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全自動洗濯機　AQUA08351D　操作早見表

①ドアハンドル

②プログラム設定ダイヤル

③水量追加ボタン

④水洗いボタン

⑤スタート予約ボタン

⑥脱水設定ボタン

⑦洗剤ケース

⑧スタート/一時停止ボタン

⑨表示ランプ

■操作盤の各部名称

■操作の手順
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4

9

236

［操作］

1

運転終了・洗濯物を取り出す

●洗濯終了直後は、安全装置が作動してドアは開きません

　 ドアロック表示ランプが消えるまで約2～3分間お待ちください

●プログラム設定ダイヤルをOFFに戻して、洗濯物を取り出してください

●水道の給水栓を閉めてください

②
6

1

プログラムを設定する

●プログラムを設定してください

●必要に応じて、オプション機能を設定してください
③～⑥
②3

P2,4,5参照

洗剤及び液体添加剤を入れる

●ドラム式洗濯機対応洗剤を適量入れてください

   （少なめに使用してください）
⑦4

P3参照

運転スタート

●スタート/一時停止ボタンを押してスタート ⑧5
P4,5参照

準備

1 ●分電盤のブレーカーを確認してください（初めて使用する場合）

●水道の給水栓を開けてください

洗濯物を分類して入れる P2,3参照

●ドアハンドルの内側のフィンガーバーを手前に押すとドアが開きます

●衣類のポケットの中に異物がはいっていないかよく確認してください

●衣類を生地の種類、汚れ、色落ちの有無等に分類し、よくほぐしてから入れてください

●故障の原因になりますので、洗濯物の入れ過ぎに注意してください

2
①

※在室時に洗濯してください



軽い汚れの衣類

■プログラムの選び方

59'

30'

14'

プログラム

綿及び
綿混紡

高温洗いが必要なもの

高温洗いが必要なもの

3.5

3.5

洗い→すすぎ→脱水

洗い→すすぎ→脱水

洗い→すすぎ→脱水

洗い→すすぎ→脱水

洗い→すすぎ→脱水＝全工程30分

※洗剤は通常の20％程度で使用してください

※排水のみの場合は、脱水設定ボタンで
　 脱水をキャンセルしてください

※高水位にて洗い・すすぎを行います

洗い→すすぎ→脱水
＝全工程59分

洗い→すすぎ→脱水＝全工程14分

※洗剤は通常の20％程度で使用してください

洗い→すすぎ→脱水

洗い→すすぎ→脱水

洗い→すすぎ→脱水

2.0

2.0

1.0

2.0

1.0

機械洗い可能なウール

特にデリケートなもの

手洗い表示の衣類

軽い汚れの綿及び綿混紡

軽い汚れの化繊及び合繊

強制排水 → 脱水

すすぎ→脱水　

90℃
60℃

化繊及び
合繊

50℃

デリケート 30℃

ｳー ﾙ、手洗い 30℃

水洗い 20℃

40℃

特急30分 30℃

特急14分

排水・脱水

すすぎ

30℃

40℃
30℃

40℃
30℃

最大洗濯

容量（kg）
洗濯温度 工程衣類の素材・汚れの程度

ひどい汚れ
普通の汚れ

ひどい汚れ
普通の汚れ

※縮みやすい衣類、色落ちしやすい衣類、
　 傷みやすい衣類等には使用しないでください

※縮みやすい衣類、色落ちしやすい衣類、
　 傷みやすい衣類等には使用しないでください

注！プログラムによって洗濯時間が異なります（洗濯温度が高い程、洗濯時間が長くなります）

特急59分

EcoMix20°�

2

&

OFF

EcoMix
20°�

90°

60°

40°

40°

30°

30°
30°

30°

50°

59'

30'

14'

