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1 安全対策について
布地の水洗い用洗剤のみを使用してください。ドライクリーニング剤
の使用は絶対に避けてください。
本機のドアロックを改ざんしてかけなくてすむようにすることは、いか
なる状況下でもおやめください。
本機械に不具合が生じた場合、担当者にただちにこの問題を報告するこ
とが必要です。使用者および他の方々の安全のためにも重要です。
本機を改造しないでください。
資格のある人員のみが修理を行うことが行できます。
認可されたスペアパーツのみを使用してください。
サービスの実施やパーツ修理の際は、電源ケーブルは抜いてください。
電源がオフなったら、オペレーターは機械が全てのアクセスポイントか
らオフになっている（プラグが外された状態）ことを確認する必要があ
ります。機械の製造または設置理由からこれが不可能な場合、分離位
置にロックシステムを設置することでオフにする方法が提供されなけれ
ばなりません。
配線規則の順守：本機の据付や点検操作の前に、マルチポールスイッチ
を取り付けてください。
ベース部分の開口部がじゅうたんなどで塞がれないようにしてくださ
い。
乾燥させる衣類の最大量： 5.5 kg
作業場での荷重排出音圧:
洗濯: <70 dB(A).
脱水のみ: <70 dB(A)
次の国に関する追加要件：AT、BE、BG、HR、CY、CZ、DK、EE、FI、
FR、DE、GR、HU、IS、IE、IT、LV、LT、LU、MT、NL、NO、PL、
PT、RO、SK、SI、ES、SE、CH、TR、UK:
• 本機械は公共エリアで使用することができます。
• 8歳以上のお子様、ならびに身体的、感覚的または知的能力が低下し
ている、あるいは経験および知識がない方は、監視の下、または器具
の安全な使用方法の指導を受け、伴う危険について理解した後、本機
を使用することができます。お子様は本機を使って遊ばないものと
します。クリーニングおよびユーザーによるメンテナンスを、監視
なしでお子様が行わないものとします。

他の国の追加要件：
• 身体、感覚、精神的能力が減少している方、または知識や経験が不足
している方（子どもを含む）は、安全性に関する責任を持つ人物から、
機器の使用について監督または指示を受けない限り、本機器を使用す
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ることができません。お子様が本機で遊ばないよう監視してくださ
い。

1.1 一般安全情報
この機械の用途は、水を使用しての洗濯のみとなっています。
本機に対し、ホースで水をまかないでください。
水滴により、電子機器 (およびその他のパーツ)へ損傷が発生する可能性を防止するため、初めて本機械を使用する
24時間前までに、温度が室温である場所に置いてください。

1.2 商業用途専用
本書で説明されている機械製品は、商業用、業務用専用に製造されています。

1.3 記号
注意

本機の使用前に説明書をお読みください
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2 プログラムの説明
2.1 一般
機械には、使用目的の範囲に合わせて何種類ものプログラムが組み込まれています—市場によって異なるプログ
ラムが使用されます。以下のプログラムの詳細は、使用可能なプログラム例の一部の簡単な説明です。
利用できる選択プログラム全てに関する完全かつ詳細な情報については、Electroluxウェブサイトをご覧ください。
各衣類のラベルに記載された手入れ方法にできるだけ従うことをお勧めします。

2.2 プログラムの説明
以下の表には利用可能なプログラムの例と簡単な説明が示されています。

プログラム 説明
標準

1
綿および厚手の木綿
異なる水温を選択することが可能です。 40°C - 95°C.
最適な結果を得るためには、フルロードをお勧めします。

重度の汚れ

1
綿および厚手の木綿
異なる水温を選択することが可能です。 60°C - 95°C.
予洗と洗濯時間を長めにします。
最適な結果を得るためには、フルロードをお勧めします。

マイルド

1
化学繊維（化学繊維の例：ポリエステル、ポリアミド、ポリアクリル、エラスタン）、ビスコース、
ポリコットン、デリケートな繊維。
異なる水温を選択することが可能です。 30°C - 60°C.
最適な結果を得るためには、ハーフロードをお勧めします。

手洗い 非常にデリケートな素材
最適な結果を得るためには、ごくわずかを投入することをお勧めします。

2.2.1 サニタリープログラム (汚物ミニ)
サニタリープログラム
色物衣類5キロ
清拭タオル5キロ
尿　普通洗い5キロ

YamamKoj
テキスト ボックス
 2.2.1ペット衣類コース

YamamKoj
テキスト ボックス
プログラム 　　　　　　　説明ペット衣類コース 　　　　1回洗い、3回すすぎ、脱水3分　890rpm

YamamKoj
直線

YamamKoj
直線
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3 取り扱い
3.1 洗濯物の容量
内容物を、推奨事項に従って機械に投入し、ドアを閉めてください。
最大容量は5.5 kgです。

3.2 洗剤
推奨事項に従って、正しい量の洗剤と柔軟剤を入れてください。
(自動洗剤投入機能を使用している場合は無効)。

fig.7556

液体柔軟剤。

液体洗剤による本洗い。
または、モップマシンの場合、最後のすすぎで液体モップ薬品を使用。

「予洗」オプションが選択された場合、予洗、粉末または液体洗剤。

本洗で粉末洗剤。

3.3 機械をスタートするには
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コントロールノブを回して、プログラムを選択します。

プログラムの例
標準

1
異なる水温を選択することが可能です。 40°C - 95°C.
重度の汚れ

1
異なる水温を選択することが可能です。 60°C - 95°C.
マイルド

1
異なる水温を選択することが可能です。 30°C - 60°C.

