
AW-42ML

（W） ピュアホワイト

オープン価格＊

（W） ピュアホワイト

オープン価格＊
AW-60GL

（W） ピュアホワイト（W） ピュアホワイト （W） ピュアホワイト

オープン価格＊
AW-70GL

オープン価格＊
AW-80VL

オープン価格＊
AW-70VL

運転音

目安時間

標準使用水量

消費電力量

標準水位
高・中・低・少量

消費電力
（50/60Hz）

ボディ幅 ※1

総外形寸法 
（幅※2×奥行×高さ）

設置可能防水パン

30～8L（無段水位） 51～12L（無段水位） 50～12L（無段水位）

610mm 535mm （前面幅 535mm 最大幅 555mm）

655 × 714 × 1040 mm 600 × 605 × 1010 mm

51～23L（無段水位）
12L（手動）

56～26L（無段水位）
12L（手動）

48～23L（無段水位）
12L（手動）

43L/34L/22L/
12L（手動）

洗い 約 38dB
脱水 約 43dB

洗い 約 38dB
脱水 約 43dB

洗い 約 38dB　
脱水 約 45dB

洗い 約 35dB　
脱水 約 43dB

520mm 520mm520mm

563 × 580 × 957 mm563 × 580 × 957 mm563 × 580 × 987 mm

510mm

550 × 550 × 930 mm

オープン価格＊
AW-50GL

（W） ピュアホワイト

奥行内寸520mm以上 奥行内寸510mm以上

535mm （前面幅 535mm 最大幅 555mm）

600 × 569 × 960 mm

奥行内寸510mm以上 奥行内寸
550mm※3以上

奥行内寸
550mm※3以上

奥行内寸
550mm※3以上

奥行内寸
540mm以上奥行内寸520mm以上

洗い 約 31dB　脱水 約 38dB　乾燥 約 42dB 洗い 約 31dB　脱水 約 39dB
乾燥 約 42dB 洗い 約 26dB　脱水 約 37dB　乾燥 約 45dB

30～8L（無段水位） 

洗濯時 約 59L　洗濯～乾燥時 約 49L 洗濯時 約 68L
洗濯～乾燥時 約 88L

洗濯時 約 93L
洗濯～乾燥時 約 89L

洗濯時 約 92L
洗濯～乾燥時 約 83L

洗濯時 約 47分
洗濯～乾燥時 約 155分

洗濯時 約 39分
洗濯～乾燥時 約 195分

洗濯時 約 39分
洗濯～乾燥時 約 190分

洗濯時 約 112L洗濯時 約 115L

洗濯時
約 85/100Wh

洗濯時
約112/125Wh

洗濯時 約 45分洗濯時 約 49分

洗濯時 約 105L

洗濯時
約 85/100Wh

洗濯時 約 43分

洗濯時 約 110L

洗濯時
約 90/95Wh

洗濯時 約 48分洗濯時 約 29分　洗濯～乾燥時 約 165分
「乾燥お急ぎ」 洗濯～乾燥時 約 113分

洗濯時 約 57Wh　洗濯～乾燥時 約 620Wh
「乾燥お急ぎ」 洗濯～乾燥時 約 1150Wh

洗濯時 約 77Wh
洗濯～乾燥時 約 2150Wh

洗濯時 約 69Wh
洗濯～乾燥時 約 2250Wh

洗濯時 約 68Wh
洗濯～乾燥時 約 2200Wh

洗濯時 140W　
乾燥時 1250W

洗濯時 470W　
乾燥時 1150W

洗濯時 465W　
乾燥時 1150W 370 / 450W370 / 450W 360 / 435W 225 / 300W洗濯時 140W　乾燥時 1150W

610mm 

655 × 714 × 1040 mm

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ドラム式洗濯乾燥機

【洗える衣類】［ドライ］または［手洗イ］の表
示の衣類／ウール、アンゴラ、カシミヤの
セーター、カーディガン／ウール、麻、ポリ
エステルのスラックス、スカート／フリース
／学生服（ブレザーを除く）、セーラー服／
ブルゾン、ジャンパー等の芯地のない上着
／ポリエステル、麻のブラウス、シャツ

