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このたびは、             の洗濯機をお買い上げ

いただきましてありがとうございます。

本品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いた

だくためにこの取扱説明書をご使用の前に最後まで

お読みください。お読みになったあと必ず保存して

ください。万一ご使用中にわからないことや不具合

が生じたとき、きっとお役に立ちます。

＊本商品は家庭用です。

業務用としては使用しないで下さい。
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必ず守ってください

2

ご使用の前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

● ここに記した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、危険や損害を未然に防ぐためのものです。

●  ここでは、注意事項を危険の度合いに合わせて、「警告」、「注意」の 2 つに区分しています。いずれも、

安全にご使用いただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。

	 	 	 	 警　告 警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡

または重傷を負う可能性があります。

浴室や、雨風にさらされるような、
温気の多い場所には
すえ付けないでください。

感電や火災、故障、

変形のおそれが
あります。

洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、
ベンジン、シンナー、アルコールな
どや、それらの付着した衣類を絶対
に入れたり、近づけたりしないでく
ださい。

爆発や、火災の

危険があり
ます。

定格 15A 以上のコンセントを単独
で使用してください。

タコ足配線などで他の器具と併用すると、

コンセント部が発

熱し、発火するこ

とがあります。

幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせ
ないようにしてください。また、洗
濯機の近くに台などを置かないでく
ださい。

洗濯・脱水槽の中に

落ちてけがをする

ことがあります。アースを確実に取り付けてください。

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、販売

店にご相談くださ

い。（アースの取

り付け 16 頁参照）

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には、よ
く拭き取ってください。

火災の原因になります。

脱水槽が完全に止まるまで、絶対に
脱水槽の洗濯物に手などを触れない
でください。

ゆるい回転でも、洗濯物が

手にからみついて

けがをするおそれ

があります。特に

お子様にはご注意

ください。
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必ず守ってください

お手入れの際は必ず電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。また、
濡れた手でプラグ
の抜き差しをしな
いでください。
感電・けがのおそれ

があります。

本体のお手入れなどの際、本体に直
接水をかけないようにしてください。
ショート、感電のおそれがあります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解
したり、修理・改造はおこなわない。
発火したり、異常作動して、けがをするこ

とがあります。

脱水中、ふたを開けてから 15 秒以
内に脱水槽が止まらない場合はす
ぐに使用を中止し、修理を依頼し
てください。

ケガの原因となります。

3

絵表示について
記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。

※ 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所に必ず保管してください。

	 	 	 	 注　意注意を無視した取扱いをすると、物的損害を

被ったり、傷害を負う可能性があります。

交流 100V 以外では使用しないでく
ださい。

火災・感電の原因となります。

防水性の衣類、シートなどを洗わな
いでください。

自転車カバーや寝袋などの防水性のものを
洗うと、脱水時に異常振動して、けがをす
るおそれがあります。

設計上の標準使用期間の算出根拠

項目 条件

1.家族構成 4人世帯

2.使用環境 　

　・温度/湿度 20℃・60%

　・季節 中間期(春、秋)

3.使用条件 　

　・電源電圧/周波数 100V　50/60Hz

　・使用温度 40℃

　・1日使用水量 42リットル(中)	

4.使用頻度 　

　・1回使用時間 35分	
(洗濯：15分、ためすすぎ1回：15分、脱水：5分)

　・1年使用日数 365回

家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用期間		

注意

　

設計上の標準使用期間：6年	 	
＊		設計上の標準使用期間を超えて使用さ

れると、経年劣化による重大事故(発
火、発煙等)に至る恐れが有ります。

＊		家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用
期間は長期使用製品安全表示制度に定
められた表記期間になりますので無償
保障期間とは異なります。

KWM-45W

AC100V 50/60Hz

350/400W

120/120W

4.0kg

4.0kg

50 60Hz

19

家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用期間  

注意

　

