
NA-FW120V5 NA-JFA808NA-FW90K9 NA-FA100H9 NA-FA70H9 NA-F60B15 NA-F50B15NA-FW80K9 NA-F70PB15 NA-F60PB15NA-FA90H9 NA-FA80H9NA-FW100K9 NA-FA120V5 NA-FA110K5

＊価格はすべてオープン価格です
＊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
＊製品写真は印刷物ですので実際の色とは
   異なる場合があります

・記載の目安時間、標準使用水量、消費電力量は、
   定格時「おまかせ」コースの場合です

・機能の説明は、P.52と各機能の掲載ページを
   ご覧ください

バスポンプ

コース設定

● ● ●● ●●● ● ● ̶ ̶●● ● ●

排水ホース取り出し※12 左・右・後方3方向（伸縮式） 左・右2方向（後出し・伸縮式）左・右２方向（後出し・伸縮式）左・右・後方3方向（伸縮式）

毛布洗い
洗濯ネット不要、
洗濯のみ：6 ㎏以下※８、
洗濯～乾燥：3.6 ㎏以下

洗濯ネット不要、
洗濯のみ：3 ㎏以下

洗濯ネット不要、　
洗濯のみ：6 ㎏以下※8

洗濯ネット不要、　
洗濯のみ：6 ㎏以下

洗濯ネット必要、
洗濯のみ：2.8 ㎏以下

洗濯ネット不要、
洗濯のみ：4.2 ㎏以下

洗濯ネット不要、
洗濯のみ：4.2 ㎏以下

洗濯ネット必要、
洗濯のみ：3 ㎏以下

洗濯ネット不要、
洗濯のみ：4.2 ㎏以下、洗濯～乾燥：3 ㎏以下

ふとん洗い※９（毛布コースの場合） ̶ ● ※10●　洗濯のみ可能 ※10 ̶●　洗濯のみ可能 ※10

総外形寸法（幅×奥行×高さ）給・排水ホースを含む 564×573×1,021 mm 562×572×957 mm 562×572×907 mm643×694×1,086 mm643×672×1,073 ｍm 599×626×1,017 mm 562×572×880 mm599×618×1,024 mm599×664×1,089 mm

運転音※5（約）［単位：dB］ 洗濯時 39 /
脱水時※6 49

洗濯時 37 /
脱水時 37 / 
乾燥時 46

洗濯時 37 /
脱水時 39

洗濯時 32 /
脱水時 41洗濯時 32 /脱水時 39 洗濯時 37 /

脱水時※6 46洗濯時 32 /脱水時 37 /乾燥時 45

奥行内寸 540 ｍm以上・
幅内寸590 ｍm以上

奥行内寸 540 mm以上・
幅内寸590 mm以上・
壁から防水フロアー内寸端面の
寸法は600 mm以上

奥行内寸 540 mm以上・
壁から防水フロアー内寸端面の寸法は600 mm以上 奥行内寸 540 mm以上 奥行内寸540 mm以上

55 kg57 kg 54 kg 33 kg 30 kg 29 kg40 kg 28 kg42 kg51 kg質量（約）

600 mm 600 mm 520 mm 554 mm 520 mm554 mm554 mmボディ幅

定格洗濯時 
定格洗濯乾燥時

34分 36分39分 38分 37分33分 32分 43分 42分 40分41分
 235分 

41分 40分 38分
210分 ̶̶ ̶ ̶185分 185分 ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶

定格洗濯時 92 L97 L102 L110 L150 L 145 L 116 L110 L 102 L 97 L 119 L150 L 114 L109 L
定格洗濯乾燥時 ̶̶̶̶̶ ̶ ̶131 L 122 L 117 L ̶174 L ̶̶

消費電力
（約）

60 Wh98 Wh 57 Wh 98 Wh 90 Wh 112 /117 Wh
（50 /60 Hz）

103 /104 Wh
（50 /60 Hz）

90 /100 Wh
（50 /60 Hz）52 Wh57 Wh 55 Wh60 Wh 58 Wh定格洗濯時

定格洗濯乾燥時（20 ℃の時） 2,290 Wh2,550 Wh 1,960 Wh ̶ ̶
消費電力量
（約）

55 Wh

最大（乾燥時） 1,270 W 1,100 W ̶ ̶

お好み設定 水位・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間 水量（L)・洗い時間・
すすぎ回数・脱水時間

水位・洗い時間・
すすぎ回数・脱水時間

水量（L)・洗い時間・
すすぎ回数・脱水時間

水量（L)・行程は選ぶことができます。 
（ただし洗い・脱水時間は不可※7）水位・洗い時間・　　すすぎ回数・脱水時間

電動機（洗濯時） 480 /545 W
（50 /60 Hz）

400 /445 W
（50 /60 Hz）

495 W /湯沸かし用
電熱装置 1,000 W

400 /430 W
（50 /60 Hz）320 W 280 W380 W495 W 375 W385 W315 W 310 W 345 W495 W /湯沸かし用

