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■ 本製品は、一般家庭用です。業務用にご使用ならないでください。

本製品は、 一般家庭用です。
日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

ࡕரɺࢪ߁ÿåটʍ
ࠇĉÿН΄ټنÿए΄ģ౫áðĒ
ஒëÛ܉ěÞðÕäùģ̰лÿę×
üӔ௰è÷ÕďêஒëÛકĐÿ×Ù
ࡍèàåڊയàñæÕ
aࡺೀঘÿŢĳüõÕ÷

ԣ
6ౖڢďðĀ݃ݻģ×ҞĝÝרÕ7
મത
ÿفüڊĠĝ÷Õďê

টʍ
6΄ģ×Ûîĝĕ௮ਘए΄ÿଷࡐÿ
ҞĝÝÓĜ7મതÿفüڊĠĝ÷Õďê

ӄڡ
è÷ĀÕâûÕ6ӄڡ7צڸÿ
મതøê

ۈښ
ۢךèûâĝāûĚûÕ
6ۈښ7મതøê

aʤਘûটʍצڸ
ʓߋģϦéðùÞ
նۀüĀڊയģঘڡè
ৎòüਲ਼գśŭĴģ଼à
*ඟ+

ਲ਼գśŭĴķōÝʂ߁üàûĜ
ķōüݻÝõÕ÷ÕĜ
\ਲ਼գÿěӝÝɺ৺øÓĜ
\౾ढÝకԋè÷ÕĜ
\౾ढÝʓߋüàûĜ
\ਲ਼գÝࡲĝëüড়ਲ਼è÷ÕĜ

ਲ਼գśŭĴਲ਼գķōķŷĿŷŌüõÕ÷

ԣ
ᶜᶼᶏ܊ᶗਲ਼գ᷺Ḍᷓᶞ
଼ᵽ؝ᶇ᷂ᶇᶚᵴᲣ
Ϧਲ਼ᶞҞᶼᵼᵲᶺᶮᶉᲣ

᷎ᷩḖᶴࢎॉᶲᶞᶚᶙ
̸௮ᶞӍᵿᶗڊയᶇᶚᵴᲣ
̈́ضᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ਲ਼գ᷺Ḍᷓᶴᷖᷬᶛ᷂ࠟ
ᶔᶁᶏᶺᲢᵻᶁᶏᶺᶇᶚᵴ
ਲ਼ᶴϦਲ਼Ტնᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ਲ਼գᷖᷬᶟ૽в֥ᶚᶙᶞ
̭רᶛӍᶕᶁᶚᵴᲣ
ਲ਼գ᷂ᷖᷬᶱᶻ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ͲࣸᶟࡼतᶛᶇᶚᵴᲣ
ᷘᷜ᷶ḁḖʂᶞܢ൛Ღ௰ͦᶲᶇᶚᵴᲣ
̈́ضᲦϦਲ਼Ღᶁᵼᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ਲ਼գ᷺Ḍ଼᷂ᷓᵿᶘᵽᶟᲢ
ʲᶓᶓᶖ଼ᵻᶚᵴᲣ
ॹᶛᶸᶻᲢଷ̈́ᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ਲ਼գᷖᷬᵼݻ᷃ᶐᶺᲢ
ᷖḖᷞḖᷫᶞ؝ᶇᶯᵼ
ϻᵴᶘᵽᶟڊയᶇᶚᵴᲣ
Ϧਲ਼ᲦᷚḊᷫᶛᶸᶻ̈́ضᶞ՞ʰᶛ
ᶚᶺᶮᶉᲣ

ਲ਼գᶟ֚൪ ⇝⇜⇜∂Ტ৺Μ ⇝⇡⇭ ʂ߁ᶞ
ᷖḖᷞḖ᷂ᷫॣઔᶗڊയᶉᶻᲣ
ऒᶞПӝᶘᶞയᶟᲢᷖḖᷞḖᷫᵼ
̭רᶘᶚᶺଷ̈́ᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ
ᷢᷖँଅᶟӄڡ

ਲ਼գ᷺ḌᷓᲢਲ਼գ᷂ᷖᷬݻᶔᶁᶚᵴᲣ
Ϧਲ਼Ღଷ̈́Ღ̈́ضᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ
ඟ̷֯ᶉᶻ ⇛ ࣿᶝᶻ ⇛ ವ൛ᶛҶᶂᶻ
⇛ ݃ᵴᶲᶞ᷂ᶞᶋᶻ ⇛ ವ൛ᶛᶢᶓᶡᶻ
⇛ ᶟᶅᶯᶃᶰ ⇛ ᶝᶈᶻᲡᶚᶙ