設計上の標準使用期間：　  　年    

＊ 設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による   

重大事故(発火、発煙等)に至る恐れが有ります。    

＊家庭用電気洗濯機の設計上の標準使用期間は長期使用製品安全表示制度に  

定められた表記期間になりますので無償保障期間とは異なります。

安全のために必ずお守りください 安全のために必ずお守りください

4

    注　意注意を無視した取扱をすると、物的損害を

被ったり、傷害を負う可能性があります。

洗濯機の上にのぼったり、重いもの
をのせたりしないで
ください。

変形や破損により、 

けがをする

おそれがあります。

温水を使用する場合は50℃以下の温
水を使用して
ください。

プラスチック部分

が変形、損傷した

りして、感電・漏

電を引き起こす場

合があります。

運転中は、洗濯機の下に手足などを
入れないでください。

回転部があり、

けがをするおそ

れがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コー
ドを持たずに必ず先端のプラグ部分
を持って引き抜いてください。

ショートや感電のおそれがあります。

電源コードは傷つけたり、破損した
り、加工したり、無理に曲げたり、
引張ったり、ねじったり、たばねた
りしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電のおそれ

があります。

電源コードや電源プラグがいたんだ
り、コンセントの差し込みがゆるい
ものは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

長期間使用しないときは電源プラグ
を必ず引き抜いてください。

絶縁劣化による感電や、漏電火災のおそれ

があります。

火気を近づけないでください。

火のついたろうそくやたばこ・ストーブ・

蚊とり線香など。

変形や火災の原

因となります。

設計上の標準使用期間の算出根拠

項目 条件

1.家族構成 4人世帯

2.使用環境 　

　・温度/湿度 20℃・60%

　・季節 中間期(春、秋)

3.使用条件 　

　・電源電圧/周波数 100V　50/60Hz

　・使用温度 40℃

　・1日使用水量 49リットル

4.使用頻度 　

　・1回使用時間 20分

　・1年使用日数 365回
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必ず守ってください (つづき)

4

	 	 	 	 注　意

使用上のご注意

注意を無視した取扱をすると、物的損害を

被ったり、傷害を負う可能性があります。

洗濯機の上にのぼったり、重いもの
をのせたりしないで。
ください。

変形や破損により、

けがをする

おそれがあります。

温水を使用する場合は50℃以下の温
水を使用して
ください。

プラスチック部分

が変形、損傷した

りして、感電・漏

電を引き起こす場

合があります。

運転中は、洗濯機の下に手足などを
入れない。

回転部があり、

けがをするおそ

れがあります。

火気を近づけない。

火のついたろうそくやたばこ・ストーブ・

蚊とり線香など。

変形や火災の原

因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コー
ドを持たずに必ず先端のプラグ部分
を持って引き抜いてください。

ショートや感電のおそれがあります。

電源コードは傷つけたり、加工した
り、無理に曲げる、ねじる、引っぱ	
る、束ねるなどしないでください。
また、重いものをのせたり、はさん
だりしないで
ください。

電源コードが破

損し、火災・感

電のおそれがあ

ります。

電源コードや電源プラグがいたんだ
り、コンセントの差し込みがゆるい
ものは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

長期間使用しないときは電源プラグ
を必ず引き抜いてください。

絶縁劣化による感電や、漏電火災のおそれ

があります。
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必ず守ってください (つづき) 使用上のご注意

5

水が一定水位に満ちるまでは、洗濯をしない
でください。

洗濯機の下は時々掃除してください。

電源プラグをコンセントから抜き、洗濯機を移動、	

下側を掃除します。

水圧が高い場合は、水栓をしぼってください。

給水ホースがはずれたり、注水口以外から水が漏れる

ことがあります。

脱水時には必ず脱水キャップを使用してくだ
さい。

洗濯物の飛び出しや、傷つきを防ぎます。

露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きいとき、洗濯槽の外側

に水滴が発生し、床面をぬらすことがあります。なお、

水滴を受けるための洗濯機専用トレーが市販されてい

ますので、販売店にご相談ください。

ワイヤー入りブラジャーは洗濯、脱水しない
でください。

ワイヤーが外れて洗濯・脱水槽を傷めます。

＊	ご注意	

ブラジャー、下着等は市販の専用ネットに入れて

洗濯してください。
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各部のなまえ

脱水槽ふた

脱水キャップ

脱水槽

電源プラグ

アース線

6

① 洗濯タイマー ② 水流/排水スイッチ　 ③ 注水切換スイッチ ④ 脱水タイマー

給水口

操作パネル

排水フィルター

洗濯槽

排水ホース

パルセーター

脚

洗濯槽ふた

すすぎフィルター

取扱説明書の各イラストはイメージ図になりますので実物とは異なる事があります。
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各部のなまえ

