社修理依頼窓口に交換依頼を行ってください。
•	 設置が終わるまで、電源プラグをコンセントに接続しないでください。また、設置後には電
源プラグが目視で確認および点検出来る場所にあるか、必ずご確認ください。
•	 本製品を電源から切り離すときは、電源ケーブルを引っ張らないでください。必ず電源プラ
グを持って抜いてください。
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3.5 給水接続
•	 給水ホースが損傷しないようにしてください。
•	 新しいパイプ、長時間使用していないパイ
プ、修理作業が行われたパイプ、または新
しい機器（水道メーターなど）に接続する
場合は、接続する前に、水がきれいで透明
になるまで水を流してください。
•	 本製品を初めて使用される場合は、使用中
および使用後に、漏水がないことを目視確
認してください。
•	 給水ホースには、安全弁と内部電源ケーブ
ルを備えたシースがあります。

 警告 危険電圧

電磁弁付き給水ホースに示された上記のマークは、危険な電圧が掛かる事を示しています。
•	 電磁弁付き給水ホースの取り付けには十分ご注意ください。
•	 電磁弁付き給水ホースを絶対に水に濡らさないでください。感電のおそれがあります。
•	 電磁弁付き給水ホースが破損している場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜き、
絶対にそのまま使用する事を避け、弊社修理依頼窓口までご連絡頂き、電磁弁付き給水
ホースの交換を依頼してください。	
弊社修理依頼窓口の連絡先は、本取扱説明書の「修理に関するご相談・お申し込みは」

（P.42）に記載されております。

•	 本製品を取り付ける時に、必ず電磁弁付き給水ホース、排水ホース、電源コードおよび
プラグが潰れていたり、破損していないかを確認してください。
•	 水漏れを防ぐため、必ず水道栓、スクリュージョイント、電磁弁付き給水ホースがそれ
ぞれしっかり取付けされているか確認してください。
•	 初めて本製品を使用する場合は、各接続部、電磁弁付き給水ホース、排水ホースから水
が漏れていないか、一次側給水栓を開けて、試運転を行いながら確認をしてください。
•	 電磁弁付き給水ホースは二重シース構造となり、給水ホース、電源ケーブル、電磁弁な
どを内部に備えています。
•	 給水ホース内に水が流れる時のみ水圧がかかります。なお、給水ホース内部で水が漏れ
ている場合、漏水検知機能が働き、給水を停止させ、排水工程が強制的に行われるよう
になっています。
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3.6 初めてお使いになる前に
•	 運送中の損傷を防ぐため、かご類は固定されていますので、固定用のプラスチックをすべて
取り外してください。
•	 食器洗い機内の梱包品は全て取り出してください。
•	 電源コードや給水ホース、排水ホースなどの各接続が正しく行われていることを確認してく
ださい。詳しくは、付属の「設置マニュアル」をご覧ください。

3.7 ご使用前に行うこと
本製品をご使用になる前に、水道栓を開き、本製品の中に残留している製造工程で生じたゴミ
などを取り除く為に、強力洗浄コース（弊社推奨）を行ってください。このとき食器洗い機用
洗剤などは投入せず、バスケットにも何も入れないでください。

3.8 経済的に、環境に配慮してお使いいただくために
本製品は洗う食器の量が多くても洗浄が可能です。
•	 洗浄の際は食器類を正しくセットし、庫内を満たした状態で洗ってください。
•	 洗浄コースは食器類の種類および汚れの度合いに応じて、適切に選択してください。
•	 汚れた食器類を軽く水で洗い流す（下洗い）必要はほぼありません。※	

食べ残しを取り除いてそのまま庫内へ入れてください。汚れた食器類で庫内を満たし、適切
なコースで洗浄することが最も経済的です。
※		鍋やフライパンなどの食品の焦げつきは、軽く下洗いが必要となる場合があります。

•	 洗剤、リンス剤は使用表示量に従い、必要以上に使用することは避けてください。
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4. 各部の名称

5 4679 8

12 

2 3

11  10 

1

	 トップスプレーアーム
	 上部スプレーアーム
	 下部スプレーアーム
	 ゴミフィルター
	 銘板
	 塩コンテナ（日本では使用しません）

	 排気口
	 リンス剤用ディスペンサー
	 洗剤用ディスペンサー
	 カトラリーバスケット
	 下段バスケット
	 上段バスケット

5. 操作パネル
1 2 3 4

	 電源ボタン
	 洗浄コースボタン

	 タイマー予約ボタン
	 インジケーター

：塩投入お知らせランプ※

：リンス剤投入お知らせランプ※

：終了ランプ※

※このランプは運転中は表示されません。
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5.1 インジケーター

インジケーター 説明

塩投入お知らせランプ。塩コンテナ（日本では使用しません）に補充
が必要なときに点灯します。
リンス剤投入お知らせランプ。リンス剤用ディスペンサーに補充が必
要なときに点灯します。
終了ランプ。コースが完了したら点灯します。

6. 洗浄コース

コース 汚れの程度
食器の種類

工程

1） •	 普通の汚れ
•	 食器類とカトラリー

•	 予備洗い
•	 本洗い50℃
•	 すすぎ
•	 乾燥

2） •	 ひどい汚れ
•	 食器類、カトラリー、鍋類、フ
ライパン類

•	 予備洗い
•	 本洗い70℃
•	 すすぎ
•	 乾燥

3） •	 普通の汚れ
•	 食器類とカトラリー

•	 予備洗い
•	 本洗い65℃
•	 すすぎ
•	 乾燥

4） •	 付いたばかりの汚れ
•	 食器類とカトラリー

•	 本洗い60℃
•	 すすぎ

5） •	 あらゆる汚れ •	 予備洗い

1）	このコースでは、最も効率的な水使用量と電力消費量で、普通の汚れの食器とカトラリーを洗います。（試験機
関の標準コースです）

2）	このコースは、ひどい汚れの食器・調理器具を、高水圧および高温で洗うように設計されています。
3）	このコースは、普通の汚れの食器類を洗うように設計されています。
4）	このコースは、付いたばかりの汚れまたは軽い汚れ用に設計されており、許容量の全量または半量の食器類を
洗えます。短時間で手早く洗い上げます。

5） このコースは、残菜を食器からすばやく洗い流すことで、庫内で悪臭が発生するのを防ぎます。このコースで
は洗剤を使用しないでください。
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7. 設定
7.1 コ ー ス 選 択 モ ー ド と

ユーザーモード
コース選択モードになっている場合は、コー
スを設定してユーザーモードに切り替えるこ
とができます。
ユーザーモードで使用できる設定
•	 水硬度に応じた硬水軟化剤のレベル。
•	 リンス剤補充通知の有効化と無効化。
•	 必要量に応じたリンス剤レベル。
•	 コース終了時のブザー音の有効化と無効
化。
•	 AirDry の有効化と無効化。
設定は本体に保存されるため、毎回設定する
必要はありません。