৺Ьਘᶛਲ਼գ᷺Ḍᷓᶞᶫᶃᶺᶚᶙ᷂ᶘᶻᲣ
ᶫᶃᶺᶚᶙᵼᶏᶮᶻᶘᲢ۞вᶚᶙᶗ
ࡼ̅ᵼ܅ᶮᶺ̈́ضᶞ՞ʰᶘᶚᶺᶮᶉᲣ
ਲ਼գ᷺Ḍ᷂ᷓϕᵴᶏுᶚᶙᶗᵽᶼᵴᶛ
ߛᵴᶖᵿᶐᶅᵴᲣ

ᵺڔഫᶚᶙ܈ᶺɯᵴᶛϧᶼᶚుᶐᶁᶗ
ڊᶿᶋᶏᶺૉഢڻᶛߢᶹᶋᶏᶺᶇᶚᵴᲣ
ᶴᶁᶙᲦϦਲ਼Ღᶁᵼᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ਲ਼գ᷺ḌᷓᶟᷖḖᷞḖᷫᶞ̒ᶮᶗ
ᶇᶓᵻᶺ؝ᶇᶰᲣ
Ϧਲ਼Ღଷ̈́Ღ̈́ضᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ࡕர౾ढ᷂ࠟᶛᶔᶁᶏᶺᲢ᷂ࠟᵻᶁᶏᶺ
ᶇᶚᵴᲣ
Ϧਲ਼ᲦᷚḊᷫᶛᶸᶻଷ̈́ᶞ՞ʰᶛ
ᶚᶺᶮᶉᲣ

ۀІڊയᶇᶚᵴᶘᵽᶟᲢ
ਲ਼գ᷺Ḍ᷂ᷓᷖḖᷞḖᷫᵻᶹ଼ᵿᲣ
ࡼ̅ᵼ܅ᶮᶺᲢਲ਼ᲦϦਲ਼Ღ̈́ضᶞ
՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ԴᲢᶉᵽІᲢͽ֥ᶛښ᷂ᵴᶼ
ᶏᶺᲢ᷷Ḗᶴࠅӎᶚᶙᶞӎऄ௮
᷂ᵴᶼᶚᵴᲣ
̈́ضᲦϦਲ਼Ღ̈́ݻᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

̈́в᷂ӍᶕᶁᶚᵴᲣ
ᷢᷳᷖᶴ̈́ᶞᶔᵴᶏḐᷠ᷒
ᶚᶙ᷂౾ढᶛӍᶕᶁᶚᵴᶗᵿᶐᶅᵴᲣ
̈́ضᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉ

˕ਬঘᶟԬ᷂ഝᵸᶚᵴᲣ
Ϧਲ਼Ღਲ਼ᲦᷚḊᷫᶛᶸᶻ
̈́ضᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

˺ᷖᷬᶟڊയᶇᶚᵴᲣ
ᷖḖᷞḖᷫᶴਲ਼գ᷺ḌᷓᲦਲ਼գᷖᷬᵼ
ʓߋଷᶇᲢଷ̈́ᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ࠟఃᶚ߈ݨᶛࡷঈᶉᶻᲣ
ஒᶊࠟఃᶗɺ৺ࡅᶞᵲᶻ߈ݨᶛ
ࡷঈᶇᶖᵿᶐᶅᵴᲣਬੋᶛᶸᶻ
͚ͬᶞҞᶼᵼᵲᶺᶮᶉᲣ

˕ਬঘ᷂ᷬ᷅ͽᶁᶻᶘᵽᶟஒᶊᲢ
ʤۀ৴ڡ᷿ᷢḖ᷂̕ᶇᶖ˕ਬᵼ৴ڡᶇᶏ
ᶃᶘ᷂ΠᶇᶖᵻᶹᵲᶁᶻᲣ
̈́ݻᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ߣПᵼᶟᶯݎᶏߑपᶗ᷂ᷬ᷅ᶇᶱᶚᵴᲣ
ᷬ᷅ᵼకԋᶇᲢᶴࠟᵼᶣݎᶇ
̈́ݻᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