7

お洗濯の順序

● 脱水キャップを脱水槽からとります。

●  洗濯タイマーが“切”になっているのを 

確認してください。

● 水流／排水切換スイッチをソフト 

又は標準に合わせてください。

● 給水ホース及び排水ホースの接続を 

確認してください。

● 電源プラグをコンセントに差し込みます。

● 洗濯物又は水量が多い時、水圧が強い時には洗

濯機が作動中に水が飛び跳ねる事があります。

準　備

● 洗剤を溶かす

●  洗濯物を入れて 
適量を給水する

●  洗濯タイマーを 
セットする

●  洗濯物を脱水槽
に均等に入れ、
脱水キャップを
洗濯物の上に水
平に入れる。

●  注水切換スイッ
チを脱水側にセ
ットする。

●  約1分間、水を
供給する。

●  脱水タイマーを 
2�3分に合わせ
る。

●  ためすすぎ、ま
たは注水すすぎ
をする

1．洗い 2．中間脱水 3．すすぎ 4．脱水 ご使用後

P8 P8 P10 P10 P12
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お洗濯

8

1．	水流／排水切換をセットする

水流を、“ソフト又は標準”に合わ

せます。

2．	洗剤を溶かす

● 排水フィルター（6ページ参照）が

浸るぐらい水を入れる

● 洗剤を入れる。 

（洗剤の量は 13 ページ参照）

● 洗濯タイマーを約 2分にセット

し、洗剤をよく溶かす。

3．	洗濯物を入れて給水する 4．	洗濯タイマーをセットする

● 洗濯が始まります。 

（洗濯時間は 12 ページ参照）

5．洗い終わったら

● 水流／排水切換を“排水”に合わ

せて排水します。

洗い

1．洗濯物を脱水槽に入れる

洗濯物を脱水槽に均等に入れ、脱水キャップを洗濯物

の上に水平に入れます。

P13

中間脱水

2．ふたを閉める

内ふた、脱水槽ふたを閉めます。

3．水の供給

●  注水切換スイッチを脱

水側にセットしてくだ

さい。

●  約ー分間、水を供給し

てください。

DW-T40AW(일).indd   8 2016-06-10   오전 12:43:24



お洗濯

9

●		脱水中に外ふたを開けると、脱水槽は止まり
ます。ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が
止まらない場合はブレーキの故障ですので、
使用を中止し、すぐに修理依頼をしてくださ
い。

●			回転中の洗濯・脱水槽には手を入れないでく
ださい。特に幼児にはご注意ください。

警告

1．	水流／排水切換をセットする

水流を、“ソフト又は標準”に合わ

せます。

2．	洗剤を溶かす

● 排水フィルター（6ページ参照）が

浸るぐらい水を入れる

● 洗剤を入れる。 

（洗剤の量は 13 ページ参照）

● 洗濯タイマーを約 2分にセット

し、洗剤をよく溶かす。

3．	洗濯物を入れて給水する 4．	洗濯タイマーをセットする

● 洗濯が始まります。 

（洗濯時間は 12 ページ参照）

5．洗い終わったら

● 水流／排水切換を“排水”に合わ

せて排水します。

P12

 ※  洗濯タイマーは“切”よりも左にしないよう、また“15”よりオーバー

しないようにしてください。

 ※  くつ下、アンダーシャツなどの小物は、飛び出しを防ぐために脱水槽

の底の方に入れてください。

 ※  脱水中に異常な振動があるときは、脱水槽を止めて、洗濯物を片寄り

のないように入れ直してください。

 ※  泡残りが気になる場合は、水をかけて泡を消してから脱水すると、 

すすぎ水が節水できます。

注		意

4．脱水する

脱水タイマーを 2 � 3 分に合わせま

す。

3．水の供給

●  注水切換スイッチを脱

水側にセットしてくだ

さい。

●  約ー分間、水を供給し

てください。
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お洗濯 (つづき)

