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DISHWASHING



When reaching for that extra pan 
or large serving dish, a serious cook 
should never have to worry about 
whether the dishwasher will get it clean. 
That’s why ProClean™ has a capacity of up 
to 15 settings, with superior washing right 
to every corner, along with the best care 
for your most delicate glassware. 

DISHWASHING
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AEGの様々なコレクションが、
数々のレッドドットデザイン賞を
受賞してきたことを誇りに、これか
らも完璧なパフォーマンス、革新
性とデザインを追及し続けます。
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今までの食器洗い機にはない画期的な機能が新登場。

Comfort Lift®は下部バスケットを上部バスケットの高さまで持ち上げ、腰を深くかがめることなく、食器を出し入れで
きる機能です。もっと便利にならないか、という考えから生まれたのがComfort Lift®です。"楽に持ち上げる"の意味通
り、より快適な使い心地をComfort Lift®がお届けします。

Comfort Lift®
コンフォートリフト

下部バスケット正面にあるハンドルを
持ち、手前に引き出します。
上斜め手前に引き上げるようなイメー
ジで上まで持ち上げ、しっかりと固定さ
れたことを確認し、手を放します。

下部バスケットのハンドル下にあるリフ
トハンドル（赤いグリップ）を持ち上げ
たまま、食器洗い機の庫内へバスケット
を戻すようなイメージで押し込みます。
食器がたくさん入っていても勢いよく押
し込む必要はなく、動きはゆっくりして
いるため安心です。

上部バスケットの高さで止まったまま動か
ないため食器の出し入れを楽な姿勢で行う
ことができます。拡大図

拡大図



※この商品はヨーロッパ仕様です。
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最小限のエネルギーで食器を乾かす余熱乾燥方式。
それは自然乾燥という考え方。

余熱乾燥方式とは、熱風乾燥（強制乾燥）のように、食器に付着した水滴を直接乾かすのではなく、
洗浄中のお湯の熱を食器が蓄熱し、その熱を利用した乾燥方式のことです。
AirDryはこの余熱乾燥をさらに促進させる効果があります。
※余熱乾燥を行うためには食器の量をたくさん入れることが重要です。

AirDry
エアドライ

すずき工程で高温のお湯を使い食器を
温めます。食器は蓄熱し付着した水分
が蒸気となって発生します。

洗浄後、熱い蒸気を冷やすために食器
洗い機のドアは自動的に約10cm手前
に開きます。
冷やされた庫内と温かい食器の温度差
が乾燥効果を高めます。

洗浄する食器が多ければ多いほど蓄熱
し、AirDryがさらに余熱乾燥を促進さ
せ、食器を清潔に保ちます。

AirDryが作動し余熱乾燥が終了して
もドアは開いたままです。
設定を変更し、運転終了後もドアを閉
めた状態を保つことも可能です。



※この商品はヨーロッパ仕様です。
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５種類の水流で汚れを落とす
スプレーアームを、下部・上部・
庫内トップと、下部スプレーアーム
の先端に付いているサテライト
スプレーアームの４箇所に配置。
それぞれのアームから5種類の水流
を噴射し、庫内の隅々まで届いて、
食器の汚れをしっかり落とします。

Wローテーション洗浄
下部スプレーアームと、サテライト
スプレーアームの双方から噴射
するWローテーション。サテライト
スプレーアームからは、常に角度
を変えた水流が噴射され、細かな
汚れまで落とします。