 ■ コース選択モードの設定

コースの表示ランプが点灯してい
るときだけ、本製品はコース選択モードにな
ります。
有効にすると、本製品はデフォルトでコース
選択モードになります。コース選択モードに
ならない場合は、以下の手順を試してくださ
い。

 ■ 選択したコースをキャンセル
する

本製品がコース選択モードになるまで、
と を同時に押し続けます。

 ■ ユーザーモードに切り替える
には

本製品がコース選択モードになっているかご
確認ください。
ユ ー ザ ー モ ー ド に 切 り 替 え る に は、

、 、 、 、
の表示ランプが点滅するまで、 と

を同時に押し続けます。

6.1 水使用量と電力消費量のめやす

コース 1） 水量（リットル） 電力（kWh） 運転時間（分）

10.5 1.039 235

12.5	～	14.5 1.4	～	1.7 170	～	190

14 1.7 190

10 0.9 30

4 0.1 14

1）	水圧と水温、主電源、オプションおよび食器量の違いにより、値が変動する場合があります。
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7.2 硬水軟化剤

 ■ 塩コンテナの使用設定
※  日本では使用しませんが、初期設定で必

ず設定レベルを 1（表示ランプで 1 回点
滅 + 一時停止 +1 回点滅…）にしてくだ
さい。以下に続く「硬水軟化剤の設定」
に設定方法が記載されています。

 ■ 硬水軟化剤の設定
本製品がユーザーモードになっているかご確
認ください。

1. 	を押します。
•	 、 、 、 の表示ラ
ンプがオフになります。

•	 表示ランプ は点滅したままで
す。

•	 終了ランプ が点滅し始めます。
点滅回数によって、現在の硬水軟化剤
の設定を示しています（例えば、5回
点滅+一時停止+5回点滅…=レベル
5となります）。

2. 	 を繰り返し押すと、設定を変
更できます。 ボタンを 1 回
押すごとに、レベル番号が増えます。	
レベル 10に達すると、レベル1からカ
ウントが再び開始されます。

3. 電源ボタンを押して電源を切ると、設定
が保存されます。

7.3 リンス剤補充通知
リンス剤を使用すると、洗い上がりの食器に
水滴跡やシミを残さずに乾燥仕上げができま
す。
リンス剤は、高温すすぎ工程中に自動的に投
入されます。
リンス剤用ディスペンサーが空になった場
合、リンス剤投入お知らせランプが点灯して、
リンス剤を補充するように通知されます。
マルチタブレットのみを使用されている場合
で、乾燥仕上がりが満足できるものであれば、
リンス剤補充通知を無効にすることもできま
す。ただし、乾燥仕上がりで最大限の効果を
得るには、常にリンス剤を使用してください。
標準洗剤またはマルチタブレットでリンス剤
を使用しないものを使用されている場合は、
通知を有効にして、リンス剤投入お知らせラ
ンプを有効な状態にしておいてください。

 ■ リンス剤補充通知を無効にす
るには

本製品がユーザーモードになっているかご確
認ください。

1. 	を押します。
•	 表示ランプ 、 、 、

がオフになります。

•	 表示ランプ は点滅したままで
す。

•	 終了ランプ は現在の設定を表示
します。

	- 終了ランプ がオンの場合は、
リンス剤補充通知が有効です。

	- 終了ランプ がオフの場合は、
リンス剤補充通知は無効です。

2. 	を押して設定を変更します。
3. 電源ボタンを押して電源を切ると、設定
が保存されます。
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7.4 リンス剤レベル
リンス剤の投入量は、レベル1（最小量）～
レベル6（最大量）まで設定可能です。レベ
ル0に設定するとリンス剤用ディスペンサー
の機能が停止し、リンス剤は投入されません。
工場出荷時設定はレベル4になっています。

 ■ リンス剤レベルを設定するに
は

本製品がユーザーモードになっているかご確
認ください。

1. 	を押します。
•	 表示ランプ 、 、
、 がオフになります。

•	 表示ランプ は点滅したままです。
•	 終了ランプ が点滅し始めます。
点滅回数によって、現在の設定を示し
ています（例えば、4回点滅+一時停
止+4回点滅…=レベル4となります）。
	- リンス剤のレベル範囲は 0～ 6で
す。
	- レベル0はリンス剤が使用されてい
ないことを意味します。この場合は、
終了ランプ はオフのままです。

2. 	を繰り返し押すと、設定を変更できま
す。 を1回押すごとにレベル番号が
上がります。レベル6に達すると、レベ
ル1からカウントが再び開始されます。

3. 電源ボタンを押して電源を切ると、設定
が保存されます。

7.5 ブザー音
本製品の誤動作が発生すると、ブザー音が鳴
ります。このブザー音を無効にすることはで
きません。
誤作動時のブザーとは別に、コースが終了し
たときに鳴るブザー音があります。初期設定
（工場出荷時）では、このブザー音は無効に
なっていますが、有効にすることもできます。

 ■ コース終了時に鳴るブザー音
設定の有効／無効について

本製品がユーザーモードになっているかご確
認ください。

1. 	を押します。
•	 表示ランプ 、 、
、 がオフになります。

•	 表示ランプ は点滅したままです。
•	 終了ランプ は現在の設定を表示
します。

	- 終了ランプ がオンの場合は、
ブザー音は有効です。

	- 終了ランプ がオフの場合は、
ブザー音は無効です。

2. 	を押して設定を変更します。
3. 電源ボタンを押して電源を切ると、設定
が保存されます。

ブザー音は、コース終了後、操作しな
かった場合、約5分後に「オートオフ
機能」（P.27）で自動的に消えます。
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7.6 AirDry
AirDry は、電力消費を抑えて乾燥仕上がり
を向上させます。
本製品は消費電力を抑える「余熱乾燥方式」
を採用しています。
乾燥工程になるとドアが自動的に少し手前に
開き、最後のすすぎ工程で発生した熱い蒸気
を逃がします。
ドアが開くことで冷やされた庫内と、余熱の
残った温かい食器との温度差で空気に自然対
流が起こり、余熱乾燥の効果が高まります。
この機能は予備洗浄を除くすべてのコースで
設定できます。更に効果を高めるために、リ
ンス剤の使用をお勧めします。

乾燥工程の間にドアが自動的に開き、
そのまま少し開いた状態に保たれます。

 注意

•	 自動的に開いてから2分以内に本製品
のドアを閉めないでください。閉めて
しまうと、本製品が損傷する原因にな
ります。その後、ドアがさらに3分間
閉じたままになると、運転中のコース
が終了します。
•	 お子様やペットが本製品の正面などの
スペースにいる場合、ドアが開くと危
険が生じるおそれがあります。直接本
製品に触れる可能性のある設置条件の
場合は、AirDry を無効にすることをお
勧めします。