【洗えない衣類】皮革製品／飾り物のつ
いた衣類／レーヨン及びその混紡品／
絹及びその混紡品／色落ちしやすいも
の／和服、和装小物／スーツ、ジャケット、
コート、ネクタイ等の型くずれしやすいも
の／エンボス加工、シワ加工／ちりめん
類／ベルベット、別珍素材のもの／防水
加工品（ダウンウェア、スキーウェア等）

【お願い】衣類によっては「ドライコース」で洗え
ないものもあります。衣類の表示、専用洗剤及
び洗濯機の説明書をよく読んでご使用ください。
「ドライマーク」衣類が洗える家庭用のドライ
マーク洗剤またはおしゃれ着洗いの中性洗剤
（蛍光剤無配合）を必ずお使いください。「ドライ
コース」は、クリーニング店等で行う水を使わな
い「ドライクリーニング」とは異なります。

便利機能説明

●オートパワーオフ　

●サイクルフリー
 （50/60Hz共用） 

●お洗濯終了ブザー
 （ON・OFF切換可能）　

●柔軟仕上げ剤自動投入 

●BL規格すべての防水
   パンに納まります　

●洗剤適量ガイド 

●待機時消費電力ゼロ

全機種共通機能

みんなで家電リサイクル つくろう循環型社会 「家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）」の対象とされる家電品はエアコン、テレビ
（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）、冷蔵庫・冷凍庫（家庭用）、洗濯機・衣類乾燥機です。販売店は対象使用済み商品を収集しメーカーに引渡し、メー
カーはリサイクルを行います。お客様には、対象使用済み商品を廃棄される際、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）のご負担をお願い
することになります。お客様、販売店、メーカーの三者が役割を分担しあって住みやすい「循環型社会」を実現しましょう。

衣類の量や状態を高精度
センサーがチェックして、
回転を効率よくコントロール。

気温、水温に合わせて、
洗い時間をコントロール。

からみ具合をセンサーが
チェックして最適に
コントロール。

汚れや衣類に応じて5段階
で水流を設定できます。

衣類の量に合わせ、自動で
無段階に水位をセット。

静かな内蔵式ふろ水
ポンプ。収納もスッキリの
伸縮自在ホース付。

洗濯槽の黒カビを抑えます。　

洗濯槽のカビの繁殖を
手間なく抑制します。

大きなフィルターが
糸くずをしっかりキャッチ。
お手入れも簡単。

乾きやすい衣類などは
乾燥途中で取り出せます。

乾燥終了後、時 ド々ラムを
回転させシワ付きを抑えます。

お洗濯が終わるまでの残り
時間をデジタル表示します。

現在時刻を24時間表示で
表示します。

お子さまが洗濯槽内に
入らないよう、ドアをロック
できます。（全機種対応）

運転中に自動でふたを
ロックします。（全機種対応）

※1 ボディ幅の寸法は、手掛・ホース掛等を含まない寸法です。 
※2 ホースを含む 。 ※3 奥行内寸550mm未満の防水パンに
設置する場合や、防水パン高さ（内寸）が48mmより大きい場合
は、高さ調整板（TW-AS3）や脚キャップ（42006264）が必要に
なる場合があります。●付属の給水ホースの長さは全機種0.8m
です。●付属のふろ水用給水ホースの長さは4mです。 