˕ਬܨ൷֍ᶟ௰Фࠟࢊ᷂ఈᶱᶻᲣ
ࠟᶼᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ऺݨയࢎقᶴ᷂݃ࣘڊയᶇᶚᵴᲣ
ऺقࢎݨᵼᶔᵴᶏߣПᶟࢎᵴ൪ᶇ
ᶖᵻᶹᵴᶼᶖᵿᶐᶅᵴᲣ
݃ࣘᶞڊയᶟնᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ߣПࢎߐʂᶛᶟڊയᶇᶚᵴᲣ

\
\

ᵺ܊ᶼᶟ˕ਬܨ൷֍Ტ⇟⇜ ௰
ʂ߁Ԛ͕ᶇᶖᵻᶹךᵶ
ᶴᶁᶙᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ
᷂᷅ᷜஒᶊ܈ᶺᶁᶻ
նᶴਲ਼ۀϦਲ਼ᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ
᷅ᷜ֯ڸᶟᲢஒᶊᵺᵴ߁ᶂᶞୖਧ
ಖᶟਲ਼в֯ڸਧᶛʅൈᶇᶖᵿᶐᶅᵴᲣ
֯ڸയᶟఐੁ
᷏ᷜᷖḖḐᶚᶙᶞգᵻᶹ ⇟⇜∏∙ ʂ߁
ൡᶉᲣ
̈́ضᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

౾ࡕரᶞ܈ɯᵴᶛᶔᵴᶖ
ҴಳയᶛڊയᶇᶚᵴᲣ
౾ࡕரᶟʤ̼৽യᶗᶉᲣҴಳയᶛڊയ
ᶉᶻᶘᲢ̈́ضᲦնᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ
౾ढ᷂ᵻᶇᶏᶺԃᶁᶏᶺᶇᶚᵴᲣ
ࠟᶼᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

ڊയ߁ᶞটʍצڸ
ߣПࢎᵴϕࣝЯࢄയࢎق᷂ڊയᶉᶻᲣ
ऺݨയࢎقᶚᶙ᷂ڊയᶉᶻᶘౄᵼऻඈᶛ
ଷࡐᶇᲢࠟᶼᶴնᶞ՞ʰᶛᶚᶺᶮᶉᲣ

2

●

給水ホース

排水ホース

給水カップ

下

排水ホース
固定クリップ
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各部名称
「コントロールパネル」
1

2

4

5 6

DRY

3

9

10

11

12

Standard

Quick

Middle

Strong

Wash

14

15

16

Mode
Select

START
STOP

Power

7 8

１. ドライボタン

●

13

9. スタンダードモードランプ

２. 内蔵タンク表示ランプ（内蔵タンク給水の場合）

10. クイックモードランプ

３. 水道栓表示ランプ（水道栓給水の場合）

11. ミドルモードランプ

４. 時間・庫内温度表示ディスプレイ

12. ストロングモードランプ

５. 時間ランプ

13. ウォッシュモードランプ

６. ドライランプ

14. 洗浄モード選択ボタン

７. 温度ランプ

15. スタート / 一時停止ボタン

８. ドアランプ

16. 電源ボタン

電源プラグをコンセントに差し込むと、電源ランプが点滅しスタンバイ状態になります。
モード選択ボタン ( 上記 14) を押すと洗浄モード：スタンダード⇒クイック⇒ミドル⇒
ストロング⇒ウォッシュ⇒ドライの順に繰り返します。
＊各ランプ、ボタンの説明・操作方法は P６、P７、P８

＊コントロールパネル部には輸送用保護フィルムを貼ってあります。

をご覧ください。

お手数ですが、剥がしてご使用ください。

ご使用になる前に
注意
洗浄できないもの
●強化ガラス製のもの
強化ガラス製のものは洗浄中粉々になって破片が飛び散りケガの原因になります。
●軽いもの
プラスチック製スプーンやふた、発砲スチロール容器、ふきん、スポンジ、哺乳瓶の吸い口、など軽いもの
は水圧で飛ばされ変形や破損の原因になります。
熱に弱いもの
耐熱 90℃未満のものや耐熱温度の表示のないプラスチック容器（耐熱 75℃以上のプラスチック食器は
使用可能です。）
割れやすいもの
・傷のついたガラス製食器

・ひびの入った食器

・木製の柄のついた鍋、包丁など

変色しやすいもの
・銀製、洋銀製食器など
・アルミ製、銅製の鍋や食器
・漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器、上絵付けの食器