 ■ AirDry を有効／無効にする
には

本製品がユーザーモードになっているかご確
認ください。

1. 	を押します。
•	 表示ランプ 、 、 、

がオフになります。

•	 表示ランプ は点滅したままです。
•	 終了ランプ は現在の設定を表示
します。

	- 終了ランプ がオンの場合は、
AirDry が有効です。

	- 終了ランプ がオフの場合は、
AirDry は無効です。

2. 	を押して設定を変更します。
3. 電源ボタンを押して電源を切ると、設定
が保存されます。
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7.7 バスケットに食器を入れる

 ■ バスケットに食器を入れる時

 注意

食器洗い機での洗浄に適した食器や鍋のみを洗ってください。

•	 食器洗い機での洗浄に耐えられない繊細な食器は洗わないでください。
•	 木製、角製、アルミニウム、錫、銅製食器は洗わないでください。
•	 水を吸ってしまうような素材（スポンジや布）の物は洗わないでください。
•	 食器をバスケットに入れる前に、大きな残菜を取り除いてください。
•	 カップやグラス、フライパンなどは開口部を下に向けて入れてください。
•	 ガラス製の食器は互いがぶつからないように入れてください。
•	 ナイフやフォークなどのカトラリーは、カトラリーバスケットに入れてください。
•	 軽い食器は、強い水流で動かないよう上段バスケットに入れてください。

 注意

•	 洗浄を開始する前に、スプレーアームが食器に当たらずに回転することを確認してくだ
さい。
•	 食器洗い機に食器や鍋を入れてすぐに洗浄しないとき、あるいは食器を取り出した後は、
必ずドアを閉めてください。ドアを開けたままにすることは、大変危険です。

 ■ バスケットから食器を取り出す時
•	 食器を庫内から取り出すときは、食器が冷えてから取り出してください。熱いまま取り出す
と、食器が破損することがあります。
•	 食器を取り出すときは、最初に下段バスケットの食器を取り出し、次に上段バスケットの食
器を取り出しましょう。上段バスケットの水滴が下段バスケットに落ちるのを防ぐことがで
きます。

 注意

洗浄が終了した後、庫内のステンレスの壁やドアの内側に水滴が残ることがあります。そ
のまま放置しておいても構いませんが、気になる場合は拭き取ってください。
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 ■ 下段バスケット - 食器や鍋の入れ方
片手鍋、蓋、皿、サラダボウル、ナイフ・フォーク類は下段バスケットにセットしてください。
また大皿や大きい蓋は、バスケットの外枠に近い位置にセットしてください。

下段バスケットの皿立て用の突起（右奥）は、大型の皿、鍋、フライパン、ボウルなどをセッ
トする際に、平らに折りたたむことができます。
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 ■ カトラリーバスケットの使い方

 注意

刃の長いナイフを直立した状態で収納することは事故の原因になります。
肉切りナイフなどのように長かったり鋭利なナイフ・フォーク・スプーンなどは、上段バ
スケットに水平に置くようにしてください。
また、ナイフなどの鋭利なものをセットしたり取り出したりするときは、ケガに十分に注
意するようにしてください。

•	 フォークやスプーンなどは、柄の部分を下
にして差し込みます。
•	 ナイフ類は、柄の部分を上にして差し込ん
でください。
•	 スプーン同士がからまないように、間に他
のものを差し込んでください。
•	 必要に応じて、ナイフ・フォーク類用グリッ
ドを使用してください。
•	 ナイフ・フォーク類のサイズが大きく、グ
リッドを使用できない場合は、グリッドを
外側にたたんでおくことができます。

バスケットを持つときは、ハンドル部分
をしっかりと持ってください。
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 ■ 上段バスケット - 食器の入れ方
•	 カップ、グラス、コーヒーセット、または小さく壊れやすい食器や長い尖ったナイフとフォー
クなどは、上段バスケットに入れてください。
•	 グラス類は、バスケットの突起に合わせて交互に配置し、洗浄水がすべての食器にあたるよ
うにします。
•	 先の尖ったナイフ類および小さいスプーンやフォークを洗う場合は付属のカトラリーラック
を使うと便利です。
•	 丈の高い食器は、カップフォルダー台をはね上げてご使用ください。
•	 ワイングラス、シャンパングラス類は、カップフォルダーに掛けます。
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 ■ 上段バスケットの高さ調節
より多くの食器類をセットするために、上段バスケットの高さを調節することができます。

 注意

高さ調整を行う際は、上段バスケットは空の状態で行ってください。
ケガの恐れがあります。

上段バスケットを、高位置まで持ち上げる場合は、次の手順で行います。

1. バスケットを手前に止まるまで引き出しま
す。バスケット用レールのストッパー（A）
を外側へ（矢印の方向へ）動かし、バスケッ
トをすべらせて外してください。

2. バスケットを高い位置に持ち上げて、ス
トッパー（A）の最初の位置に戻してくだ
さい。

 注意

•	 バスケットの片側だけを持って持ち上げたり、下げたりしないでください。
•	 装置に食器をセットした後は、必ずドアを閉めてください。ケガの恐れがあります。
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8. ご使用前に行うこと
1. ～ 2. については、日本では使用しない機
能のため、3. ～ 5. をご確認ください。
1. 硬水軟化剤の現在のレベルが水道水の硬
度と一致しているかご確認ください。一
致しない場合は、硬水軟化剤のレベルを
調整してください。

2. 塩コンテナを補充します。
3. リンス剤用ディスペンサーを補充します。
4. 給水栓を開きます。
5. 庫内に残っている製造工程で生じたゴミ
などを取り除くために、洗浄コースをス
タートします。洗剤は使用せず、バスケッ
トには何も入れないでください。

コース開始後、「 硬 水 軟 化 剤 の 設 定 」
（P.16）が有効になっている場合、本製品
は最大 5分間かけて硬水軟化剤の樹脂を再
生します。その間、本製品は作動していない
かのように見えます。洗浄工程は、この手順
が完了してからでないとスタートしません。
この手順は繰り返し定期的に行われます。

8.1 塩 コ ン テ ナ（ 日 本 で
は使用しません）

 注意

•	日本では使用しませんが、定期的に
キャップに緩みが無いか手で回して確
認してください。
•	 食器洗い機専用の粗塩を使用してくだ
さい。細かい塩を使用すると腐食のリ
スクが高くなります。

