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●「ナイアガラ洗浄」＆
　「温風ミストシャワー」
幅735×奥行620×高さ1,060mｍ(排水ホース含む)幅735×奥行620×高さ1,060mｍ(排水ホース含む)

日立
ドラム式洗濯乾燥機
BD-V9700

日立
ドラム式洗濯乾燥機
BD-V9700
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 10kg
乾燥容量 6.0kg

●「自動おそうじ」機能搭載
　スリムタイプ
幅630×奥行715×高さ1,050mｍ(排水ホース含む)幅630×奥行715×高さ1,050mｍ(排水ホース含む)

日立
ドラム式洗濯乾燥機
BD-S8700

日立
ドラム式洗濯乾燥機
BD-S8700
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 10kg
乾燥容量 6.0kg

●穴なしサイクロンとプラズマクラスター
　で清潔お洗濯

●穴なしサイクロンとプラズマクラスター
　で清潔お洗濯

幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX940-N

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX940-N
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 4.5kg

●遠心力を応用した新洗浄方式「穴なし
サイクロン洗浄」
幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX830-P

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX830-P
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg
乾燥容量 4.5kg

●ドアでも洗う「ひまわりガラス」で全方
向スクラブウォッシュ
幅640×奥行729×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行729×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-V540-N

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-V540-N

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 6.0kg

幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX840-R,S

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX840-R,S
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg
乾燥容量 4.5kg

●ハンガードライ＆穴なし槽の
　スタンダードタイプ
幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TA840-A

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TA840-A
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg
乾燥容量 4.5kg

●節水しながらしっかり洗浄
　ツインパルセーター
幅616×奥行625×高さ1,010mｍ(排水ホース含む)幅616×奥行625×高さ1,010mｍ(排水ホース含む)

アクア
縦型洗濯乾燥機
AQW-TW1000C-W

アクア
縦型洗濯乾燥機
AQW-TW1000C-W
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 10.0kg
乾燥容量 5.0kg

●ガンコな泥汚れもキレイに
　「ナイアガラ　ビート洗浄」
幅610×奥行635×高さ1,040mｍ(排水ホース含む)幅610×奥行635×高さ1,040mｍ(排水ホース含む)

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-D9TV

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-D9TV
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 5.0kg

●容量7.0kgでも奥行スリム
　ちょうどいいコンパクトサイズ
幅640×奥行600×高さ1,039mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行600×高さ1,039mｍ(排水ホース含む)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-S70-WL,WR

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-S70-WL,WR

洗濯・脱水 7.0kg
乾燥容量 3.5kg

●繊維の奥の汚れもはじき出すマイクロ
高圧洗浄!
幅640×奥行730×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行730×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-Z200(NL)(NR)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-Z200(NL)(NR)

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 6.0kg

●繊維の奥の汚れもはじき出すマイクロ
高圧洗浄
幅640×奥行730×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行730×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-A200(WL)(WR)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-A200(WL)(WR)

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 6.0kg

●ガンコな泥汚れもキレイに
　「ナイアガラ　ビート洗浄」
幅610×奥行635×高さ1,040mｍ(排水ホース含む)幅610×奥行635×高さ1,040mｍ(排水ホース含む)

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-D8TV

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-D8TV
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg
乾燥容量 4.5kg

●奥行スリムで使いやすい
　コンパクトドラム
幅640×奥行600×高さ1039mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行600×高さ1039mｍ(排水ホース含む)
※NO LINK※NO LINK

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-S60（WL)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-S60（WL)

洗濯・脱水 6.0kg
乾燥容量 3.0kg

●ひまわりガラスと全方向ス
クラブウォッシュのこすり洗い
で、しつこい汚れもすっきり。
幅640×奥行729×高さ1114mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行729×高さ1114mｍ(排水ホース含む)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-V600（NL)(NR)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-V600（NL)(NR)

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 6.0kg

248,000円

(

税
込) 228,000円

(

税
込) 248,000円

(

税
込) 198,000円

(

税
込)