電熱装置 1,000 W

対応防水フロアー※11（

▲

詳しくはP.50）

目安時間※4
（約）

標準使用水量
（約）

P.29-30、
P.34、P.42

P.27

P.31

P.35-36
P.42

P.25-28
P.41

P.34

洗浄機能

掲載ページ

乾燥機能

清潔機能

使いやすさ

節水・省エネ機能

糸くずフィルター

自動槽洗浄 / サッと槽すすぎコース サッと槽すすぎコースNEW

̶

予約タイマー＆残り時間表示

インバーター制御 ̶ ̶ ̶ ̶

楽ポイフィルター：2ヵ所※2/ 乾燥フィルター ※3 楽ポイフィルター：2ヵ所※2 楽ポイフィルター：1ヵ所※2

スゴ落ち泡洗浄＆パワフル立体水流 スゴ落ち泡洗浄＆
パワフル立体水流スゴ落ち泡洗浄 ビッグウェーブ洗浄

槽洗浄サイン 槽洗浄サイン̶ ̶ ̶ ̶ ̶

すっきりフロント ビッグサークル投入口&すっきりフロント すっきりフロント ̶ ̶ ̶ ̶ビッグサークル投入口&
すっきりフロント・すぐソコスタイル

「ナノイー」槽クリーン ̶ ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶

槽洗浄コース（約6時間・約11時間） 槽洗浄コース（約11時間）/槽カビ予防コース

AIエコナビ（水温・衣類の質） AIエコナビ（水温） ̶ ̶ ̶ ̶

フラットフェイス フレームレスガラストップ ガラストップ・フラットフェイス・クリアウィンドウ フラットフェイス・クリアウィンドウ クリアウィンドウ ̶ ̶ ̶ ̶

温水機能 温水機能 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶温風機能（温風つけおきコース）

槽乾燥 槽・風乾燥 ̶NEW 槽乾燥NEW

ヒーターセンサー式（水冷除湿タイプ）/ 低温乾燥 ̶槽・風乾燥(化繊2 ㎏) (化繊2 ㎏) (化繊2 ㎏) (化繊2 ㎏) (化繊2 ㎏) (化繊2 ㎏) ̶ ̶ ̶ ̶NEW

液体洗剤・柔軟剤 自動投入 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 ̶ ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶NEW

除菌乾燥※1/ ダニバスターコース ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

̶ ̶

̶̶̶ ̶

洗濯乾燥機（インバーター制御） 全自動洗濯機（インバーター制御） 全自動洗濯機

-W
（ホワイト）

-W
（ホワイト）

-N
（シャンパン）

P.37 P.37 P.38 P.38 P.39 P.39 P.40 P.40 P.40 P.40 P.41 P.42 P.42 P.42 P.42

-W（クリスタルホワイト） -C（ニュアンスベージュ） -H（ニュアンスグレー）-W（ホワイト）-N（シャンパン）-T（ライトブラウン） -W（ホワイト） -T（ニュアンスブラウン）-T（ニュアンスブラウン）-W（ホワイト）-C（ストーンベージュ）-N（シャンパン） -W（ホワイト） -N（シャンパン）-W（ホワイト）

●すべての機種に安全機構（ふたロック/チャイルドロック）搭載　※1衣類の除菌について：［試験機関］(一財)日本食品分析センター ［試験成績書発行年月日］2018年4月3日 ［試験成績書発行番号］第
18008670001-0101号［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定［除菌方法］加熱温風による［対象部分］洗濯・脱水槽内の衣類［試験結果］菌の減少率99%以上（自社換算値）　※2 糸くずフィルター
AXW022AA5E00が適合　※3 フィルター A（AXW22A-8SV0）＋フィルター B（AXW2258-8SV0）　※4 所要時間は室温20 ℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の
所要時間とは異なります　※5 運転音の表示は一般社団法人 日本電機工業会 洗濯機性能評価基準によるものです　※6 脱水立ち上がり時、間欠的に音が出ますが異常ではありません　※7 すすぎ回数の変更に
ついては取扱説明書をご確認ください　※8 「約40 ℃毛布」コースの場合は3 ㎏以下　※9 ふとん洗いには別売の洗濯キャップが必要です。「手洗い」表示で化繊100％のもの。羽毛ふとんは一部洗えないものがあります

※10 化繊100％の掛けふとんで、中わたが羽毛または羽毛と化繊の混合の場合は1.3㎏以下、化繊100％の場合は1.5㎏以下のもの　※11 防水フロアー奥行内寸が540 mm以上でも左右の幅内
寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります　※12 3方向交換：排水ホースを左・右・後の3方向から取り出せます。2方向交換：排水ホースを左・右どちらからでも取り出せ
ます。設置場所の条件によって、別売の設置用部材が必要な場合があります ●電源コードの長さは全機種とも約1.9 mです ●付属の給水ホースの長さは全機種約80 ｃｍです ●付属の風呂水ホースの
長さは約4 mです ●洗濯量はJIS（日本産業規格）で規定の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異なります

洗濯・脱水容量 / 乾燥容量 8 kg 7 kg 6 kg6 kg 5 kg10 kg12 kg 11 kg 9 kg 8 kg 7 kg12 kg  /  6 kg 10 kg  /  5 kg 9 kg  /  4.5 kg 8 kg  /  4.5 kg

NEW
11月上旬
発売予定 NEW

11月上旬
発売予定 NEW

11月上旬
発売予定 NEW

11月上旬
発売予定

-W
（ホワイト）

NEWNEWNEWNEW NEW

タテ型一覧

5453

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
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覧

室温•水温、水道水圧、設置•排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量•消費電力量•運転時間が増減します