この塩は、硬水軟化剤中の樹脂を再生し、日々
の使用においてしっかり洗い上げるために使
用されます。

 ■ 塩コンテナに塩を入れるには
1. 塩コンテナの蓋を反時計方向に回して取
り外します。

2. 1リットルの水を塩コンテナに入れます
（初回のみ）。

3. 塩コンテナに1kg の塩を入れます（容器
が一杯になるまで）。

4. 付属ハンドルを持ち、漏斗をゆっくりと
振って、塩粒をすべて中に入れます。

5. 塩コンテナの口の部分に付いた塩を拭き
取ります。

6. 塩コンテナの蓋を時計方向に回して閉じ
ます。

 注意

補充するとき、塩を含んだ水が塩コンテ
ナからこぼれてしまうことがあります。
塩コンテナを補充したら、腐食を防ぐた
めにすぐにコースを開始してください。
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8.2 リ ン ス 剤 用 デ ィ ス ペ
ンサーの補充方法

A B

C

 注意

必ず食器洗い機専用のリンス剤をリンス
剤用ディスペンサーに入れて使用するこ
と
リンス剤を使わないと食器乾燥時にガラ
スの曇りや水滴あとが残る事があります。
リンス剤用ディスペンサーに他の物を入
れないでください。故障の原因になりま
す。

1. 蓋（C）を開けてください。
2. ディスペンサー（B）の「MAX」の印の
ところまでリンス剤を入れてください。

3. 余分な泡が立たないように、水分を吸収
する布でこぼれたリンス剤をよく拭き
取ってください。

4. 蓋を閉じます。蓋がしっかりと定位置に
はまって固定されているかご確認くださ
い。

リンス剤は、インジケーター（A）が透
明になった時点で補充してください。
マルチタブレットを使用されている場
合で、乾燥仕上がりが満足できる状態
であれば、リンス剤補充通知を無効に
することもできます。
乾燥仕上がりを向上させるため、リン
ス剤を常に使用することをお勧めしま
す（リンス剤を含むマルチタブレット
との併用もお勧めします）。
食器洗い機専用のリンス剤は、ドラッ
グストアー、有名電気店、スーパー、ネッ
トショップなどでお求めください（RB
ジャパン株式会社が輸入しアース製薬
が販売する、フィニッシュリンス（食
洗機乾燥仕上剤）が入手出来ます）。
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9. 使い方の手順
洗浄を始める前に、以下の項目について必ず
ご確認ください。
•	 ゴミフィルターに残菜が付着していないこ
と。また、ゴミフィルターが正しく取り付
けられていること。
•	 各スプレーアームの噴出口に目詰まりがな
いこと。
•	 リンス剤が補充されていること。
•	 洗剤は、適正な量が投入されていること。
•	 バスケット内の食器が正しく入っているこ
と。

1. 給水栓を開きます。
2. 電源ボタンを押して、本製品の電源を入
れます。
本製品がコース選択モードになっている
かご確認ください。
•	 塩投入お知らせランプが点灯している
場合は、塩コンテナに塩を補充してく
ださい。（日本では使用しませんので、

「硬水軟化剤の設定」（P.16）の手順
に従って、設定レベルを1にしてくだ
さい。）
•	 リンス剤投入お知らせランプが点灯し
ている場合は、リンス剤用ディスペン
サーにリンス剤を補充してください。

3. 汚れた食器をバスケットに入れてくださ
い。

4. 洗剤を加えます。
5. 食器の種類と汚れの程度に合わせて、適
切な洗浄コースを設定し、ドアをしっか
り閉めるとスタートします。

洗浄中にキャビネットに大量に蒸気が
出るなど、異常が生じる場合は洗浄を
停止させ、本製品を確認してください。

9.1 洗剤を入れる

 注意

食器洗い機専用の洗剤を使用してくださ
い。

1. リリースボタン（A）を押して蓋（C）を
開きます。

2. 粉末またはタブレット※の洗剤を（B）の
コンパートメントに入れます。

3. 予備洗いのあるコースの場合、本製品ド
ア内側に洗剤を少量入れてください。

4. 蓋を閉じます。蓋がしっかりと定位置に
はまって固定されているかご確認くださ
い。

※		各メーカーの洗剤タブレットの溶解速度はそれぞ
れ異なります。このため、洗剤タブレットの種類
によってはショートプログラムの間に溶解して、
効果を発揮することができないものもあります。	
洗剤タブレットを使用する場合には、洗剤が残らな
いように時間の長いプログラムで洗うようにしてく
ださい。
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9.2 洗 浄 コ ー ス の 設 定 と
開始

 ■ オートオフ機能
本製品の運転停止時に、自動的に電源を切る
ことで、消費電力を抑える機能です。
この機能は下記状態のときに作動します。
•	 洗浄コース終了後5分が経過したとき
•	 洗浄コースを開始しないまま5分が経過
したとき

 ■ 洗浄コースの開始
1. 本製品のドアは開いたままにしておきま
す。

2. 電源ボタンを押して、本製品の電源を入
れます。本製品がコース選択モードになっ
ているかご確認ください。

3. 開始するコースのボタンを押します。	
関連するコースの表示ランプが点灯しま
す。

4. 本製品のドアを閉じてコースを開始しま
す。

 ■ タイマー予約でのコース開始
1. コースを設定します。
2. 希望する時間数（3h,	6h,	9h）の表示ラ
ンプがオンになるまで を繰り返し押
します。
タイマー予約表示ランプが点灯します。

3. 本製品のドアを閉じるとカウントダウン
が始まります。
カウントダウンが実行されている間、タ
イマー予約時間を増やすことはできます
が、コースとオプションの選択を変更す
ることはできません。

カウントダウンが終了すると、洗浄コースが
自動的に開始します。

 ■ 本製品の動作中にドアを開く
コース運転中にドアを開けると、本製品が停
止します。電力消費とコースの運転時間に影
響が及ぶ可能性があります。ドアを閉じると、
コースが中断されたところから再開します。

乾燥工程中に 30秒以上ドアを開けた
場合は、運転中だったコースが終了し
ます。AirDry 機能でドアが開いている
場合は終了しません。

 ■ カウントダウン動作中にタイ
マー予約を取り消す

タイマー予約を取り消すと、コースやオプ
ションを再設定する必要があります。
本製品がコース選択モードになるまで、

と を同時に押し続けます。

 ■ 洗浄コースを取り消すには
本製品がコース選択モードになるまで、

と を同時に押し続けます。
新たにコースを開始する前に、洗剤ディスペ
ンサーに洗剤が入っているかご確認くださ
い。

 ■ 洗浄コースの終了

コースが終了すると が点灯します。
1. 電源ボタンを押すか、オートオフ機能に
より本製品がオフになるのを待ちます。
オートオフの前にドアを開けると、本製
品の電源が自動的に切れます。

2. 給水栓を閉じます。
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10. �洗浄効果を上げるためのワンポイン
トアドバイス