下部スプレーアーム ＋
サテライトスプレーアーム

・下部スプレーアーム：水流を上に向けて噴射
・サテライトスプレーアーム：
　水流が絶えず角度を変えて噴射

PROCLEANTM食器洗い機
（サテライトスプレーアームの水流の動き）

一般的な食器洗い機
（スプレーアームのみの水流の動き）

トップスプレーアーム

水流を下に向けて噴射

上部スプレーアーム

水流を上と下に向けて噴射

水流が常に角度を変えて噴射 水流が同じところにしか当たらない

パワフルに、しっかり汚れを落とすプロクリーン食器洗い機がさらに進化しました。

AEG独自のサテライトスプレーアームからの水流は、常に水流の角度を変えて庫内の隅々まで
届き、バスケット一杯に入った食器の隙間の汚れも見逃しません。

PROCLEANTM

プロクリーン食器洗い機
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洗剤投入口をスライド式に改良

取り出せる
カトラリートレイ
AEG独自のリムーバブ
ルトレイ。洗浄後のカトラ
リーの収納は、トレイごと
収納場所まで持ち運んで
行うことができます。

庫内容量が広く
13人分の食器を洗浄
ドアの内側にある、洗剤
投入口の蓋をスライド式
に変え、ドア上部にあった
電子部品を本体裏に移動
することで、上部バスケット
の奥行きが拡大。庫内の
容量が広く、一度に13人
分の食器が洗浄できます
（IEC規格による）。

高さ調整ができる
上部バスケット
上部バスケットを一段上に
上げることで下部スペース
が拡大。手洗いでは洗い
にくい大皿や鍋をサッと
セットして、手軽に洗浄する
ことが出来ます。

ロングナイフホルダー
トールサイズの包丁や
キッチンツールが動かない
ように、しっかり支えて
洗浄します。

電子装置を移動し凹凸面が
フラットに

302
272

上部バスケットの高さ調整が
素早くできます。

庫内を広げることで、毎日使う
食器だけでなく、お鍋やボール、
パーティで使った大皿なども
洗えます。

がんこな汚れもきれいに落とす強力な洗浄力に加え、庫内の広さや扱いやすさにも
こだわりました。

一度に13人分の食器が洗えるほど庫内は広 （々IEC規格による）。
新たにコンフォートリフトを搭載し、下部バスケットへの食器の出し入れが楽になりました。
また、カトラリーの収納に便利な取り出せるカトラリートレイや、大皿や鍋などの洗浄の際には
上部バスケットの高さを変えることで簡単にセットができるバスケットなど、使いやすさを追求した
フレキシブルな機能が満載です。

PROCLEANTM

プロクリーン食器洗い機

※60cm幅2モデルのみ

※60cm幅2モデルのみ

※60cm幅2モデルのみ
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ソフトスパイク
上部バスケットに設置され
た、SoftSpikes®（ソフトス
パイク）は、洗浄中やバス
ケットを移動する際にグラ
スやカップが動かないよう
にしっかり支えます。

ソフトグリップ
上部バスケットの左右に
は、ワイングラスの柄の部
分をしっかり固定するソフ
トグリップが付いています。

大事なガラス食器や繊細なグラスを安全にきれいに洗浄するために グラスケア機能も充実。

強力な洗浄力でしっかり汚れを落としつつ、デリケートなガラス食器はやさしく安全に洗いたい。そのために、
グラスをやさしくしっかり固定するソフトスパイクやソフトグリップが付いています。
また、グラスを低めの温度（45℃）で洗う、グラス洗浄コースも搭載されています。

Superior Glass Care
すぐれたグラスケア機能

※60cm幅2モデルのみ
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39dBの超静音設計
ドアと躯体の密閉性の向上、振動を
軽減する基盤や全体を覆う防護材の
改良などにより、洗浄時の音は10年
前の約50%に。静かなオフィス並み
の静かさです。
※FSK93800Pのみ

センサーロジック
センサーが最初のすすぎ工程で食器
の量を自動感知し、最適な水量と 
洗浄コースを選んで洗浄します。
AEG独自の無駄な電力や水を使わ
ない機能です。
※AutoSense（コース）のみ

ウォーターセンサー
AutoSense（コース）を設定すると、
センサーが洗浄やすすぎの際の水
の汚れを継続的に感知し、汚れに最
も適した洗浄コースを選んで洗浄し
ます。

アクアコントロール･
アクアアラーム
本機からの水漏れや給水ホースの損
傷による水漏れを事前に防ぐ機能で
す。電源スイッチが入っていない場合
でも、排水ポンプで水を汲み出すこ
とができます。FSK93800Pは、警告
音で知らせるアクアアラームがつい
ています。