99,800円

(

税
込) 128,000円

(

税
込) 99,800円

(

税
込)

188,000円

(

税
込)

99,800円

(

税
込) 128,000円

(

税
込) 108,000円

(

税
込) 104,800円

(

税
込) 96,800円

(
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込)

79,800円
(

税
込)84,800円

(

税
込)

●ドルフィンパルAG+で
 　強力水流、汚れすっきり
幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX74-W

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX74-W
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kg
乾燥容量 3.5kg

94,800円

(

税
込)

●穴なし槽、カビぎらい
●シワきらい乾燥
幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX73-A

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX73-A
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kg
乾燥容量 3.5kg

67,800円

(

税
込)

http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bd/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bd/
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esz200.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esa200.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esv540_overview.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/ess70_overview.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esv600.html
http://www.aqua-has.com/laundry/product/aqw02/TW1000C/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bwdtv/
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/estx940_overview.html
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bwdtv/
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/estx840_overview.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esta840_overview.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/estx830_overview.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/estx74.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/estx73_overview.html
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●穴なし槽カビぎらい。黒カビを抑えて清
潔、しかも節水スピーディ。
幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)

シャープ
9.0kg全自動洗濯機
ES-GV90P-N

シャープ
9.0kg全自動洗濯機
ES-GV90P-N
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 9.0kg

●穴なし槽カビぎらい。黒カビを抑えて清
潔、しかも節水スピーディ。
幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)

シャープ
8.0kg全自動洗濯機
ES-GV80P-P

シャープ
8.0kg全自動洗濯機
ES-GV80P-P
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg

●インバーターでムダを省いて
　効率よくお洗濯

●インバーターでムダを省いて
　効率よくお洗濯

幅590×奥行564×高さ995mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行564×高さ995mｍ(排水ホース含む)

アクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-V800D-W

アクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-V800D-W
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg

風呂水
ポンプ

●「高濃度クリーン洗浄＆循環
ジェット水流」でしっかり洗浄

●「高濃度クリーン洗浄＆循環
ジェット水流」でしっかり洗浄

幅590×奥行564×高さ933mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行564×高さ933mｍ(排水ホース含む)

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-P70D-W

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-P70D-W

洗濯・脱水 7.0kg

幅590×奥行564×高さ933mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行564×高さ933mｍ(排水ホース含む)

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-S70D-W

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-S70D-W

洗濯・脱水 7.0kg

幅590×奥行564×高さ995mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行564×高さ995mｍ(排水ホース含む)

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-V700D-W

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-V700D-W
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kg

●ガンコな汚れを手軽につけおき強力洗
浄「つけおきコース」
幅562×奥行572×高さ957mｍ(排水ホース含む)幅562×奥行572×高さ957mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
7.0kg全自動洗濯機
NA-F70PB8-T

パナソニック
7.0kg全自動洗濯機
NA-F70PB8-T
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kg

●節水しながらしっかり洗浄
　ツインパルセーター
幅616×奥行625×高さ1,010mｍ(排水ホース含む)幅616×奥行625×高さ1,010mｍ(排水ホース含む)

アクア
10kg全自動洗濯機
AQW-VW1000C(W)

アクア
10kg全自動洗濯機
AQW-VW1000C(W)
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 10kg

●節水しながらしっかり洗浄
　ツインパルセーター
幅616×奥行625×高さ1,010mｍ(排水ホース含む)幅616×奥行625×高さ1,010mｍ(排水ホース含む)

アクア
9.0kg全自動洗濯機
AQW-VW900C(W)

アクア
9.0kg全自動洗濯機
AQW-VW900C(W)
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 9.0kg

●節水しながらしっかり洗浄
　ツインパルセーター
幅590×奥行564×高さ995mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行564×高さ995mｍ(排水ホース含む)

アクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-VW800C(W)

アクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-VW800C(W)
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg

幅608×奥行590×高さ1,030mｍ(排水ホース含む)幅608×奥行590×高さ1,030mｍ(排水ホース含む)

日立
9kg全自動洗濯機
BW-9TV

日立
9kg全自動洗濯機
BW-9TV
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 9kg

●穴なし槽カビぎらい。黒カビを抑えて清
潔、しかもスピーディ
幅565×奥行535×高さ898mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行535×高さ898mｍ(排水ホース含む)

シャープ
7.0kg全自動洗濯機
ES-GE70P-G

シャープ
7.0kg全自動洗濯機
ES-GE70P-G
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kg

●穴なし槽カビぎらい。黒カビを抑えて清
潔、しかも節水スピーディ。
幅600×奥行595×高さ898mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行595×高さ898mｍ(排水ホース含む)

シャープ
8.0kg全自動洗濯機
ES-GE80L-P

シャープ
8.0kg全自動洗濯機
ES-GE80L-P
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg

●洗濯のたびに槽を除菌、黒カビを
抑える「自動お掃除」

●洗濯のたびに槽を除菌、黒カビを
抑える「自動お掃除」

幅608×奥行590×高さ1,000mｍ(排水ホース含む)幅608×奥行590×高さ1,000mｍ(排水ホース含む)

日立
7kg全自動洗濯機
BW-7TV

日立
7kg全自動洗濯機
BW-7TV
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7kg

幅608×奥行590×高さ1,000mｍ(排水ホース含む)幅608×奥行590×高さ1,000mｍ(排水ホース含む)

日立
8kg全自動洗濯機
BW-8TV

日立
8kg全自動洗濯機
BW-8TV
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8kg

●洗濯のたびに槽を除菌、黒カビを
抑える「自動お掃除」

89,800円

(

税
込) 79,800円

(

税
込) 84,800円

(

税
込) 69,800円

(

税
込) 69,800円

(

税
込)

69,800円

(

税
込) 62,800円

(

税
込) 51,800円

(

税
込) 89,800円

(

税
込) 64,800円

(

税
込)

57,800円

(

税
込) 52,800円

(

税
込)56,800円

(

税
込) 79,800円

(

税
込)57,800円

(

税
込)

http://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VW1000C/
http://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VW900C/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bwtv/
http://www.sharp.co.jp/sentaku/product/gv90p/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bwtv/
http://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VW800C/
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esgv80p_overview.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esge80l_overview.html
http://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/V800C/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bwtv/
http://ctlg.panasonic.com/jp/wash/wash-auto/NA-F70PB8.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esge70p.html
http://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/V700D/
http://www.aqua-has.com/laundry/product/aqw03/P70D/
http://www.aqua-has.com/laundry/product/aqw03/S70D/
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●穴なし槽でムダなく
　清潔なお水でお洗濯
幅565×奥行535×高さ898mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行535×高さ898mｍ(排水ホース含む)

シャープ
6.0kg全自動洗濯機
ES-GE60P(P)

シャープ
6.0kg全自動洗濯機
ES-GE60P(P)

洗濯・脱水 6.0kg

●シングルにおすすめ
　スタンダードタイプ
幅565×奥行535×高さ898mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行535×高さ898mｍ(排水ホース含む)

シャープ
4.5kg全自動洗濯機
ES-GE45P(C)

シャープ
4.5kg全自動洗濯機
ES-GE45P(C)

洗濯・脱水 4.5kg

●穴なし槽でムダなく
　清潔なお水でお洗濯
幅565×奥行535×高さ898mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行535×高さ898mｍ(排水ホース含む)

シャープ
5.5kg全自動洗濯機
ES-GE55P(A)

シャープ
5.5kg全自動洗濯機
ES-GE55P(A)

洗濯・脱水 5.5kg

●4ヶ所からの水流でしっかり洗う「立体循
環ジェット水流」
幅565×奥行540×高さ895mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行540×高さ895mｍ(排水ホース含む)