・木（竹やとう）製食器
・クリスタルガラスなど

その他
・鉄製フライパンなど錆びる恐れのあるもの
・フッ素加工のフライパンなどで表面に傷があるもの
・びんやとっくり
・食器洗い乾燥機専用洗剤に洗えないものとして記載のあるものなど
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ご使用前の準備
1．食べ残しやつまり、故障の原因になるものを取り除く
・輪ゴムや爪楊枝、魚の骨、鳥の骨などの固いもの。
・再付着するようなゴマなどの細かいもの
・臭いのとれにくい魚の皮など
・油のかたまりなど

２．食きれいに落ちにくいものをスポンジなどでよく落とす
・鍋の焦げ付き
・食器の焦げ付き、こびり付きなど
＊プラスチック容器についた食品の色素や定着した茶渋などの汚れは落ちないことがあります。

洗剤の入れ方
●必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をご使用ください。
洗剤投入場所

・食器洗い乾燥機専用洗剤に記載された安全上と使用上の注意を
ご確認ください。

●台所洗剤や重曹を使用しないでください。
●固形洗剤は専用洗剤入れに投入してください。
使い方

洗剤推奨標準量 :6g

食器を入れる

・ノズル（下部）の噴射水が当たるように食器トレイの食器の汚れた面を内側に向けていれてください。
・コップや湯呑みは下向きにいれてください。
・お箸やスプーン、ナイフ、レンゲ、フォークは上部食器トレイに並べていれてください。
・図のように食器をいれると、標準食器が 16 ～ 17 点はいります。
（大皿２～３点
中皿３点
小皿２点
小鉢２点
茶わん２点
汁わん２点 コップ３点
小物類（はし、スプーン、ナイフ、フォーク、レンゲなど）

・食器は汚れた面を下に向けて下部噴射水が届きやすい角度に置いてください

〇

×

食器はすき間なく重なっていると
噴射水が届かないため洗浄が上手く
できない場合があります。
噴射水が当たるように
すき間をあけてください。
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使い方

洗浄コースを選ぶ

使用用途や汚れ具合などによって５つの洗浄モードから選んで洗浄できます。
各モードとも【洗浄】⇒【すすぎ】⇒【乾燥】⇒【内部自動乾燥】を行います。
＊WASH モードは洗浄のみのモードになります。
＊P8 に記載されております【b】breeze モード が仕様上、WASH モード以外の洗浄モード＋DRY
モードを追加選択した場合及び DRY モードを選択した場合、乾燥終了後に製品内部水路などを
乾燥させる為、自動的に内部自動乾燥機能が 15 分間スタートします。

洗浄モード
洗浄コース

スタンダード
STANDARD

こんなとき

食後すぐに洗う時
や通常のご使用時

洗浄・すすぎの
目安、各温度 ( 約 )
約 69 分
（洗浄：約 60℃/
すすぎ：約 65℃）

汚れが軽微なもの、
つけおきや水洗い後
のものを洗う時。

クイック
QUICK

ミドル
MIDDLE

ストロング
STRONG

ウォッシュ
WASH

約 29 分
（洗浄：約 55℃/
他のモード（WASH モード
すすぎ：約５5℃）
除く）に比べて洗浄時間が短く、

乾燥 (60 分 )
あり

あり

すすぎの温度も低いため汚れ
が残る場合があります。

食後すぐに洗う時や
通常の使用より時間
を短くしたい時

約 59 分
（洗浄：約 60℃/
すすぎ：約 65℃）

あり

食後から時間が経過
したものや調理器具
などを洗浄するとき

約 89 分
（洗浄：約 60℃/
すすぎ：約 75℃）

あり

洗浄だけのモードです。

約 19 分
（洗浄：常温）

なし
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DRY( ドライ ) モード

●5 つの洗浄モードとは別に、ドライモードが搭載されています。
食器の乾燥だけを行いたい場合や洗浄モードの自動乾燥だけでは不十分な場合にお使い頂ける
乾燥のみのモードです。

乾燥コース

DRY
ドライ
DRY

乾燥時間の
目安、各温度 ( 約 )