余熱乾燥
余熱乾燥は、高温水ですすがれて熱
くなった食器の余熱を利用する乾燥
方式です。熱くなった食器から発生
する蒸気はステンレスの壁面で結露
して水滴になり、庫内を冷却すること
で食器の乾燥を促します。

経済性が向上
使用水量は20年前の20％以下、消費
電力は3分の１以下に。
また、手洗いと比較すると約40%で
洗浄と、圧倒的に少ない水で洗浄
します。

タイムビーム
洗浄が始まると、ドア下部から床に
洗浄時間が照射され、終わると自動
的に消灯します。
※FSK93800Pのみ

オートオフ
洗浄終了後､5分経過すると電源が
自動的に切れる省エネ機能です。

XXL キャパシティ
洗剤･リンス材ディスペンサーの
改良とドア内側の電子装置を移動
することで、下部バスケットの奥行きが
25%広くなりました。

スライド式洗剤
ディスペンサー
洗剤の投入口は、庫内の容量を広げ
るためにスライド式に改良され、 
庫内デザインもよりスマートになり
ました。

マルチディスプレイ
洗浄プログラムや残り時間、予約
開始時間、エラーメッセージなどを
表示します。
※FSK93800Pのみ

2層式ゴミフィルター
洗浄水に混じった細かな屑は、AEG
独自の2層式のフィルターでろ過する
ことで、常にきれいな水で洗浄され
ます。

洗浄能力や便利でフレキシブルな機能が向上したプロクリーン食器洗い機には、従来モデル
から引き継がれた、多くの優れた機能が搭載されています。

General Functions
その他、全般の機能
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洗浄時間短縮
TimeSaver
水圧と水温を上げて洗浄･乾燥を
行うことで、全工程の所要時間が
約半分になります。

エクストラドライ
XtraDry
食器の乾燥効果を高めたいときに
使用します。洗浄時間、水量、高温
すすぎの水温が変わります。
※60cm幅2モデルのみ

スタート予約
DelayStart
あらかじめ、洗浄開始時間の予約
設定をすることができる機能です。

Pictogram　ピクトグラム一覧

エアドライ
AirDry
乾燥工程になるとドアが自動的に
少し手前に開き、庫内の熱い蒸気
を逃がします。ドアが開くことで
冷やされた庫内と温かい食器の
温度差が乾燥効果を高めます。

オートオープン
AutoOpen
Ecoコースの乾燥工程中に自動的
にドアが開くことで、消費電力を
節約し、乾燥の仕上がりを高める
機能です。
※F78450IM0Pのみ