10

ためすすぎ

水をためてすすぎます。

4．	適切な水量を給水し
たら、水栓を閉じる

5．	洗濯タイマーを 2
� 3 分に合わせる

6．	洗濯物を脱水槽に移
し、約1分脱水する

7．	脱水後、1分程し
たら排水する

注水すすぎ

水を流しながらすすぎます。

4．	適切な水量を	
給水する

5．	水量を調節しなが
ら、給水を続ける

6．	洗濯タイマーを 2
� 3分に合わせて
すすぐ

7．	水がきれいになったら
水栓を閉め、洗濯タイ
マーを“切”に戻す

1．洗濯物を洗濯槽に移す

2．水流切換をソフト又は標準にセットする

3．給水する

中間脱水と同様に行います

※すすぎのポイント   泡残りが気になる場合は、水をかけて泡を消してから脱水すると、すすぎ水が節水できます。

●	脱水のめやす

薄物（化繊、繊維など） 約1分

ワイシャツ（混紡） 約1�2分

アンダーシャツ（線） 約2�4分

厚物（線シーツ、タオル他） 約3�5分

すすぎ

脱水

	すすぎには、「ためすすぎ」と「注水すすぎ」があります。

・すすぎを念入りにしたいときは「注水すすぎ」をします。

・「ためすすぎ」をすると節水になります。

・すすぎ後の水を次の洗いに利用すると節水になります。
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お洗濯 (つづき)

11

4．	適切な水量を給水し
たら、水栓を閉じる

5．	洗濯タイマーを 2
� 3 分に合わせる

6．	洗濯物を脱水槽に移
し、約1分脱水する

7．	脱水後、1分程し
たら排水する

4．	適切な水量を	
給水する

5．	水量を調節しなが
ら、給水を続ける

6．	洗濯タイマーを 2
� 3分に合わせて
すすぐ

7．	水がきれいになったら
水栓を閉め、洗濯タイ
マーを“切”に戻す

●  すすぎが不十分なときは、4�7をさらに1�2回繰り返します。

※すすぎのポイント   泡残りが気になる場合は、水をかけて泡を消してから脱水すると、すすぎ水が節水できます。
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ご使用後／お洗濯のめやす お洗濯 (つづき)

12

1.			電源プラグをコンセントから引き抜く

洗濯時間のめやす

●  標準洗濯量はJIS（日本工業規格）で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚
さなどによって洗える量が変わります。

●  普通の衣類では標準洗濯量の80％程度が適当です。

コードを引っぱらず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。	

ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電することがあり	

ます。また、長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグを	

抜きます。 

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

注意

洗濯物の種類 洗濯時 水流 標準洗濯量

ひどい汚れ、厚物 10�15分

標  準 4kg以下
麻・木綿など 8�10分

普通の衣類（下着など） 7分

化せんなどの汚れの軽いもの 2�5分

手洗い表示のある毛100％、

毛混紡のニット製品、薄い化せん
2�5分 ソフト 2kg以下
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ご使用後／お洗濯のめやす お洗濯 (つづき)
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カッターシャツ
（混紡約 200g）

ブラウス
（混紡約 200g）

アンダーシャツ
（混紡約 130g）

くつした
（混紡約 50g）

ブリーフ
（綿約 50g）

タオルケット
（薄手綿約 500g）

バスタオル
（綿約 300g）

シーツ
（綿約 500g）

パジャマ
（上下、綿約 500g）

作業服
（上下、混紡約 800g）

洗濯物の重さのめやす

洗濯物の洗剤のめやす
洗濯物の取扱い絵表示に示されている洗剤をお使いください。

下記の洗剤量は参考値です。洗剤量は、洗剤の種類により異なりますので、洗剤容器の表示を確かめてからお

使いください。

水の量は洗濯槽の中に表示されている“高（H）”“中 (M)”“低（L）”の印に合わせてください。

DW-T40AW
洗濯量 洗濯物の種類 水　位 水　量 洗剤量

1.5kg以下 レーヨン、ナイロン、 

自然合成繊維
低（L） 35リットル以下 40�50g

綿、麻

下着、シャツ

中（M） 42リットル 50�55ｇ作業服、厚い綿、

麻

4.0kg以下 厚手のシルク、ウール、ナイロン

綿、麻

中（M） 42リットル 50�55ｇ厚い作業服、 

綿、麻
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上手なお洗濯のしかた お手入れのしかた
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●	「取扱表示」にしたがって洗濯する。