ドライコースについて省エネ、仕上がりのための上手な使い方

10月発売予定 10月発売予定
10月発売予定 10月発売予定

6kg9kg 6kg9kg 6kg9kg洗濯～乾燥
・乾燥容量

洗濯・脱水
容量

本体色

機種名

掲載ページ P.1～14 P.1～14 P.15

TW-Z9500L
本体希望小売価格 

TW-Z9500R（W）

TW-Z8500L TW-G520L

TW-Z8500R（WS） TW-G520R（W）

オープン価格＊ オープン価格＊ オープン価格＊

（W）ピュアホワイト（W）シェルホワイト（P）シェルピンク （WS）ホワイトシルバー（PN）ピンクゴールド

左開き
タイプ

左開き
タイプ

左開き
タイプ

右開き
タイプ

右開き
タイプ

右開き
タイプ

4.5kg8kg 4kg7kg 6kg 5kg7kg 4.2kg

※2※2※2

全自動洗濯機タテ型洗濯乾燥機

P.21P.21

（W） ピュアホワイト
（WP）ピンクゴールド

オープン価格＊
AW-70DL

（W） ピュアホワイト
（WP）ピンクゴールド

オープン価格＊
AW-80DL

54～12L（無段水位） 53～12L（無段水位）

洗い 約 26dB
脱水 約 37dB

洗い 約 26dB　
脱水 約 37dB

洗濯時 約 98L洗濯時 約 99L

洗濯時
約 72Wh

洗濯時
約78Wh

洗濯時 約 36分洗濯時 約 37分

580W600W

7kg8kg

P.20P.20P.17～20 P.17～20 P.21 P.21

●できるだけまとめ洗いを！ 定格容量以下なら一度に洗う量が多い程、
水や電気の節約になります。

●入れ過ぎにご注意！ 洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるた
め洗浄性能が悪くなります。

●洗剤の適量を守って！ 少なすぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多
く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダ
になります。また、溶け残りの原因にもなります。

●ちょっとした工夫で洗濯上手に！ 汚れのひどい部分には事前に洗剤を
すり込んで通常のお洗濯を！汚れがよく落ちます。

●軽い汚れのときの洗濯は 洗剤量は半分程度、すすぎは1回でOKです。

●入れ過ぎにご注意！ 洗濯物を入れ過ぎ
ると乾燥時間が長くなったり、乾きムラ
ができたり、シワがつきやすくなります。

●フィルターのお掃除はこまめに！ フィル
ターが目詰まりすると乾燥時間が長く
なり電気代のムダになったり、未乾燥
で運転が終わったりします。

●ちょっとした工夫で乾燥上手に！ 洗濯
物を入れたままにしておくとシワがつ
きやすくなりますので、乾燥終了後、早
めに取り出してください。

さらに、2槽式洗濯機では
●中間脱水がポイントです すすぎ前
に洗濯機の脱水（中間脱水）を行う
と早くすすげて水道代・電気代の
ムダが省けます。ためすすぎだと
より一層節水できます。

●注水すすぎのアドバイス 注水すす
ぎの水は多すぎてもムダになりま
す。適量を流してください。また、か
くはんが終わったら止めてくださ
い。流しっぱなしはムダ水です。

●脱水は十分に！ しずくの垂れるような衣類
は、故障の原因になります。洗濯機で十分
に脱水しておくと早く乾き、電気代も少な
くなります。
●吸・排気口をふさがないで 吸・排気口の周
囲に十分な隙間がないと乾燥性能が悪く
なり、電気代のムダにつながります。

●衣類の材質表示を確認してください 乾燥
する前に衣類の表示、材質表示をよくご
確認ください。衣類によっては乾燥できな
いものがあります。

洗濯 乾燥

時間ピッタリ 時間ピッタリお洗濯

洗濯槽 ステンレス槽 ステンレス槽（スタークリスタルドラム） ステンレス槽

洗浄機能
節水ザブーン洗浄 パワフル浸透洗浄 パワフル洗浄
遠心洗い

節水なのにパワフル洗浄
水流パワーボタン

1.3kg（化繊混紡）3.0kg（化繊混紡） 3.0kg（化繊混紡） 1.3kg（化繊混紡） 1.0kg（化繊混紡）乾燥機能 水冷除湿タイプ
ヒートポンプ除湿乾燥
上質乾燥
ソフトキープ

ヒーター乾燥
空冷除湿（排気）タイプ
ヒーター乾燥 ツイン エア ドライパワフル エア ドライ★乾燥途中取り出しOK

清潔機能

槽のお手入れ 自動おそうじ機能
ピコイオン除菌

自動おそうじ機能

抗菌水 抗菌水

カビプロテクト ★槽洗浄・槽乾燥コースもあります。 槽洗浄・槽乾燥コース 槽洗浄コース
●ピコイオンによるカビプロテクト

6・9時間後設定予約機能 時計機能内蔵（タイマー式終了時刻設定）

DSPコントロール

キー
テクノロジー アクティブ S-DDモーター S-DDモーター DDモーター

アクティブサスペンション

ビッグフィルター
からみまセンサー便利

残り時間表示 残り時間表示

ecoモード ecoモード 温度センサー布量・布質センサー
節電
節水

ふろ水ポンプ
パワフル循環ポンプ /高圧ダブルシャワー 循環メガシャワー

1～24時間後設定1～24時間後設定

カセットフィルター