マルチタブ
Multitab
マルチタブレットタイプの洗浄剤
専用のコース。
※現在、日本では未販売のため使用しま
せん。
※F78450IM0Pのみ

お気に入り洗浄
SetMyFavourite
「お気に入り」コースを選び、お好
みの洗浄コースを選択できる機能
です。
※FSK93800Pのみ

エクストラハイジーン
ExtraHygiene
最終の高温すすぎを、70℃で約10
分間行うことで、より殺菌効果が
ある洗浄を行うことができます。

さまざまなオプション機能によって、毎日の食器洗いがより便利で快適に。

Optional Functions
オプション機能

センサーロジック
食器の量と汚れをセンサーが
感知し、最適なコースと無駄の
ない水の量で洗浄する機能。
※最大20%のコストを削減（全自動洗浄のみ）

アクアコントロール
水漏れ防止機能。

アンチフィンガー
指紋がつきにくい
ステンレスの操作パネル。

超静音
ExtraSilent50°
39dBで洗浄する、超静音洗浄
コース。 ※FSK93800Pのみ

エネルギー効率
A＋＋
（EUの評価規定の高クラス）

オートオフ
AutoOff
洗浄終了5分後に、
自動的にスイッチオフ。

グラス洗浄
Glass45°
グラスを45℃で洗う専用コース。

フレキシブルバスケット
上段バスケットは、高さが変え
られるフレキシブル設計。

サテライトスプレーアーム
下部スプレーアーム先端にある
サテライトスプレーアームからは
常に角度を変えた水流が噴射。

エネルギー効率
A＋＋＋
（EUの評価規定の最高クラス）

エクストラハイジーン
ExtraHygiene
より、殺菌効果を高める洗浄機能。

強力洗浄70°
Intensiv70°
本洗いを70°で行う油汚れや
ひどい汚れに適したコース。

全自動洗浄
AutoSence45°-70°
センサーが洗浄水の汚れを感知して、
最適な水温・水量・時間で洗浄。

リムーバブルトレイ
トレイごとカトラリーを
簡単に持ち運べます。
※60cm幅2モデルのみ

ソフトスパイク（グラス固定用グリップ）
洗浄中のグラスをやさしく
支えるソフトスパイク。

13人分の食器洗浄力
庫内面積が広く13人分の食器が洗
浄可能。
※60cm幅2モデルのみ

13

タイムビーム
洗浄時間などが床面に照射される
機能。※FSK93800Pのみ

タイムセーバー
水圧と水温を上げて洗い、
洗浄時間を短縮する機能。

ソフトグリップ（グラス固定機能）
ワイングラスをソフトに固定。
※上部バスケットに入れられるワイン
　グラスの高さは、170mmまでです。
※60cm幅2モデルのみ

エクストラドライ
XtraDry
食器の乾燥機能を高めたいとき
に使用。洗浄時間、水量、高温す
すぎの水温が変化。

エアドライ
AirDry
洗浄後ドアが自動で開き、
余熱乾燥をさらに促進。

コンフォートリフト
Comfort Lift®
下部バスケットを上部バスケッ
トの高さまで持ち上げ食器の出
し入れを楽に。
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13Built-In DishWasher/60cm Width

60cm幅 /ビルトイン食器洗い機

※設置に関する詳しい説明は本体同梱の
　設置マニュアルをご参照ください。
※給湯接続は不可。

機能一覧

FAVORIT FSK93800P

■ 開口寸法図

■ 洗浄工程表

洗浄コース
予備洗い
（水）

本洗い
（温水）

すすぎ
（温水）

高温すすぎ
（高温水） 余熱乾燥

運転時間 消費水量
（ℓ）

消費電力
（kwh）最小 最大

Eco50℃（エコノミー洗浄） 1回 ー 3時間52分 11.0 0.832

AutoSense45-70℃（全自動洗浄） 1～2回 40分 2時間50分 7.0-14.0 0.6-1.6

ProZone50-65℃（プロゾーン） 2時間40分 3時間00分 14.0-16.0 1.2-1.5

Pro70℃（強力洗浄） 2回 2時間50分 3時間10分 12.5-14.5 1.4-1.7

30Minutes60℃（30分洗浄） ー 30分 10.0 0.9

Glass45℃（グラス洗浄） 1回 1時間22分 1時間32分 12.0-14.0 0.7-0.9

ExtraSilent50℃（超静音洗浄） 1回 3時間50分 4時間10分 9.0-10.0 1.1-1.3

Prewash（予備洗浄） ー 14分 4.0 0.1

・数値は標準的なものです。電圧、水圧、水温などの諸条件により変化することがあります。
・自動水量制御により、食器の汚れ具合に応じて洗浄時間が変化します。
・使用水量及び消費電力は、IEC規格に基づいた方法にて算出しております。
・乾燥のみのシステムおよびコースはありません。

洗浄コース
■ エコノミー洗浄　（Eco50℃）  ■ 全自動洗浄　（AutoSense45-70℃）
■ プロゾーン　（ProZone50-65℃） ■ 強力洗浄　（Pro70℃）
■ 30分洗浄　（30Minutes60℃） ■ グラス洗浄　（Glass45℃）
■ 超静音洗浄　（ExtraSilent50℃） ■ 予備洗浄　（Prewash）

オプション機能
■ エアドライ（AirDry）
乾燥工程になるとドアが自動的に少し手前に開き、庫内の熱い蒸気を逃がします。
ドアが開くことで冷やされた庫内と温かい食器の温度差が乾燥効果を高めます。