こんなとき
庫内の乾燥モードです。
洗浄モードの自動乾燥
だけでは不十分な時に
お使い頂けるモードです。

約 60 分
（最高 75℃高温乾燥＋送風乾燥）

＊各洗浄モード作動中にドライボタンを押すと乾燥モードが延長され合計 120 分の乾燥になります。
洗浄後の自動乾燥が不十分な方はこちらをお試しください。
＊P.8 に記載されております【b】breeze モード が仕様上、WASH モード以外の洗浄モード＋DRY モードを
追加選択した場合及び DRY モードを選択した場合、乾燥終了後に製品内部水路などを乾燥させる為、
自動的に内部自動乾燥機能が 15 分間スタートします。

強制排水モード

●内部給水タンクに残った水を、強制的に排水させることができます。
1．電源アダプターをコンセントに差し込み、電源ランプが点灯している状態、
スタンバイモードであることを確認してください。
※排水を行いますので必ず、排水ホースを繋いで行ってください。

Mode

Power

2．電源ボタン (Power ボタン ) とドライボタン (DRY ボタン ) を同時に 5 秒以上、押してください。

DRY

Standard

Quick

Middle

Strong

Wash

Mode
Select

START
STOP

左図のように、両手で 5 秒間ほど Power ボタンと
Power

DRY ボタンを長押ししてください。

3．電源ボタン (Power ボタン ) とドライボタン (DRY ボタン ) が点灯し、給水タンクに
残った水を強制排水させることができます。
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ｂ(breeze) モード

庫内内部自動乾燥機能

●仕様上、WASH モード以外の洗浄モード＋DRY モードを追加選択した場合 及び DRY モードを選択した場合、
乾燥終了後に製品内部水路などを乾燥させる為、自動的に内部自動乾燥機能が 15 分間スタートします。
※上記モードはセンサーにより水量を感知し作動する為、 b(breez) モード【内部自動乾燥機能】にならない場合があります。
自動で b(breez) モード【内部自動乾燥機能】にならない場合、手動でｂモードを作動させるためには下記の操作をして下さい。
また b(breez) モード【内部自動乾燥機能】動作中キャンセルを行い洗浄を行った場合、洗浄終了後は b モードはリセットされます。

1．

WASH モードを除く各種洗浄モード、DRY モードを実行します。

DRY モードの実行

WASH モード以外の洗浄モードの実行

スタンダード
STANDARD

ミドル
MIDDLE

クイック
QUICK

ストロング
STRONG

＋

DRY
ドライ
DRY

DRY モードの追加実行選択
DRY
ドライ
DRY

2．

ディスプレイ画面が自動的に切り替わり、b(breez) モード【内部自動乾燥機能】が 約 15 分間実行されます。

DRY

Standard

Quick

Middle

Strong

Wash

Mode
Select

START
STOP

Power

＊b(breez) モード【内部自動乾燥機能】動作中に、洗浄が終了した食器を取り出して頂いても問題ありません。
食器を取り出した場合、扉を閉めると上記モードは継続して行われます。
このモードをキャンセルする場合、電源ボタンを長押ししてスタンバイモードにしてください。

3． b(breez) モード【内部自動乾燥機能】実行終了後もディスプレイ表示は上記図のまま【b】が表示されています。
b(breez) モード【内部自動乾燥機能】を表示した状態では、プログラム選択ができません。
電源ボタンを長押しして、電源ランプが点滅している状態、スタンバイモード
Mode

にしてください。
Power

ｂ(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】を終了せず、継続した場合
b(breez) モード【内部自動乾燥機能】は自動継続します。約 75 分ごとに約 15 分間の送風乾燥を 48 回行います。
その後、自動的にスタンモードに切り替わります。
※内部庫内センサーにより、自動乾燥時間が異なる場合がございます。
●b(breez) モード【内部自動乾燥機能】をキャンセルしたい
b(breez) モード【内部自動乾燥機能】動作中に、電源ボタンを長押しして、電源ランプが点滅している状態、
スタンバイの状態にしてください。

b(breez) モード【内部自動乾燥機能】は動作を終了致します。

Power
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使い方

給水する

電源アダプターをコンセントに差し込み、電源ランプが点滅しているスタンバイ状態で
洗浄・すすぎに必要な水量（約５ℓ）を給水してください。
内部タンクに必要水量が給水されるとブザーがなります。

1. 電源ボタンを押して電源を入れる。
コントロールパネルパネルの各メニューが点灯します。

2. 給水カップで給水する場合。
付属の給水カップに水を入れ、本体上部の給水口ふたを外し、
ブザーがなるまで給水口に注いでください。
タンクが満水になると、お知らせブザーがなります。