40

1
2

3

●		デリケートな衣類（ランジェリー類、ス
トッキングなど）はネットに入れて。

●	ポケットは空にする。

	 布破れや洗濯槽の穴あき、排水の詰まりを防ぎ
ます。

●	大きいもの（シーツやジーンズなど）から
先に洗濯槽に入れる。

	 回転がスムーズになります。

●	ひもは結んで、ファスナーは閉める。

	 衣類やファスナーを傷みを防ぐためです。

●	砂や泥は必ず取り除く。 ●	洗濯物の量に応じて、水量を調節する。

	 布を傷めずに、 
きれいに洗えます。
水や洗剤の節約に
もなります。

●	衣類を種類別にする。

DW-T40AW(일).indd   14 2016-06-10   오전 12:43:25



上手なお洗濯のしかた お手入れのしかた
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すすぎフィルターの掃除

●	すすぎフィルターはときどき掃除をしてください。

・ 洗濯が終わった後、絵に示した通り、フィルターを

下に押して、引き出してください。

・ フィルターを裏返してとり、洗って下さい。

・ 底部を挿入し、次に上部を押し入れ、取り付けて下

さい。

本体の掃除

● ほこりや汚れは、しめった柔らかい布でふき取ってくださ

い。

● ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ

性洗剤などでふいたり、たわしでこすったりしないでくだ

さい。塗装やプラスチック部品を痛めます。

● 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがって

ください。

1

2
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すえ付け 排水ホースの取り扱い
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 また直射日光は、プラスチック部を変形させるため、おさ

けください。

●	水平でしっかりした所に置く
 タイルなどのすべりやすい床、弱い床は、振動や騒音が大

きくなります。

●	壁などから 5cm 以上離く
 蛇口や給水つぎてからも離してください。

＊	ご注意	

・	洗濯機の設置場所には使用中の水や洗剤のこぼれ、ま

た、作動中の揺れによって損傷の恐れがありますので、

市販の防水版上で設置をお勧めします。

●	電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買い上げの販売店またはお客様

相談窓口にご相談ください	

子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせないで下さい。	

幼児が製品の上にのぼったり、近くで遊ばないように注意してください。

●	アース端子がある場合。

 ・洗濯機のアース線を端子に接続します。

●	アース端子が無い場合。

 ・ 電気工事士による第三種接地工事が必要です。 

お買い上げの販売店に依頼してください。

 ・ガス管、水道管には取り付けをしないでください。

 ・ アース線の取り付け、取り外しのときは、 

必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

アース線をつなぐ

浴室や、風雨にさらされる場所など、

湿気の多いところには据え付けない

でください。

感電・火災・故障・変形のおそれがあり

ます。

警告

アースを確実に取り付けてください。

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、販売店にご相

談ください。

警告

すえ付け場所
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排水ホースの取り扱い
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排水ホースの取り付け

● 洗濯槽の右側の排水ホースを下に下ろして排水溝
に差し込みます。 

● 後面排水の場合は、洗濯機の下部ベースの溝から
排水ホースを外して方向を変えてください。 

● 前面右側に排水方向を変える場合は、排水ホース
を後面排水に変えて洗濯機の右側に排水ホースを

設置してください。 

 

● 排水ホースは水が流れやすいようにしてください。

 ・排水ホースは水平になるように取り付けてください。

 ・ 排水ホースが途中で持ち上がっていると、水の流れが悪

くなります。洗濯機の下に台等を置いて、ホースが水平

になるようにしてください。

給水ホースの取り付け

● 蛇口につなぐ

 

 ・  蛇口につなぐ際には水圧によりホースが抜ける恐れがありますので

固定バンド(市販用)でしっかり固定してください。

● 洗濯機につなぐ。

 ・ 給水ホースの反対側を操作パネルの中央にある給水口に 

差し込んで下さい・      

 ・ 水圧が強い場合は給水ホースが外れて水漏れが発生する 

可能性がありますので、洗濯機側の給水ホースを市販の 

ホースバンドでしっかり締めて下さい。  

※市販の給水ホース（内径 15mm ～ 17mm)   

※市販のホースバンド（内径 16mm ～ 18mm)

後面排水の例 

給水ホース
(市販品)

固定バンド
(市販品)
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故障かなと思れれる前に おもな仕様
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●		使用中に異常が見られましたら次の項目をチェックしてください。