アクア
6.0kg全自動洗濯機
AQW-S60C-W

アクア
6.0kg全自動洗濯機
AQW-S60C-W

洗濯・脱水 6.0kg

●4ヶ所からの水流でしっかり洗う
　「立体循環ジェット水流」
幅565×奥行540×高さ895mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行540×高さ895mｍ(排水ホース含む)

アクア
5.0kg全自動洗濯機
AQW-S50C(W)

アクア
5.0kg全自動洗濯機
AQW-S50C(W)

洗濯・脱水 5.0kg

●浸透力×洗浄力で、繊維の奥からまっし
ろ！「パワフル浸透洗浄」
幅563×奥行580×高さ957mｍ(排水ホース含む)幅563×奥行580×高さ957mｍ(排水ホース含む)

東芝
4.2kg全自動洗濯機
AW-4S2-W

東芝
4.2kg全自動洗濯機
AW-4S2-W

洗濯・脱水 4.2kg

●便利なつけおきタイマー
●ステンレス脱水槽
幅800×奥行434×高さ882mｍ(排水ホース含む)幅800×奥行434×高さ882mｍ(排水ホース含む)

日立
二槽式洗濯機
PS-60AS

日立
二槽式洗濯機
PS-60AS

洗濯・脱水 6.0kg

●出し入れラクラク「大型脱水槽」
幅750×奥行425×高さ893mｍ(排水ホース含む)幅750×奥行425×高さ893mｍ(排水ホース含む)

日立
二槽式洗濯機
PS-H45L

日立
二槽式洗濯機
PS-H45L

洗濯容量 4.5kg
脱水容量 5.0kg

●清潔で丈夫なステンレス脱水槽
幅780×奥行456×高さ914mｍ(排水ホース含む)幅780×奥行456×高さ914mｍ(排水ホース含む)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N550(W)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N550(W)

洗濯・脱水 5.5kg

●清潔で丈夫なステンレス脱水槽
幅770×奥行422×高さ865mｍ(排水ホース含む)幅770×奥行422×高さ865mｍ(排水ホース含む)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N450(W)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N450(W)

洗濯・脱水 4.5kg

●給水ホースがねじれにくい「給水ホー
スフォルダー」
幅770×奥行422×高さ865mｍ(排水ホース含む)幅770×奥行422×高さ865mｍ(排水ホース含む)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N350(HS)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N350(HS)

洗濯・脱水 3.5kg

風呂水
ポンプ

49,800円

(

税
込) 39,800円

(

税
込) 41,800円

(

税
込)

37,800円

(

税
込) 35,800円

(

税
込)

●しっかりかくはん
　「ディープウイングパルセーター」
幅565×奥行540×高さ895mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行540×高さ895mｍ(排水ホース含む)

アクア
4.5kg全自動洗濯機
AQW-S45C-W

アクア
4.5kg全自動洗濯機
AQW-S45C-W

洗濯・脱水 4.5kg

32,800円

(

税
込)

35,800円

(

税
込)

39,800円

(

税
込) 39,800円

(
税
込) 30,800円

(

税
込) 34,800円

(

税
込) 31,800円

(

税
込)

http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esge60p_overview.html
http://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/S60C/
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esge55p_overview.html
http://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/S50C/
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esge45p_overview.html
http://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/S45C/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/ps60as/index.html
http://www.aqua-has.com/laundry/product/aqw04/N350/
http://www.aqua-has.com/laundry/product/aqw04/N550/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/psh45l/index.html
http://www.aqua-has.com/laundry/product/aqw04/N450/


《重要》商品在庫について、特選品カタログ掲載品はアトム規定通り
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3月度洗濯機定番品、スポット品画像一覧
♪洗濯機・乾燥機　スポット♪ ※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。 4/4

洗濯容量 4.0kg
脱水容量 3.0kg

風呂水
ポンプ

●7種類のセンサーで時短＆省エネ
　ヒートポンプ搭載
幅640×奥行728×高さ1114mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行728×高さ1114mｍ(排水ホース含む)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-Z110(NL)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-Z110(NL)
風呂水
ポンプ