注意

※必ず電源を入れた状態で給水してください。
給水センサーが正しく反応しない場合があります。

●満水以上に給水をしないでください。水があふれて故障の原因になります。
●お湯を給水しないでください。故障の原因になります。
●必ず電源が入っている状態で給水を行ってください。故障の原因になります。
●必ず洗浄のたびにブザーがなるまで給水してください。
●必ず水道水を使用してください。ミネラルウォーターなどは使用しないでください。

分岐水栓から給水する場合。
付属の給水ホースを接続し、分岐水栓を開けてください。
分岐水栓の使い方は、分岐水栓に付属している取扱説明書などをご覧ください。
分岐水栓での給水を行う場合、一般的な洗濯機と同じ原理で、給水量が洗浄モードによって
自動的に調整されますので、満水になることはございません。
また長時間のご使用をされない時には、分岐水栓を閉めてください。

食器を洗う

乾燥させる

1. ドアを開けて食器洗い乾燥機専用洗剤を入れる。
洗剤の推奨標準基準量 :6g

2. 食器をトレイ（上下）にセットして、ドアを確実にしめる。
電源アダプターをコンセントに差し込むと電源ランプが点滅し
スタンバイ状態になります。
注意
ドアと本体のすき間に指を入れないでください。ドアの開閉時に指がはさまれ、怪我の原因になります。

3. 電源ボタンを押し、洗浄モード選択ボタン ( モードセレクト ) で
洗浄コースを選ぶ。
＊プログラム選択ボタンを数回押し、お好みのモードを選択する。

4. スタート / 一時停止ボタンを押して洗浄を開始する。

Mode
Select

START
STOP

Power

＊プログラム選択ボタンを数回押し、お好みのモードを選択する。
注意 洗浄モードを選択しスタートすると動作中のモード変更はできません。
また動作を一時停止することはできますが、動作中のモードをキャンセルすることはできません。

5. 運転終了後、食器を取り出す。
＊食器が乾いていても、ドアや庫内に水滴が残りますが、故障ではありません。
気になる場合は、清潔なふきんなどで拭き取ってください。
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レバー

給水ホース接続部

水栓側にしっかりと差し込んでください。

引いて抜けないことを確認してください。
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40cm
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お手入れについて

注意

・お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
・お手入れは運転終了後、庫内が常温になっていることを確認してから行ってください。
（高温部に触れるとヤケド、怪我の原因になります）
・本体や庫内に水やお湯をかけたりしないでください。
（故障の原因になります）
・給水・排水ホースに緩みや曲がりがないか確認してください。

お手入れについて

メッシュフィルターとフィルター

メッシュフィルターとフィルターは食器からでた残さいが溜まりますので毎回お手入れをしてください。
フィルターに残さいが溜まると洗浄効果が落ち、においの原因になります。

1. 本体内部から食器かご（上下）を手前に引き取り出します。
2. メッシュフィルターとフィルターを取り外す。

メッシュトレイ

フィルター

フィルターを反時計回りに回して
上に引き上げます。
次にメッシュトレイを取り出します。
フィルターを上に取り出します。

3. フィルターの上部を引き抜きます。
ここを持って
引き抜いてください

4. メッシュトレイとフィルターを
流水で洗い流す。
洗浄後水気をふき取りよく乾かしてください。

5. 上部フィルターを下部フィルターに取り付ける。
取り付け後メッシュフィルターを本体にセットしその後フィルターを
セットする。
メッシュフィルターを本体に
セットした後、フィルターを押し込み、
時計回りに停止するまで回転させる。
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反時計回りで回して下さい。

上ノズルをはめ、反時計回りに回してしっかりと固定
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洗い上がりが気になるときには

●ガラス製の食器が白っぽくなる、白い跡が残る。
・食器洗い乾燥機専用の洗剤を使用していますか。必ず食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。
・洗剤の量が足りないと汚れ落ちない場合があります。
・食器がトレイからはみ出して、ノズルの回転を妨げていませんか。食器がトレイからはみ出さないよう
に入れてください。
・食器を入れすぎていたり、重ねて入れていたり、食器をセットする向きが違っていませんか。
食器にノズルの噴射水が届くようにセットして下さい。
・フィルターやノズルが目詰まりしていませんか。またきちんと取り付けられていますか。
フィルターとノズルをお手入れしてください。
・焦げ付きや油汚れがある場合は、事前にこすり落としてからセットするか、手洗いしてください。
・WASH モードは洗浄のみのモードで、クイックモードは洗浄時間が短いため汚れをしっかり落としたい
場合はその他のモードで洗浄してください。