●		点検後も異常が見られるようでしたら、お求めになった販売店又は、お客様相談センターヘご連絡ください。

＊	ご案内	

設置、使用上によって発生した不具合は保証対象外になります。

●		排水ホースをかけておく時は必ず洗濯機の残水を完全に排出し

てから使用してください。

●			洗濯機を使用する時は必ず排水ホースを倒してから使用してく

ださい。

●			排水ホースを倒さずに使用すると感電、火災、故障の原因にな

ります。

警告

	

作動しない	 ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。

 電源プラグとコンセントが接触不良になっていませんか。

 パルセータの周囲の残水が凍結していませんか。

洗濯物の動きがよくない	 洗濯物を入れすぎていませんか。

脱水槽が動かない	 脱水槽ふたが完全に閉まっていますか。

 脱水槽の外側に洗濯物が落ち、軸に巻き付いていませんか。

脱水がよくできない	 洗濯物が片寄っていませんか。

 落ちた洗濯物が排水口をふさいでいませんか。

 脱水槽のまわりが泡でいっぱいになっていませんか。

 排水ホースが途中で持ち上がっていませんか。また、

 2m以上延長されていませんか。

洗濯水がホースの先端から漏れる	 排水弁や排水口に、糸くず、砂、どろなどがたまっていませんか。

排水がよくできない	 排水フィルターやすすぎフィルターが糸くずて詰まっていませんか。

 排水ホースがつぶれていませんか。

こんなとき ここをお確かめください
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本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

品名 DW-T40AW

種類 電気洗濯機

使用電源 AC100V　50/60Hz共用

消費電力（50／60Hz） 洗濯側　300W

脱水側　160W

洗濯方式 うず巻式

標準洗濯容量 4kg

標準脱水容量 3kg

標準水量 高水位 48L，中水位 43L，低水位 38L

外形寸法 W741mm X D410mm X H840mm 

本体総重量 18.5kg

付属品 脱水キャップ



保証とアフターサービス (必ずお読みください）
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補修用性能部品
の最低保有期間

・	洗濯機の補修用性能部品の最低

保有期間は製造打ち切り後 6年

です。この期間はやむ得ない状

況によって変わる事もあります。

・	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。なお洗濯機に使用して

いる部品は性能向上のため一部

予告なしに変更することがあり

ます。

ご不明な点や修理
に関するご相談は

・	修理に関するご相談並びにご不

明な点はお買上げの販売店また

はお客様ご相談窓口・フリーダ

イヤルにご相談ください。

・	移転あるいは御贈答品などで保

証書に記入してあるお買い上げ

の販売店に修理がご依頼できな

い場合には「お客様相談窓口フ

リーダイヤル」にご相談くださ

い。

保証書（別添）

・	この洗濯機には保証書を別途添

付しております。

・	保証書は必ず「お買い上げ日・

販売店名」等記入をお確かめの

うえ販売店から受け取っていた

だき内容をよくお読みの後大切

に保管して下さい。

・	保証期間はお買い上げいただい

てから 1年間です。	

詳しくは保証書をご覧ください。

★長年ご使用の洗濯機の点検を愛情点検

ご使用

中 止

このような症状の
ときは、故障や事
故防止のため、ス
イッチを切り、コ
ンセントから電源
プラグを抜いて必
ず販売店に点検・
修理をご相談くだ
さい。

●	脱水槽が止まりにくい。
●	水漏れがする。（ホース、水槽、給水つぎて）
●		焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な

音や振動がある。
●	本体に触るとビリビリ電気を感じる。
●	据え付けが傾いたりグラグラしている。
●	スイッチを入れても、動かないときがある。
●	電源コード、プラグが異常に熱い。
●	その他、異常・故障がある。

ご使用の際、

このような

ことはあり

ませんか？ 

修理を依頼されるときは 出張修理

保証期間中は 保証期間が過ぎているときは

ご連絡していただきたい内容 修理料金の仕組み

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って修理させていただきます。

修理して使用できる場合にはご希望により修理さ

せていただきます。

18ページに従ってチェックしていただいても異状のあるとき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にご連絡ください。

	 故障した製品を正常に修復するための料金で	

技術料	 す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器	

	 など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代
	修理に使用した部品代金です。その他修理	

	 に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料
	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用	

	 です。別途駐車料金をいただく場合があります。

品名	

型名	

お買い上げ日	 　　　　　年　　　　月　　　　日

故障の状況	 できるだけ具体的に

ご住所	 付近の目印なども併せてお知らせください。

お名前	

電話番号

訪問ご希望日
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