10.1 全般
日々のご使用で最適な洗浄と乾燥効果を得る
ため、また、環境を保全するために、下記に
そってご使用ください。
•	 あらかじめ食器から大きな残菜を取り除き
ましょう。
•	 予備洗いは手洗いでは行わないでくださ
い。予備洗いが必要な場合は、予備洗浄コー
ス（使用可能な場合）を使うか、予備洗浄
工程のあるコースを選択しましょう。
•	 バスケットのスペース全体を使用するよう
にしましょう。
•	 食器を入れるときには、スプレーアームの
ノズルから出る水流が食器の汚れに当たる
ように並べましょう。	
食器・調理器具同士が重なったり、当たら
ないように入れましょう。
•	 食器洗い機専用洗剤、リンス剤、塩を別々
に使用することもできますし、それらを混
合したマルチタブレットを使用することも
できます（例えば「3in1」、「4in1」、「All	
in	1」など）。パッケージの取扱い説明に
従ってください。
•	 食器の種類と汚れの程度に合わせて洗浄
コースを選択しましょう。ECOコースで
は、最も効率的な水使用量と電力消費量で、
普通の汚れの食器とカトラリーの洗浄を行
います。

10.2  リ ン ス 剤、 洗 剤 を 
使用する

•	 食器洗い機ではリンス剤、食器洗い機用洗
剤のみを使用してください。中性洗剤など、
食器洗い機用以外のものを使用すると、機
器の故障の原因になります。
•	 少なくとも1か月に1回は、この目的に
特に適した機器クリーナーを使用して、機
器を運転させてください。
•	 タブレットタイプの洗剤は、洗浄時間の短
いコースの場合、完全に溶けきらないこ
とがあります。タブレットタイプの洗剤を
使用する場合は、食器に洗剤の残りかすが
付着するのを防ぐために、洗浄時間の長い
コースをお勧めします。
•	 洗剤は規定量以上入れないでください。洗
剤パッケージにある使用量の目安をご確認
の上お使いください。
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11. お手入れと掃除
 警告

お手入れの際は、本製品の電源を切り、
必ず電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

フィルターが汚れたり、スプレーアー
ムが詰まったりすると、十分な洗浄効
果が得られません。定期的に点検し、
必要に応じて掃除してください。

11.1 フィルターの掃除
フィルターシステムは 3つの部分で構成さ
れています。

C

B

A

1. フィルター（B）を反時計方向に回して、
取り外します。

2. フィルター（C）をフィルター（B）から
取り出します。

3. 平フィルター（A）を取り外します。
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4. 取り出したフィルターをよく水洗いしま
す。

5. 残菜や汚れが、フィルター槽内やふちか
ら取り除かれているかご確認ください。

6. 平フィルター（A）を元の場所に戻します。
2つの目印とぴったりと正しく合ってい
るか、ご確認ください。

7. フィルター（B）と（C）を組み立てます。
8. フィルター（B）を平フィルター（A）に
戻します。固定されるまで、フィルター（B）
を時計方向に回します。

 注意

フィルターの取り付けが正しくないと、
十分な洗浄効果が得られないほか、故障
の原因となります。

11.2  上部スプレーアーム
の掃除

汚れで穴が塞がれないように、上部スプレー
アームを定期的に掃除することをお勧めしま
す。
穴が目詰まりすると、十分な洗浄効果が得ら
れなくなります。
1. 上段バスケットを引き出します。
2. スプレーアームをバスケットから取り外
すには、スプレーアームを図の矢印の方
向に押し上げ、同時に時計方向に回しま
す。
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3. 流水でスプレーアームを洗い流します。
穴に詰まった残菜などの細かい汚れは、
楊枝などで取り除きます。

4. スプレーアームを再びバスケットに取り
付けるには、スプレーアームを図の矢印
の方向に押し上げ、同時に反時計方向に
回して固定します。

11.3  下部スプレーアーム
と ト ッ プ ス プ レ ー
アームの掃除

下部スプレーアームとトップスプレーアーム
は取り外さないでください。スプレーアーム
の穴が詰まってしまった場合は、楊枝などで
汚れを取り除きます。

11.4 製品表面の掃除
•	 濡れた柔らかい布で掃除します。
•	 中性洗剤のみを使用してください。
•	 研磨剤の入った製品、研磨パッド、溶剤は
使用しないでください。

11.5 庫内の掃除
•	 庫内（ドア周囲のゴムパッキンを含む）を、
湿らせた布で丁寧に掃除してください。
•	 本製品の性能を維持するために、少なくと
も1か月に1回、食器洗い機専用の洗浄
製品を使用してください。製品のパッケー
ジに記載されている指示に従ってくださ
い。
•	 研磨剤、研磨パッド、先の尖った工具、強
い化学薬品、ナイロン製・スチールワイヤー
製たわし、または溶剤は使用しないでくだ
さい。
•	 普段、短時間の洗浄コースをお使いになっ
ていると、庫内に水垢や石灰かす、油脂が
付着する場合があります。これを防ぐには、
最低月2回程度、運転時間の長い、洗浄
温度が高温になるコースを実行することを
お勧めします。
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12. 故障かな？と思ったら
本製品が正常に作動しない場合は、下記項目に従って点検を行ってください。

 警告

点検後も正常に動かなかったり、明らかに異常がある場合は、すぐ給水栓を閉め、電源プ
ラグを抜くか専用ブレーカーを落とし安全を確保する
火災・事故・ケガ・感電・水漏れ・故障の恐れがあります。お買い上げの販売店にご連絡
ください。

 確認してください

ブザー音が鳴り、洗浄が中断された際、LEDランプの点滅する回数によって、発生した不
具合について初期診断する事ができます。
なお、以下の解決方法を試す前に食器洗い機の電源を一度切り、再度電源を入れて試して
ください。

警告コード 考えられる原因 処置

•	 設定した洗浄プログラムの
マークが連続して点滅す
る。
•	 終了マークが1回瞬間的
に点滅する。

本製品内に水が給水されな
い。

「本製品庫内に水が給水され
な い。」（P.33） を お 読 み
ください。

•	 設定した洗浄プログラムの
マークが連続して点滅す
る。
•	 終了マークが2回瞬間的
に点滅する。

本製品内の水を排水できな
い。

「本製品庫内の水が排水され
な い。」（P.33） を お 読 み
ください。

•	 設定した洗浄プログラムの
マークが連続して点滅す
る。
•	 終了マークが3回瞬間的
に点滅する。

水漏れ防止装置が作動してい
る。

給水栓を閉じて、弊社修理依
頼窓口にご連絡ください。
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問題 考えられる原因 処置