●シャワーをかけて汚れを落とす
　「シャワー浸透洗浄」
幅608×奥行590×高さ1000mｍ(排水ホース含む)幅608×奥行590×高さ1000mｍ(排水ホース含む)

日立
8.0kg全自動洗濯機
NW-8SY(W)

日立
8.0kg全自動洗濯機
NW-8SY(W)
風呂水
ポンプ

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg

●効率よいヒートポンプ乾燥で、
　乾燥時間を短縮
幅639×奥行722×高さ1021mｍ(排水ホース含む)幅639×奥行722×高さ1021mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
ドラム式洗濯乾燥機
NA-VX3500L(W)

パナソニック
ドラム式洗濯乾燥機
NA-VX3500L(W)

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 6.0kg

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 6.0kg

洗濯容量 5.5kg
脱水容量 5.0kg

幅770×奥行438×高さ920mｍ(排水ホース含む)幅770×奥行438×高さ920mｍ(排水ホース含む)

Haier
二槽式洗濯機
JW-W55E(W)

Haier
二槽式洗濯機
JW-W55E(W)

●排水時に糸くずをキャッチする
　「底面糸くずフィルター」

●ステンレス脱水槽だから
　傷がつきにくく清潔

幅724×奥行376×高さ858mｍ(排水ホース含む)幅724×奥行376×高さ858mｍ(排水ホース含む)

Haier
二槽式洗濯機
JW-W40E(W)

Haier
二槽式洗濯機
JW-W40E(W)

※NO LINK※NO LINK

●単身生活にピッタリの
　機能とサイズ
幅530×奥行520×高さ940mｍ(排水ホース含む)幅530×奥行520×高さ940mｍ(排水ホース含む)

Haier
5.0kg全自動洗濯機
JW-K50H(W)

Haier
5.0kg全自動洗濯機
JW-K50H(W)

洗濯・脱水 5.0kg

●シャワーをかけて汚れを落とす
　「シャワー浸透洗浄」
幅577×奥行530×高さ986mｍ(排水ホース含む)幅577×奥行530×高さ986mｍ(排水ホース含む)

日立
7.0kg全自動洗濯機
NW-R701(W)

日立
7.0kg全自動洗濯機
NW-R701(W)

洗濯・脱水 7.0kg

●つけおきコースで
　がんこな汚れにも対応
幅585×奥行570×高さ1005mｍ(排水ホース含む)幅585×奥行570×高さ1005mｍ(排水ホース含む)

Haier
7.0kg全自動洗濯機
JW-K70F(W)

Haier
7.0kg全自動洗濯機
JW-K70F(W)

洗濯・脱水 7.0kg

※NO LINK※NO LINK

●シャワーをかけて汚れを落とす
　「シャワー浸透洗浄」
幅608×奥行590×高さ1000mｍ(排水ホース含む)幅608×奥行590×高さ1000mｍ(排水ホース含む)

日立
8.0kg全自動洗濯機
NW-R801(W)

日立
8.0kg全自動洗濯機
NW-R801(W)

洗濯・脱水 8.0kg

●柔軟剤の香りをしっかり残す
　｢香りしっかりコース｣
幅562×奥行572×高さ880mｍ(排水ホース含む)幅562×奥行572×高さ880mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
6.0kg全自動洗濯機
NA-F60PB7(A)

パナソニック
6.0kg全自動洗濯機
NA-F60PB7(A)

洗濯・脱水 6.0kg

●奥行が広くなった投入口で出し入れし
やすい「すっきりフロント」
幅599×奥行610×高さ1012mｍ(排水ホース含む)幅599×奥行610×高さ1012mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
8.0kg全自動洗濯機
NA-FA80H1(N)(P)

パナソニック
8.0kg全自動洗濯機
NA-FA80H1(N)(P)
風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg洗濯・脱水 6.0kg
乾燥容量 3.0kg