&

綿及び綿混紡特急洗い

化繊及び合繊デリケート洗い
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■洗濯容量の目安

■洗剤量の目安

注！布地の厚さや種類、サイズによって重量は異なります 注！プログラムによって最大洗濯容量は変わります

約3.5ｋｇ

【衣類をドラムに入れた時の目安】【洗濯物の重量】

●洗剤は泡立ちが少なく溶けやすい、ドラム式洗濯機対応洗剤を使用してください

●柔軟剤・酸素系漂白剤等は液体のものを使用してください　（製品の使用上の注意をよく読んで使用してください）

●塩素系の漂白剤はドラムを腐食させてしまうので使用しないでください

●洗濯時に泡立ちすぎたり、使用後に洗剤ケースに洗剤が残っていたりした場合は、洗剤の入れすぎです

　 水漏れの原因となりますので、洗剤を少なくして使用してください

●洗濯物のポケットの中の物（コイン・ヘアピン・安全ピン・ゴム輪 等）は必ず取り出してください

●ファスナーやボタン・フックなどは閉じ、長いひもなどは軽く結んでください

●特にデリケートな衣類、小さな物、薄い靴下、ストッキング等は市販の洗濯ネットに入れてください

●洗濯ネットを使用する場合、脱水時の振動・故障を防ぐため、できるだけ小分けにし、他の衣類と一緒に洗濯してください

●落ちにくそうな頑固なしみは、部分手洗いやしみ抜きを行ってから洗濯してください

●厚いラグマットやベッドカバーなど硬いもの、大きなものは、脱水しないでください 　故障や大きな振動の原因となります

作業着（上下）

ジーンズ

トレーニングウェア（上下）

パジャマ（上下）

シャツ

シーツ

バスタオル

ブリーフ/ショーツ

靴下

約800ｇ

約600ｇ

約500ｇ

約500ｇ

約200ｇ

約500ｇ

約300ｇ

約50ｇ

約50ｇ

綿及び綿混紡

化繊及び合繊

デリケート洗い

衣類の種類 最大洗濯容量 洗剤

約15g

約10g

約10g

液体柔軟剤

3.5kg

2.0kg

2.0kg

約30ml

約20ml

約20ml

注！上記の量はあくまでも目安です

1. 洗剤ケースを引き出します。

   適量の洗剤を量って向かって左側に投入してください。

2. 必要に応じて液体柔軟剤を向かって右側に投入してください。

　 （MAXの表示を超えないようにご注意ください）

   洗剤ケースを静かに奥に押し入れてください。

洗剤ケース

液体柔軟剤洗剤・漂白剤

＜参考＞
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■オプションボタンの設定

水量追加 この機能を使用した場合、通常よりも多くの水で洗濯します。
水量を増やすことにより、洗濯時の洗剤の溶け残りを少なくし、すすぎ時には繊
維から完全に洗剤を取り除くように洗います。
この機能は洗剤のわずかなすすぎの残りに対して、刺激やアレルギー反応を示
すデリケートなお肌の方々や、子供用の衣類を洗濯する時にもお勧めです。
また、タオル地の製品等はたくさんの水を吸収してしまうので、この機能を適用
すると良いでしょう。

●この機能は、「綿および綿混紡」「化繊および合繊」「EcoMix 20℃」プログラム
　 のみ使用できます
●プログラムを選択した後、「水量追加」ボタンを押します。（表示ランプが点灯）

水洗い
（ヒーターキャンセル）

他の設定（水量・時間・工程など）を変更することなく、すべてのプログラムを水洗
いに変更することができます。
デリケートな生地、色落ちしやすい衣類に適しています。

●プログラムを選択した後、「水洗い」ボタンを押します。（表示ランプが点灯）

ドアロック
表示ランプ

水量追加スタート予約

洗濯状況表示ランプ

スタート予約表示ランプ

洗い すすぎ 脱水

（後） （後） （後） （弱） （中） （強）

脱水設定

脱水表示ランプ

スタート/一時停止

水洗い

水洗い
表示ランプ

水量追加
表示ランプ

プログラムスタート
表示ランプ

プログラムを設定した後、下記のオプション機能を組み合わせることができます。

「スタート/一時停止」ボタンを押す前に、必要なオプションを設定してください。

9 h 6 h 3 h 400 600 800
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ドアロック表示 電源がＯＮの状態で、ドアが完全に閉じている時はランプが点灯します。
ドアが閉じた状態で「スタート/一時停止」ボタンを押すと、ランプが一瞬点滅し、
その後点灯します。ドアが完全に閉じていない場合、ランプは点滅を続けます。

プログラム終了直後は、安全装置が働くのでドアは開きません。
ドアロック表示ランプが消えるまで約2分間お待ちください。

脱水設定 目的に応じて脱水スピードを下げたり、キャンセルすることができます。
衣類を傷めることがないよう、プログラムが選択されている間は、自動設定された
脱水スピードよりも高速にすることはできません。

●プログラム設定した後、「脱水設定」ボタンを押します。
　  （ボタンを押すごとに、脱水速度が設定され、対応する表示ランプが点灯）
　 脱水スピードは運転開始後も、一時停止することなくいつでも変更が可能です。

※　少ない洗濯物で脱水できない場合は洗濯物の量を増やしてください。

スタート予約

スタート予約をキャンセルする

●表示ランプが消えるまで「スタート予約」ボタンを押し続けてください。
　 プログラムをスタートする場合は「スタート」ボタンを、終了する場合はプログラム
 　設定ダイヤルを「ＯＦＦ」に戻してください。

プログラムの開始を3時間・6時間・9時間後に設定することができます。

●プログラムを選択した後、「スタート予約」ボタンを押します。
　　（ボタンを押すごとに、洗濯開始時間が順に設定され、対応するランプが点滅）
 　「スタート/一時停止」ボタンを押すと、スタート予約機能が作動します。
    （設定したスタート予約時間の表示ランプが点滅から点灯に変わる）
　 設定した時間が経過したら、洗濯プログラムがスタートします。