■ エクストラドライ（XtraDry）
食器の乾燥効果を高めたいときに使用。

■ スタート予約（DelayStart）
あらかじめ、洗浄開始時間の予約ができる機能。

■ エクストラハイジーン（ExtraHygiene）
最終工程を高温洗浄し、より殺菌作用のある洗浄が行われる機能。

■ 洗浄時間短縮（TimeSaver）
水圧と水温を上げることで洗浄と乾燥を短時間で行う機能。

■ オートオフ（AutoOff）
洗浄終了の5分後または洗浄を開始せずに5分経過した場合に、電源が自動的に切れる機能。

■ お気に入り洗浄（SetMyFavourite）
良く使う洗浄コース（1つ）をあらかじめ保存ができる機能。

開口寸法（幅 × 奥行き × 高さ）600 × 580以上 × 820～900mm

348,000円（税抜）

オプションパーツ
■ ステンレス巾木（1本）W595×H85mm
　 L字金具（2本）
　 SBT-MD2　標準価格：9,000円（税抜）
■ L字金具（2本）
　 ESB60-D2　標準価格：3,400円（税抜）

13
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■ 洗浄工程表

洗浄コース
予備洗い
（水）

本洗い
（温水）

すすぎ
（温水）

高温すすぎ
（高温水） 余熱乾燥

運転時間 消費水量
（ℓ）

消費電力
（kwh）最小 最大

Eco50℃（エコノミー洗浄） 1回 ー 3時間52分 11.0 0.832

Auto45-70℃（全自動洗浄） 1～2回 40分 2時間50分 7.0-14.0 0.6-1.6

Pro70℃（強力洗浄） 2回 2時間50分 3時間10分 12.5-14.5 1.4-1.7

30Min60℃（30分洗浄） ー 30分 10.0 0.9

ProZone50-65℃（プロゾーン） 2時間40分 3時間00分 14.0-16.0 1.2-1.5

Glass45℃（グラス洗浄） 1回 1時間22分 1時間32分 12.0-14.0 0.7-0.9

Silent50℃（静音洗浄） 1回 3時間50分 4時間10分 9.0-10.0 1.0-1.2

Prewash（予備洗浄） ー 14分 4.0 0.1

・数値は標準的なものです。電圧、水圧、水温などの諸条件により変化することがあります。
・自動水量制御により、食器の汚れ具合に応じて洗浄時間が変化します。
・使用水量及び消費電力は、IEC規格に基づいた方法にて算出しております。
・乾燥のみのシステムおよびコースはありません。

Built-In DishWasher/60cm Width
60cm幅 /ビルトイン食器洗い機

機能一覧

FAVORIT FEE93810PM

■ 開口寸法図

※設置に関する詳しい説明は本体同梱の
　設置マニュアルをご参照ください。
※給湯接続は不可。

洗浄コース
■ エコノミー洗浄　（Eco50℃）
■ 全自動洗浄　(AutoSense45-70℃）
■ 強力洗浄　（Pro70℃）
■ 30分洗浄　（30Minutes60℃）
■ プロゾーン　（ProZone50-65℃）
■ グラス洗浄　（Glass45℃）
■ 静音洗浄　（Silent50℃）
■ 予備洗浄　（Prewash）

オプション機能
■ エアドライ（AirDry）
乾燥工程になるとドアが自動的に少し手前に開き、庫内の熱い蒸気を逃がします。
ドアが開くことで冷やされた庫内と温かい食器の温度差が乾燥効果を高めます。