●洗濯のたびに槽を除菌、黒カビを
　抑える「自動おそうじ」
幅584×奥行600×高さ1011mｍ幅584×奥行600×高さ1011mｍ

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-D6PV-K

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-D6PV-K

72,800円

(

税
込) 62,800円

(

税
込)

54,800円

(

税
込)

178,000円

(

税
込)

●パワフル浸透洗浄
●からみまセンサー
幅563×奥行580×高さ957mｍ(排水ホース含む)幅563×奥行580×高さ957mｍ(排水ホース含む)

東芝
6.0kg全自動洗濯機
AW-6G2(W)

東芝
6.0kg全自動洗濯機
AW-6G2(W)

洗濯・脱水 6.0kg

44,800円

(

税
込)

●パワフル浸透洗浄
●からみまセンサー
幅563×奥行580×高さ987mｍ(排水ホース含む)幅563×奥行580×高さ987mｍ(排水ホース含む)

東芝
7.0kg全自動洗濯機
AW-7G2(W)

東芝
7.0kg全自動洗濯機
AW-7G2(W)

洗濯・脱水 7.0kg

49,800円

(

税
込) 32,800円

(

税
込)

158,000円

(

税
込) 74,800円

(

税
込)

●「浸透洗浄」でひときわ白く
●「ほぐし脱水」で衣類が取り出しやすい
幅539×奥行508×高さ965mｍ(排水ホース含む)幅539×奥行508×高さ965mｍ(排水ホース含む)

日立
5.0kg全自動洗濯機
NW-5TR(W)

日立
5.0kg全自動洗濯機
NW-5TR(W)

洗濯・脱水 5.0kg

39,800円

(

税
込)

21,800円

(

税
込) 17,800円

(
税
込)

45,800円

(

税
込)

●ガンコな汚れを手軽につけおき
　強力洗浄「つけおきコース」新搭載 
幅562×奥行572×高さ880mｍ(排水ホース含む)幅562×奥行572×高さ880mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
5.0kg全自動洗濯機
NA-F50B8(S)

パナソニック
5.0kg全自動洗濯機
NA-F50B8(S)

洗濯・脱水 5.0kg

37,800円

(

税
込) 25,800円

(

税
込)

38,800円

(

税
込)

●浸透力×洗浄力で、繊維のおくからま
っしろ！「パワフル浸透洗浄」
幅563×奥行580×高さ957mｍ(排水ホース含む)幅563×奥行580×高さ957mｍ(排水ホース含む)

東芝
5.0kg全自動洗濯機
AW-5G2(W)

東芝
5.0kg全自動洗濯機
AW-5G2(W)

洗濯・脱水 5.0kg

37,800円

(

税
込)

http://ctlg.panasonic.com/jp/wash/wash-drum/NA-VX3500L.html
http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esz110_overview.html
http://kadenfan.hitachi.co.jp/lineup/category.php/05/050105/2/
http://ctlg.panasonic.com/jp/wash/wash-dry/NA-FA80H1.html
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/nwsy/spec/8sy.html
http://www.toshiba.co.jp/living/laundries/aw_7g2/index_j.htm
http://www.haier.com/jp/products/discontinued/discontinued_washingmachine/201203/t20120320_118148.shtml
http://ctlg.panasonic.com/jp/wash/wash-auto/NA-F60PB7.html
http://www.toshiba.co.jp/living/laundries/aw_6g2/index_j.htm
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/nw5tr/
http://ctlg.panasonic.com/jp/wash/wash-auto/NA-F50B8.html
http://www.toshiba.co.jp/living/laundries/aw_5g2/index_j.htm
http://www.haier.com/jp/products/washing_machine/201311/t20131121_195920.shtml
http://www.haier.com/jp/products/washing_machine/201211/t20121130_156817.shtml
http://www.haier.com/jp/products/washing_machine/201211/t20121130_156818.shtml