スタート
/一時停止

実行中のプログラムを中断する

●プログラム作動中に4秒間「スタート/一時停止」ボタンを押し続けてください。
　 一時停止すると、洗濯状況表示ランプとオプションボタンが点滅します。
　 プログラムを再開する場合は、再びスタートボタンを押してください。

プログラム開始後にドアを開ける

●「スタート/一時停止」ボタンを4秒間押し続けてください。
　 一時停止すると、洗濯状況表示ランプとオプションボタンが点滅します。
　 ドアロック機能が解除されるまで約2分間お待ちください。
　 ドアを開ける際はドラム内の水位と温度に十分ご注意ください。
　 水が溢れ出しそうな場合は、ドアを開けないでください。

実行中のプログラムを中止する

●プログラムダイヤルをOFFの位置に戻してください。
　 別のプログラムを選択する場合は、プログラム設定ダイヤルをOFFに戻してか
　 ら新しいプログラムを設定してください。

●プログラム選択後、表示ランプの点灯を確認してから「スタート/一時停止」ボタ
   ンを押してください。
　 「スタート/一時停止」ボタンを押すと、選択したプログラムの運転を開始します。
　　（選択したプログラムに応じて洗濯状況表示ランプが点灯）
　　（ボタンを押してから運転を開始するまでに数秒かかる場合があります）
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■お手入れの仕方

湿らせた布で拭いてください。

本体・ドア・操作パネル

洗剤ケースを引き出して取り外し、

水洗いをしてください。

洗剤ケース

運転終了後、必要に応じて下記のお手入れを行ってください。

フィルター

注！研磨剤、アルコール、有機溶剤などは使用しないでください。

開

定期的に

定期的に

汚れが気になったら

排水ポンプに詰まる可能性のある異物（ボタン、コインなど）

を取り除くためのフィルターが取り付けられています。

下記の手順に従ってフィルターの清掃を行ってください。

1.　フィルターカバーを開きます。

2.　フィルターを取り出す際、残水が出るので

　　水受けのようなものか、タオル等を用意します。

3.　フィルターのツマミ部分を少しづつ左に回し、残水を抜きます。

　　残水が溢れないよう十分ご注意ください。

4.　残水が抜けたらフィルターを取り出し、異物や糸くずを取り除き、水洗いします。

5.　フィルターを挿入し、止まるまで右に回して取り付けます。

    注！（水漏れの原因になるので、十分に閉まっているか確認してください）

6.　フィルターカバーを閉じます。

フィルター

フィルターカバー

洗濯槽の洗浄には、市販のドラム式洗濯機に対応した洗濯槽

洗浄剤をご利用ください。

ご使用の際は、必ず洗浄剤の使用方法に従って行ってください。

洗濯槽

定期的に

ドアパッキンの溝や表面に水や泡が残っていたら拭いてください。

糸くずや異物が付いていたら取り除いてください。

カビの発生やドラム内に臭いが滞留するのを防ぐため、

使用後しばらくはドアを開けたままにしておいてください。

ドアパッキン

運転後、毎回
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■消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全表示制度について

〔本製品の設計標準使用期間について〕

<設計標準使用期間の算定の根拠>

本製品は、設計標準使用期間※を7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されますと、
経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがございます。

※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>参照。）の下で、適切な取
　 扱いで使用し、適切な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
　 上設定される期間で、製品毎に設定されるものです。（消安法第３２条の３）。メーカー無償保障期間とは異なるもの
　 ですのでご注意ください。

<ご注意ください！>

〔本製品の清掃、その他日常的に行うべき保守の内容及びその方法〕

製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃を行っていただくようお願いいたします。
具体的には、取扱説明書の「お手入れの仕方」をご覧ください。

環境条件

使用条件

想定時間

設置方法

温度/湿度

電圧

水の硬度

給水圧力

給水・給湯

負荷

汚れ度

プログラム

洗剤

１日の使用回数

１日の使用時間

１年の使用日数

設置マニュアルによる

設定なし

２００Ｖ（通常の電源）

３～２１°fHの範囲内の水道水

（硬水であれば、１７～２１°fH）

０．１０～１．０ MPa

取扱説明書による

１時間５０分程度

選択プログラムによる

１kgから最大容量まで３段階

標準レベル

綿及び綿混紡コース、化繊及び合繊コース

１回

１５０日（週３日、年５０週）

本製品の設計標準使用期間は、製造年を始期とし、Candy基準による洗濯機耐久試験を行った結果に基づき、以下
の使用条件を想定して、経年劣化による安全上支障が生ずるおそ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おります。

●本製品を、上記の標準的な使用条件又は使用頻度の根拠となった数値よりも高い場合は、設計標準使用期間より
　 も早期に経年劣化を生じるおそれがおおくなることが予想されます。

●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、上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。