サニタリープログラムの列
色物衣類5キロ
清拭タオル5キロ
尿　普通洗い5キロ

コントロールノブを押して機械をスタートします。
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3.4 その他の機能
スタート後に選択できる、追加機能が含まれたメニューがあります。コントロールノブ /スタートボタン (コント
ロールノブがない機械)を押すと、ディスプレイにメニューが表示されます。
コントロールノブを回して /温度ボタンを押してメニューを選択し、コントロールノブ /スタートボタンを押して
有効にします。

注
機械によっては、一部の機能が利用できない、または有効にならないことがあります。

停止機能
機械がこの機能を使ってプログラムされている場合、プログラム動作中にコントロールノブを押して機械を停止す
ることができます。
コントロールノブを再度押すと、プログラムは継続します。

一時停止
継続中のプログラムを一時停止することが可能です。
一時停止を選択して有効にします。
コントロールノブ /スタートボタンを再度押すと、プログラムは継続します。
水位が低い場合は、しばらくするとドアを開けることができます。続けるには、ドアを閉めてコントロールノブ /
スタートボタンを押してください。

開始後のプログラムの変更
開始後にプログラムを変更することができます。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｦ ﾍﾝｺｳｽﾙを選択して有効にします。
コントロールノブ /スタートボタンを押すと、プログラムメニューが表示されます。新しいプログラムを選択し、
コントロールノブ /スタートボタンを押すことで開始します。

早送り
早送りを選択して有効にします。
コントロールノブ /スタートボタンを押すと、プログラム工程が表示されます。コントロールノブを回して /温度
ボタンを押してリストから希望のプログラム工程を選択し、コントロールノブ /スタートボタンを押して有効にし
ます。

プログラムの終了
開始後にプログラムを終了することができます。
プログラム最終を選択して有効にします。
コントロールノブ /スタートボタンを押すと、プログラムが終了します。水が排出されると、ドアのロックが解除
されます。

時間差スタート
本機にこの機能がついている場合は、プログラムのスタートを遅らせることができます。
プログラムを選択した後、コントロールノブ /スタートボタンを押します。ディスプレイ上にメニューが表示され
ます。コントロールノブを回して /温度ボタンを押して、機能を有効にします。コントロールノブを使って /温度
ボタンを押して、遅延スタートの日時を設定します。
コントロールノブ /スタートボタンを押して設定を確認します。

[Status（ステータス）]
ｽﾃｰﾀｽ ﾒﾆｭｰを選択して有効にします。
ステータスメニューは、機器の水温、水位、ドラムスピードを表示します。

統計
ﾄｳｹｲを選択して有効にします。
ﾄｳｹｲメニューには、機械の合計稼働時間とトリップ稼働時間が表示されます。
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自動再起動
早送りを選択して有効にします。
選択したプログラムに対して機械が実行する自動再起動の番号を設定します。
コントロールノブ /スタートボタンを押して設定を確認します。

3.5 プログラムの終了時
準備が整ったら、ドアを開けたままにしてください。これは、機械に湿気がこもって、バクテリアやカビが繁殖
するのを防ぐためです。
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4 タイマー
タイマーは、あらかじめ設定した一時停止の後、プログラムを起動するために使用します（例えば、前回のすすぎ
プログラム）。時間は全日または選択した日が設定できます。
タイマーをプログラムするには、サービスモードを有効にします。
サービスモードはコントロールノブを長押しして起動します。

ｻｰﾋﾞｽ ﾒﾆｭｰ
ｷﾉｳ ﾃｽﾄ
ｺﾝﾌｨｸﾞ
ﾘｮｳｷﾝ ﾉ ｾｯﾃｲ
ﾄｳｹｲ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ
ｼｽﾃﾑ

以下のメニューはコントロールノブを短く押して起動します。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰメニューを有効にします。

ｻｰﾋﾞｽ ﾒﾆｭｰ
ｷﾉｳ ﾃｽﾄ
ｺﾝﾌｨｸﾞ
ﾘｮｳｷﾝ ﾉ ｾｯﾃｲ
ﾄｳｹｲ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ
ｼｽﾃﾑ

ｲﾁｼﾞﾃｲｼｺﾞ ﾉ ｽﾀｰﾄﾉ ｾｯﾃｲメニューを有効にします。
ｱﾀﾗｼｲ ﾈﾋﾞｷ ｦ ﾂｲｶメニューを有効にします。
以下のサブメニューがディスプレイに表示されます。