●ガラス製の食器が白っぽくなる、白い跡が残る。
・表面に小さな傷のついたガラス食器を高温で洗うと、まれに白くくもる場合があります。
・クリスタル製の食器はしろくくもるため、セットしないでください。
・ひどい油汚れは、汚れが残る場合があります。事前に手洗いするか専用洗剤を多めに入れて
洗浄してください。
・白い跡は水に含まれるミネラル分によるものです。ときどきクエン酸をつけて手洗いしてください。

●黄ばむ、黒ずむ。
・水に含まれる鉄分や、茶渋などによるものです。ときどき手洗いをしてください。

●粉末洗剤が残る。
・粉末洗剤がかたまっていませんか。固まっている場合は砕いてから使用してください。
・洗剤が古くなっていませんか。新しい食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。
・洗剤を入れすぎていませんか。適切な量を入れてください。
・ノズルが詰まっていたり、ノズルの回転が止まっていませんか。
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洗い上がりが気になるときには

●本体の底に水滴が残る、乾きが悪い。
・食器がかさなっていませんか。食器を離してセットしてください。
・プラスチック製品の場合は、水をはじいて大きな水滴になるため乾きにくくなります。
・WASH モードは洗浄のみのモードなので、乾燥機能はありません。
・WASH モード以外の洗浄モードをお使いの場合、通常の乾燥で乾きが悪いと感じられる際には
洗浄モード選択時に〝DRY〟ボタンを押して、乾燥モードを追加してください。

●プラスチック製食器が変形してしまう。
・プラスチック製の食器は熱により変形するおそれがあります。耐熱温度 75℃未満のプラスチック製
の食器は、使用しないください。

15

故障かなと思ったら

修理をご依頼になる前にご確認ください。
Q. 電源が入らない。
A. 電源プラグが抜けていませんか。

⇒

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

Q. 動作しない。
A. ドアがしっかりしまっていますか。

⇒

ドアをきちんと閉めてください。

A. 給水ランプが点灯していませんか

⇒

分岐水栓を接続している場合は分岐水栓を開けて
ください。
接続していない場合は、本体の給水口からブザー
が鳴るまで給水してください。

Q. ドアが閉まらない
A. 食器がドアに当たっていませんか

⇒

食器がドアに当たらないようにしっかり
ドアを閉めてください。

Q. ドアのガラスがくもる。
A. 運転終了後、庫内の余熱や水滴によりドアのガラスがくもることがあります。

Q. 使用するうちに庫内やドアガラスが白くくもる。
A. 水に含まれるミネラル分によって、白くくもることがあります。庫内は食器洗い乾燥機専用クリーナー
（市販品）を使用してお手入れしてください。またガラスはよく絞った柔らかい布で拭いてください

Q. 洗浄モードの変更ができない
A. 仕様上、一度選択実行した洗浄モードは動作途中で変更はできません。

Q. カタカタ音がする
A. 食器がノズルに当たっていませんか。⇒ノズルに当たらないようにセットしてください。
A. 軽い食器は水圧で移動することがあります。安定するようにセットしてください。

Q. 排水口のフィルターの内部に水がたまっている
A. 正常な状態です。故障ではありません。次の洗浄モード開始時に、自動的に排水が行われます。
長時間お使いになる予定がない、気になる場合につきましては、乾いた布等で拭き取って下さい。
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故障かなと思ったら