本製品庫内に水が給水されな
い。

給水栓が詰まっているか内側
に石灰かすが付着している。

給水栓を清掃します。

水圧が低すぎる。 お住まいの地域の水道局に連
絡します。

給水栓が閉じている。 給水栓を開きます。
給水ホースのフィルタが詰
まっている。

フィルタを掃除します。

給水ホースの接続が正しくな
い。

必ず正しく接続するようにし
ます。

給水ホースが破損している。 給水ホースが破損していない
かどうか確認します。

本製品庫内の水が排水されな
い。

排水管に異物が詰まってい
る。

排水管が汚れていないか確認
してください。

シンクの栓が詰まっている。 シンクの栓を掃除します。
排水ホースの接続が正しくな
い。

必ず正しく接続するようにし
ます。

排水ホースが破損している。 排水ホースが破損していない
かどうか確認します。

水溢れ防止装置が作動してい
る。

給水栓を閉じ、弊社修理相談窓口に連絡します。

本体の前面より水が出てく
る。

洗剤を入れすぎている。 洗剤の量を減らす。
泡立ちの多い洗剤を使ってい
る。

洗剤のブランドを変える。

台所用洗剤のついた食器を入
れた。

食器洗い機専用の洗剤を使用
する。

洗浄プログラムが開始されな
い。

本製品のドアが開いている。 ドアを閉めます。
電源プラグがコンセントに接
続されていない。

電源プラグを差し込みます。

ヒューズボックスのヒューズ
が切れている。

ヒューズを交換します。

タイマー予約が設定されてい
る。

•	 タイマー予約を取り消しま
す。
•	 カウントダウンが終了する
と洗浄プログラムが自動的
に開始します。

上記を点検後に電源を入れると、点検に際してプログラムが中断されていた場合は、中断され
たところから再開されます。
再度、同じ問題が発生した場合は、弊社修理相談窓口にご連絡ください。
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12.1 洗い上がりおよび乾燥仕上がりに満足できない

問題 考えられる原因と処置

洗い上がりに満足できないと
き。

•	「使い方の手順」（P.26）、「洗浄効果を上げるためのワ
ンポイントアドバイス」（P.28）、および「バスケット
に食器を入れる」（P.19）をご覧ください。
•	 より強力な洗浄コースを使用してください。
•	 スプレーアームジェットとフィルターを掃除してくださ
い。「お手入れと掃除」（P.29）をご覧ください。

乾燥が十分でない。 •	 閉じたままの庫内で食器類が長時間放置されている。
•	 リンス剤が入っていない、またはリンス剤の投入量が十分
でない。リンス剤用ディスペンサーを現在より高いレベル
に設定してください。
•	 プラスチック製品はタオルで拭いて乾かしてください。
•	 乾燥仕上がりで最大限の効果を得るには、AirDry を有効に
してください。
•	 マルチタブレットを使用している場合でも、常にリンス剤
を使用することをお勧めします。

グラスや食器に白っぽいスジ
や青みがかった層が付着して
いる。

•	 リンス剤の量が多すぎる。リンス剤レベルを下げてくださ
い。
•	 洗剤の量が多すぎる。

汚れや乾いた水滴の跡がグラ
スや食器に付いている。

•	 リンス剤の量が少なすぎる。リンス剤レベルを上げてくだ
さい。
•	 リンス剤の品質が原因となっている可能性があります。

食器が濡れている。 •	 乾燥仕上がりで最大限の効果を得るには、AirDry を有効に
してください。
•	 コースに乾燥工程がない、または低温乾燥工程しかない。
•	 リンス剤用ディスペンサーが空になっている。
•	 リンス剤の品質が原因となっている可能性があります。
•	 マルチタブレットの品質が原因となっている可能性があり
ます。別のメーカー製品を試す、リンス剤用ディスペンサー
を有効にする、リンス剤とマルチタブレットを一緒に使用
する、などを試してみてください。

庫内が濡れている。 •	 機器の異常ではありません。庫内の壁は結露します。
洗浄中に異常な泡が発生す
る。

•	 食器洗い機専用の洗剤を使用してください。
•	 リンス剤用ディスペンサーに漏れがある。弊社修理相談窓
口にお問い合わせください。
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問題 考えられる原因と処置

食器類に錆の跡がある。 •	 銀製品をステンレス製食器類と一緒に入れて洗浄してい
る。銀製品とステンレス製の食器を近づけないようにして
ください。

コース終了時にディスペン
サーに洗剤が残っている。

•	 タブレットタイプの洗剤がディスペンサーにはまってし
まったため、完全に洗い流せていない。
•	 ディスペンサーから洗剤が洗い流されていない。スプレー
アームが塞がれていないか、詰まっていないかを確認して
ください。
•	 バスケットの中の食器・調理器具が邪魔となり、洗剤ディ
スペンサーの蓋が開かないことがないようにしてくださ
い。

庫内で臭いがする。 •	「庫内の掃除」（P.31）をご覧ください。
食器、庫内、ドアの内側に石
灰かすが付着している。

•	 塩レベルが低くなっている。塩投入お知らせランプを確認
してください。
•	 塩コンテナの蓋が緩んでいる。
•	 お使いの水道水が硬水である。「硬水軟化剤」（P.16）
をご覧ください。
•	 マルチタブレットを使用している場合でも、塩を使用
し、硬水軟化剤の再生を設定してください。「硬水軟化剤」

（P.16）をご覧ください。
•	 石灰かすがまだ残っている場合は、この目的に特化したク
リーナーで庫内を掃除してください。
•	 別の洗剤を試してみてください。
•	 洗剤メーカーにお問い合わせください。

食器に曇り、変色、欠けが生
じる。

•	 食器洗い機対応でない食器・調理器具が本製品で洗われて
いないかご確認ください。
•	 バスケットからの食器の出し入れは丁寧に行ってくださ
い。「バスケットに食器を入れる」（P.19）をご覧くだ
さい。
•	 壊れやすい食器・調理器具は、上段バスケットに入れてく
ださい。

 確認してください

その他の考えられる原因については、「ご使用前に行うこと」（P.24）、「使い方の手順」
（P.26）、または「洗浄効果を上げるためのワンポイントアドバイス」（P.28）をご
覧ください。
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13. 仕様
設置方法 ビルトイン

寸法 幅／高さ／奥行（mm） 596/818～ 898/550

電気接続 定格電圧（V） 200～ 240
定格周波数（Hz） 50/60
定格消費電力（W） 1550～ 2200

給水圧力 bar（最小および最大） 0.5 ～ 8
MPa（最小および最大） 0.05～ 0.8

標準使用水量（L） 10.5

洗浄容量（IEC規格） 13人分

プログラム数 5

重量（kg） 38.67

収納容量 食器セット 13人分

消費電力 スタンバイ（待機）モード（W） 5.0

消費電力 オフモード（W） 0.10

14. 愛情点検　長年ご使用の全自動食器洗い機の点検を！

こんな症状は
ありませんか

● 電源コード、プラグが異常に熱くなる。
● 電源コードに深いキズや変形がある。
● 焦げくさい臭いがする。
● ビリビリと電気を感じる
● その他の異常や故障がある。

使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止
のため使用を中止し、すぐに給水栓を閉め、
電源プラグをコンセントから抜くか、本機
専用ブレーカーを落として、必ず販売店、
または弊社修理依頼窓口に点検・修理をご
相談ください。
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15. �使用しなくなった家電製品は正しく
廃棄してください