• ﾓﾄﾞﾙ
• ｼﾞｶﾝ
• ﾕｳｺｳﾆ ｻﾚﾀ
• ｽﾍﾞﾃ ﾉ ﾋ
• ｹﾞﾂﾖｳﾋﾞ
• ｶﾖｳﾋﾞ
• ｽｲﾖｳﾋﾞ
• ﾓｸﾖｳﾋﾞ
• ｷﾝﾖｳﾋﾞ
• ﾄﾞﾖｳﾋﾞ
• ﾆﾁﾖｳﾋﾞ
• ﾈﾋﾞｷ ｦ ﾄﾘｹｽ

時間をプログラムするために、ｼﾞｶﾝメニューを有効にします。コントロールノブで時間を調整し、保存します。
コントロールノブを押してリストから選択し、一つずつday/daysを有効にします。四角が塗りつぶされているも
のは選択された日です。
変更を保存して終了するにはﾓﾄﾞﾙを押して、ﾊｲを選択します。
例えば:
前日にプログラムがスタートし、最後のすすぎの前に一旦停止して、
時間が 04.00にセットされており、ｽﾍﾞﾃ ﾉ ﾋが有効になっていれば、プログラムの最後のすすぎは一週間毎日
04.00に始まります。

変更が保存されると、プログラムの時間は、ｲﾁｼﾞﾃｲｼｺﾞ ﾉ ｽﾀｰﾄﾉ ｾｯﾃｲメニューに新しい行として表示されます。
複数の時間をプログラムすることができます（同じ日に複数のケース）。
リストには最大10のケースまで保存できます。
指定したケースを有効/無効にするには、ﾕｳｺｳﾆ ｻﾚﾀを押します。
指定したケースを削除するにはﾈﾋﾞｷ ｦ ﾄﾘｹｽを押します。
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5 エラーコード
プログラムや機械のエラーは、ディスプレイにエラーコードで示されます。
こういったエラーコードの中には、サービス担当者に問い合わせる必要なしに簡単に解決できるものもあります。

エラー
コード

テキスト [原因 /行動]

11:1 水がありません 水位通知が時間通りに受信されませんでした。
水の栓が開いているか確認してください。

11:2 ドアが開いています ドア位置の通知がプログラム中に受信されませんでした。
ドアを開き、また閉じてください。

11:3 ドアがロックできませんでした ドア位置通知が時間通りに受信されませんでした。
ドアを開き、また閉じてください。

11:10 ﾊｲｽｲｼﾏｾﾝ 排水後の水位が設定水位よりも上にあります。
排水弁に詰まりがないことを確認してください。機械を再始動してください。

他のエラーコードまたは繰り返し表示されるエラーコードでは、30秒間電源を切ってください。エラーコードが
消えない場合は、有資格のサービス員までご連絡ください。

6 メンテナンス
6.1 一般
定期的にメンテナンスを実施するのは、機械の所有者またはコインランドリーの管理者の皆さまの責任です。
注
メンテナンス不足は、機械の性能を低下させ、コンポーネントに損傷を与えることがあります。

6.2 メンテナンスの時期
ディスプレイに ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾉ ｼﾞｶﾝ というメッセージが表示されたら、機械の所有者 /コインランドリーの管理者に連
絡して、メンテナンスを行ってください (電話番号および/またはタグが表示されることもあります)。
機械はその間利用できます。ただし、メッセージの表示はメンテナンスの実施まで続きます。
メッセージは30秒後、あるいはコントロールノブまたはその他のボタンが押されると消えます。
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6.3 毎日
プログラム中にドアがロックされたままであることを確認してください。プログラム完了後までドアが開かない
ことを確認してください。
プログラム終了前にドアが開く場合は、修理を行なうまで機械を使用しないでください。
ドアに漏れがないことを確認してください。
ドア、ドアのガラス、ドアガスケットを掃除してください。
外部の部品を掃除します。

fig.6993A

6.4 洗剤コンテナ
定期的に洗剤ボックスを掃除して、残留洗剤による詰まりを防止します。
機械から洗剤ボックスを取り外してください。サイホン(A)を取り外して、洗剤ボックスとサイホンを温水と小型
ブラシを用いて洗浄します。さらに、洗剤容器が機械へ取り付けられているスペースにあるプラスチック部品も
洗浄してください。

fig.7212A

6.4.1 石灰の除去
石灰の除去が必要な場合：
特殊機械クリーニングプログラムを使用します。それが利用できない場合は、プログラムへアクセスするために
有資格のサービス員までご連絡ください。
また、高温（95°）プログラムを使って、石灰を除去することが可能です。クエン酸などの石灰除去剤を投入しま
す。
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6.6 給水口
給水口のフィルターを定期的に点検してください。必要に応じて掃除します。
給水口に接続されているホースを取り外して、フィルター(A)を引き出します。
再度取り付ける際は、フィルターが正規の位置にあり、しっかりと接続されていることを確認してください。

6.7 メンテナンスは有資格者が行わねばなりません。
有資格者に連絡して以下のメンテナンスを要請してください。

1年毎
• 実際の洗濯サイクル中に水漏れがないことを確認するため、機械内部を点検してください。
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