修理をご依頼になる前にご確認ください。
Q. 停電になった
A. 停電が回復したら、再度スタートボタンを押してください。

Q. ブレーカーが落ちた。
A. 原因を取り除いてからブレーカーを復帰させてください。
通電してから再度スタートボタンを押してください。

Q. 断水した。
（分岐水栓と接続している場合）
A. 電源プラグをコンセントから抜き、分岐水栓を閉めます。水道が復旧したら、他の水栓を開けて
濁った水が流れないことを確認後、接続されている分岐水栓を開けて運転を再開してください。

Q. 凍結した。
A.25℃以上の環境にしばらくの間置いてください。
その後、運転を再開できなかった場合は、故障の可能性があります。
電源プラグを抜いて使用を中止し、販売店または AINX サポートセンターにご連絡ください。

Q. 給水アイコンが点灯している。
A. 給水はしていますか

⇒

給水がされると給水アイコンの点灯は消えます。

A. 給水ホースが曲がっていませんか
A. 分岐水栓がしまっていませんか
A. 断水していませんか

⇒

⇒
⇒

確認し、曲がっている場合は直してください。
分岐水栓を開けてください。

水道が復旧したら、他の水栓を開けて濁った水が流れないことを
確認後、接続されている分岐水栓を開けて運転を再開してください。

Q. 電源コードを接続していない状態で、満水まで給水を行い、その後洗浄モードを
選択し、洗浄しようとしたが、給水ランプが点灯し、洗浄が開始されない。
A. 内部センサーが異常を感知したため、安全設計上、洗浄を開始しても洗浄ができない状態です。
P.7 に記載されている強制排水モードをまずはお試しください。
状況が改善されない場合は、AINX サポートセンターまでお問合せください。
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故障かなと思ったら

修理をご依頼になる前にご確認ください。
Q. メッセージ“b”が表示される
A.WASH モード以外の洗浄モード＋DRY モードを追加選択した場合及び DRY モードを選択した場合、
乾燥終了後に内部水路などの乾燥を行う為、自動的に b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】が
15 分間スタートします。P8 の b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】を参照してください。

Q. メッセージ“b”が表示されたまま、スタンバイモードにならない
A.b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】は自動継続致しますので、75 分ごとに 15 分間の送風
乾燥を 48 回行います。

その後スタンバイモードに切り替わります。

b モードを終了させる場合は、電源ボタンを長押しして、電源ランプが点滅している状態（スタンバイ
状態）にしてください。
P８の b(breez) モード【内部乾燥自動乾燥機能】を参照してください。

Q. エラーメッセージが表示される。
“E2”と表示される
A. 排水ホースが曲がったり詰まっていませんか。ご確認ください。
確認後再スタートしても変わらない使用を中止して電源プラグをコンセントから抜き販売店
または AINX サポートセンターにお問合せください。

Q. エラーメッセージ“E3”～“E７”と表示される
A. ただちに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜き販売店または AINX サポートセンター
にお問合せください。
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製品仕様

注意

本製品は、日本国内用に設計・販売しています。
日本国外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービス
も対象外となります。

品名（型番）

食器洗い乾燥機：AX-S3

電源

100V 50/60Hz

定格消費電力

900W

消費電力

200W ～ 480W

温度ヒューズ

180℃

外形寸法（約）

高さ 458 mm× 幅 428mm× 奥行 425mm

使用水量（約）

５L

洗浄方式

ダブルノズル噴射式

すすぎ方式

ためすすぎ

乾燥方式

高温＋送風方式

標準収納容量

専用洗剤標準使用量

16 点
（大皿２点
茶わん２点

中皿３点
小皿２点 小鉢２点
汁わん２点 コップ３点）

６ｇ

付属品

上部食器トレイ、下部食器トレイ、給水ホース、
排水ホース、給水カップ、排水ホース固定クリップ
取扱説明書兼保証書

原産国

中国
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保証書
AINX 食器洗い乾燥機 AX-S3
年

ご購入日

月

お名前

お客様

日

保証期間

ご購入日より1年間

お電話番号

ご住所 〒

無料修理規定
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用
状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品と本保証書
をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。
1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
。
③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷
。
④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷
⑤本書の提示がない場合。
⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、
「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. 販売店発行の領収書及び保証書がある場合、本書と一緒に保管してください。

販売店名

お客様の個人情報お取扱いについて
AINX株式会社（アイネクス）は、お客様の個人情報
をご相談対応や修理対応などに利用させていただき
ます。またお電話での会話内容は録音させていただ
く場合があります。折り返しお電話をさせていただく
ために発信番号の通知のお願いと発信番号の確認
をさせていただいております。個人情報を適切に管
理し、修理業務の委託の場合や正当な理由がある場
合を除いて、第三者に開示・提供することはありませ
ん。個人情報お問い合わせは下記記載の窓口にご連
絡いただけますようお願いします。

お問い合わせ窓口

販売元 ： AINX株式会社（アイネクス）
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-3-8 VORTⅡ 4F
TE L: 03-6381-5050
Fax: 03-5860-1058

お問い合わせ窓口
下記URLのお問合せフォームよりお願いします。

https://www.ainx.jp
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