不適切な処分をすると、深刻な環境汚染を引き起こす恐れがあります。豊かな自然と人々の生
活を守るために家電製品は使い終わったら正しくリサイクルしましょう。
•	 お客様が買い替えをする販売店か、お買い上げいただいた販売店に引取りの依頼をしてくだ
さい。設置技術者でないと本製品をビルトインユニットから安全に取り外すことができませ
ん。
•	 販売店へ引取りの依頼ができない場合には、処分方法をお住まいの自治体のリサイクル担当
窓口に問い合わせてください。
•	 本製品を他の人に譲渡されるときや信頼できるリユース（中古）ショップに買い取ってもら
うときは、必ずこの取扱説明書と設置マニュアルを添付してください。設置マニュアルがな
いと正しい設置ができません。

 警告

引取りのため、本製品を屋外に借り置きするときは、事前に使用不能にしてください。電
源コードからプラグを取り外し、電源コードを切断し、ドアパッキンは外してドアが閉ま
らないようにしてください。これは、お子さまが本製品に閉じこめられる事故など（窒息
する危険）を防止するためです。

 禁止

無許可の回収業者に絶対に渡さない
家電製品を処分するときに、廃棄物処理法の許可を得ていない回収業者に絶対に渡さない
でください。ご家庭の不要品を回収するには、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物収集運
搬業の許可」又は「市町村の委託」が必要です。

 ■ 梱包材について
すべての梱包材は環境保護に配慮されており、焼却時の危険性もありません。使用されている
プラスチック類はリサイクルが可能で、分別が容易なように、次のように表記されています。
また、段ボールは再生紙でできています。
＞PE＜：ポリエチレン（外側の覆いや庫内の袋など）
＞PS＜：ポリスチレン発泡体（パッドなど）
梱包材をリサイクルまたはゴミに出す時は、お住まいの自治体の分別に従ってください。

 警告

製品の梱包材はお子様の近くに置かない
ビニール・発泡スチロール・段ボールなどの梱包材は、お子様にとって窒息事故・
ケガの恐れがあります。
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16. �消費生活用製品安全法等に基づく�
長期使用製品安全点検制度について

【本機は消費生活用製品安全法（消安法）で指定される特定保守製品です。】

 ■ 特定保守製品とは…
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生じる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じ、
一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品であ
り、使用状況等から判断して、その適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2	条第
4	項）」として指定された製品です。

 ■ 法定の点検期間が到来したら、点検を受けましょう。
•	 特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために期間中に点検を受けることが製
品の所有者の責務として求められています。（消安法第32条の14）	
本機に表示されている点検期間が来たら、忘れずに点検を受けましょう。
•	 法定の点検後もご使用を継続する場合は、こまめに点検を受けることが本機を安全にお使い
いただくために必要となります。ご注意ください。

 ■ 法定の所有者登録をしましょう。
•	 特定保守製品の所有者は、この製品の製造（輸入）事業者に法定の所有者登録をすることが
求められています。（消安法第32条の８第1項および第2項）	
製品に同梱した「所有者票」に記載して投函、または以下の連絡方法にてご登録をお願いい
たします。未だ登録がお済みでない方や、所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速や
かに変更登録をお願いいたします。
•	 ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および弊社規定により適切な安全
対策のもとに管理し、法定点検やリコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には
使用いたしません。

＜所有者登録の方法＞
本機に同梱されている「所有者票（返信ハガキ）」に必要事項を記入の上、返送してください。
ハガキを紛失した場所、もしくは所有者情報が変更になった場合は、弊社ホームページから登
録用紙をダウンロードし、記入後ファックスもしくは郵送にてご返送ください。登録用紙返送
先は、【点検制度に関するお問い合わせ連絡先】をご参照ください。
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 ■ 法定の点検通知をいたします。
法定の所有者登録をいただいた方に、法定の点検通知をいたします。（消安法第32条の12）
引越し等で所有者登録の内容に変更が生じた場合には、必ず登録変更をお願いいたします。

【本機の設計標準使用期間について】
本機は、設計標準使用期間を 8 年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超
えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故が発生する恐れがあります。
※		設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の＜設計標準使用期間の算定の根拠＞およ
び＜標準使用条件＞参照）の下で、適切な取り扱いによる使用と維持管理が行われた場合に、
安全上支障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のことで、
製品ごとに設定されるものです。（消安法第32条の３）メーカーの無償保証期間とは異な
りますのでご注意ください。

＜設計標準使用期間の算定の根拠＞
本機の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、弊社の基準による食器洗い機信頼性試験を
行った結果に基づき、以下の標準使用条件を想定して、経年劣化により安全上支障が生ずる恐
れが著しく少ないことを確認した時期を終期として、設計標準使用期間を設定しています。

＜標準使用条件＞

環境条件 設置方法 設置マニュアルによる
温度／湿度 設定なし
電圧 220V（本機の定格電圧範囲の中心値）
水の硬度 3～21°fHの範囲の水道水

（硬水であれば、17～21°fH）
給水圧力 取扱説明書による
給水／給湯 選択プログラムによる

使用条件 負荷 グラスおよび皿類で半分程度の容量
汚れ度 標準レベル
洗剤 1サイクルあたり20gもしくは1タブレット、

同ブランドを常時使用
リンス剤 使用量設定は標準、同ブランドを常時使用
プログラム 全てのプログラムを各サイクルで均等に実行

想定時間 1日使用回数 1回
1回の使用時間 取扱説明書による
1年間の使用日数 365日
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＜ご注意ください＞
•	 前ページの＜標準使用条件＞の範囲外で使用したり、使用頻度の根拠となった数値が高い場
合は、設計標準使用期間よりも早期に経年劣化を生じる恐れがあります。製品に表示してい
る点検期間よりも早期に点検を受けてください。
•	 具体的な点検時期は、下記の連絡先にお問い合わせください。
•	 製品を一般家庭用以外（例えば、業務用での使用、車両、船舶への搭載）で使用されたり、前ペー
ジの＜標準使用条件＞と異なる環境でご使用された場合、設計標準使用期間前に経年劣化等
による重大事故の発生が予想される恐れがあります。このような使い方はお控えいただくよ
うお願いいたします。

 ■ 点検料金について
•	 点検費用は技術料と出張費を合計した金額となり、お客様のご負担となります。なお、点検
の結果修理が必要な場合は、別途手配、費用が発生します。
※		点検費用の設定基準、および点検費用につきましては、下記の【点検制度に関するお問い合

わせ連絡先】にてお問い合わせいただけます。

【本機の点検の結果必要となると見込まれる部品の保有期間】
本機の設計標準使用期間は 8 年となっており、その終期をはさんだ前後 1.5 年が点検期間と
なっております。従って、本機の点検の結果必要となる部品の保有期間は 9 年間とさせていた
だきます。
※		保有期間外の部品は製造中止になる場合があります。
※		上記部品は経年劣化により不具合が発生するおそれのある箇所に関する部品であり、補修用
性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。なお、補修用性能部
品の保有期間は6年です。

【本機の清掃、その他日常的に行うべき保守の内容およびその方法】
製品を安全にご利用いただくために、お客様においても日常的に清掃を行っていただきますよ
うお願いいたします。本書の「お手入れと掃除」（P.29）をご覧ください。

【点検制度に関するお問い合わせ連絡先】
本機の点検等に関するお問い合わせは以下の連絡先よりお願いいたします。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
メジャーアプライアンス事業部　長期使用製品安全点検制度係
TEL. 0120-03-6663 （フリーダイアル）　FAX. 03-3434-4123
URL. http://www.aeg-jp.com
東京都港区芝公園２- ４- １ 芝パークビル A 館６F
受付時間 . 平日 9:00 ～ 17:30 ※年末年始、土・日・祝日を除く
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17. アフターサービスおよび修理規定
•	 アフターサービスは、日本国内居住のお客様に限り対応させていただきます。
•	 一般家庭において、取扱説明書・設置マニュアル・本体貼り付けラベルなどの注意書きにそっ
て正常に使用されたにもかかわらず故障した場合は、本規定により出張修理をさせていただ
きます。

① 保証期間中の場合
•	 本製品の保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
•	 技術者が伺った際に、「製品保証書」（P.43）もしくはお買い上げ日の分かる納品書を
ご提示ください。	ただし、保証期間内でも有償となる場合がありますので、事前に、必
ず本修理規定③をご覧ください。
•	 販売店などが独自に定める延長保証（保険）などには対応できません。	直接、保険を販
売する事業者もしくは販売店にご相談ください。	弊社では一切の責任を負いかねます。
•	 弊社では、製品修理以外の一切の責任を負いかねます。

② 保証期間が過ぎている場合
•	 修理が可能な場合には、ご要望により出張修理をいたします。※

※		点検した際に、修理不能と診断される場合もありますので、予めご了承をお願いします。

③ 保証期間中でも以下の場合は有償修理、もしくは修理をお断りすることがあります。
1）	業務用・医療機関や介護施設など・車両や船舶などへの搭載・屋外での使用・共用スペー
スに置かれている場合

2）使用上の誤りによる故障、不当な修理や改造などによる故障および損傷
3）	本製品付属の設置マニュアルが指定する方法以外での設置状況が原因と思われる不具合
や故障および損傷など

4）お買い求め後の取り付け場所の移動、落下等による故障および損傷
5）	火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・塩害・公害や異常電圧・指定外の使用	
電源などによる故障および損傷

6）	離島および離島に準ずる遠隔地では、修理の訪問に日数を要したり、対応ができない場
合があります。

7）	製品保証書または納品書などに、お買い上げ日の記載がないもしくは字句を書き換えら
れた場合

8）製品の取り扱い説明など、故障以外での出張訪問
9）使用中に生じた傷などの外観上の変化

④ 贈答や転居される場合
アフターサービスについては、事前にお買い求めの販売店、または弊社修理依頼窓口にご相
談ください。
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18. 修理のご依頼について
修理を依頼される前に、本書内 32 ページの「故障かな？と思ったら」に従ってお調べいた
だき、それでも異常がある場合は・・・
①		使用を中止し、必ず給水栓を閉めてから電源プラグを抜くか、本機専用の単独ブレーカーを
落とし、お買い求めの販売店、または弊社修理依頼窓口にお問い合わせください。

②		「製品保証書」（P.43）を事前にご用意頂き、モデル名・製品番号・製造番号・お買い上げ日・
できる限り詳しい故障内容（電源自体が入らない ･エラー番号が出るなど）を、お買い求め
の販売店、または弊社修理依頼窓口へお申込みの際にお知らせください。

※		製品保証書は、本書に明示した期間、修理規定に従って修理をお約束するものです。従って、製品保
証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間終了後の修理などにつ
いてご不明な点があれば、弊社メジャーアプライアンス事業部、または修理依頼窓口にご相談ください。

 警告

修理技術者以外は分解や改造および修理をしない
技術者以外の方が修理等を行う事はとても危険です。お買い求めの販売店にご連絡
ください。

 ■ 補修用性能部品について

重 要
弊社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後６年間保有しています。
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。

 ■ 修理料金の仕組みについて
① 出張費 製品の設置現場まで技術者が訪問する際の費用となります。別途、高速料金、

駐車料金をいただくことがあります。
② 技術料 技術者が、点検・診断・部品交換などを行う際の弊社の定める修理技術工賃です。
③ 部品代 製品の修理・補修・その他部材などを使用した際の部品代金です。

商品の情報・設置・お取り扱いについての
ご相談は

修理に関するご相談・お申し込みは

メジャーアプライアンス事業部
TEL : 03-6743-3070
FAX : 03-3434-4123

修理依頼窓口（修理依頼専用ダイアル）
フリーダイヤル：0120-5445-07

（ガイダンス後に 2 番を押してください）
FAX：03-3434-4115

※		出張修理のご用命は弊社ホームページからもお申し込みいただけます。
※		「修理のご依頼について」②に記載されている情報を、お申し込みの際に記載してお問い合
わせください。

ESL7225RA

● 本書は、お買い上げ日より保証期間中に故障が発生した場合に、修理規定に従い無償修理を行う事をお約束するものです。 

● 修理をご依頼の際は、お買い求めの販売店、または弊社修理依頼窓口へお申込みの際に、本書の※印欄の内容ならびに
故障の状況をできる限り詳しくお伝えください。

 

● 販売店の印やお買い上げ日が記載されていない場合は、お客様にて情報をご記入ください。  
● 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。 

●

201805

●

●

 

●
●

● 修理規定に記載された内容を必ずお読みいただき、本書と共に販売店が発行したお買い上げ日を証明できる書類 
（納品書、領収書など）を保管してください。（※印欄が不明の場合、修理規定に従い無効となる場合があります。）

911 435 325 /

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
メジャーアプライアンス事業部

東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルA館6F 
TEL.03-6743-3070 FAX.03-3434-4123
修理依頼窓口【フリーダイアル】0120-5445-07
http://www.aeg-jp.com

〒105-0011 

製 品 保 証 書

品

名 電気食器洗い機

製品番号
PNC

製造番号
S.N.

〒

☎（　　　　）　　　　　－　　　　　　　　

年 　 月
　

日
※取扱販売店名／住所／電話番号

印

 
  （お買い上げ日より）１年

製 品 保 証 書
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【注】数字のみで9桁～11桁の番号です。 【注】数字のみで８桁の番号です。
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