■ エクストラドライ（XtraDry）
食器の乾燥効果を高めたいときに使用。

■ スタート予約（DelayStart）
あらかじめ、洗浄開始時間の予約ができる機能。

■ エクストラハイジーン（ExtraHygiene）
最終工程を高温洗浄し、より殺菌作用のある洗浄が行われる機能。

■ 洗浄時間短縮（TimeSaver）
水圧と水温を上げることで洗浄と乾燥を短時間で行う機能。

■ オートオフ（AutoOff）
洗浄終了の5分後または洗浄を開始せずに5分経過した場合に、電源が自動的に切れる機能。

開口寸法（幅 × 奥行き × 高さ）600 × 580以上 × 820～900mm

348,000円（税抜）

オプションパーツ
■ ステンレスドア W595×H588mm

　 FI60L-M　標準価格：20,000円（税抜）
■ ステンレス巾木（1本）W595×H85mm
　 L字金具（2本）
　 SBT-MD2　標準価格：9,000円（税抜）
■ L字金具（2本）
　 ESB60-D2　標準価格：3,400円（税抜）
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Built-In DishWasher/45cm Width
45cm幅 /ビルトイン食器洗い機

FAVORIT F78450 IM0P

■ 開口寸法図

※設置に関する詳しい説明は本体同梱の
　設置マニュアルをご参照ください。
※給湯接続は不可。

■ 洗浄工程表

洗浄コース
予備洗い
（水）

本洗い
（温水）

すすぎ
（温水）

高温すすぎ
（高温水） 余熱乾燥

運転時間 消費水量
（ℓ）

消費電力
（kwh）最小 最大

Eco50℃（省エネ洗浄） 1回 3時間38分 9.9 0.7

Auto45-70℃（全自動洗浄） 1～2回 40分 2時間20分 6-11 0.5-1.2

ProZone50-65℃（プロゾーン） 2時間 2時間20分 11-13 0.9-1.1

Pro70℃（強力洗浄） 2回 2時間20分 2時間40分 11-13 1.3-1.4

Glass45℃（グラス洗浄） 1回 1時間10分 1時間20分 11-12 0.7-0.8

30Min（30分洗浄） ー 30分 8 0.8

Silent50℃（静音洗浄） 1回 3時間20分 3時間40分 10-11 0.9-1.0

Prewash（予備洗浄） 14分 4 0.1

・数値は標準的なものです。電圧、水圧、水温などの諸条件により変化することがあります。
・自動水量制御により、食器の汚れ具合に応じて洗浄時間が変化します。
・使用水量及び消費電力は、IEC規格に基づいた方法にて算出しております。
・乾燥のみのシステムおよびコースはありません。

機能一覧

洗浄コース
■ 省エネ洗浄　（Eco50℃）
■ 全自動洗浄　(AutoSense45-70℃）
■ プロゾーン　（ProZone50-65℃）
■ 強力洗浄　（Pro70℃）
■ グラス洗浄　（Glass45℃）
■ 30分洗浄　（30Minutes60℃）
■ 静音洗浄　（Silent50℃）
■ 予備洗浄　（Prewash）

オプション機能
■ スタート予約（DelayStart）
あらかじめ、洗浄開始時間の予約ができる機能。

■ オートオープン（AutoOpen）
ECOコースの乾燥工程中に自動的にドアが開くことで、
消費電力を抑え、乾燥の仕上がりを促進。

■ エクストラハイジーン（ExtraHygiene）
最終工程を高温洗浄し、より殺菌作用のある洗浄が行われる機能。

■ 洗浄時間短縮（TimeSaver）
水圧と水温を上げることで洗浄と乾燥を短時間で行う機能。

■ オートオフ（AutoOff）
洗浄終了の5分後または洗浄を開始せずに5分経過した場合に、電源が自動的に切れる機能。

開口寸法（幅 × 奥行き × 高さ）450 × 580以上 × 820～900mm

255,000円（税抜）

オプションパーツ
■ ステンレスドア W445×H588mm

 　FI45L-M　標準価格：20,000円（税抜）

9
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※1　200V 20Aの壁コンセントに接続してください。（アース配線が必要です）
※2　使用水量はヨーロッパIEC規格に基づいた方法で算出しており、選択したプログラムにより異なります。

型名 FSK93800P FEE93810PM F78450 IM0P
設置タイプ　 ビルトイン ビルトイン ビルトイン
パネル ドア材全面取り付け型 ドア材取り付け型 ドア材取り付け型
コントロールパネルカラー メタル メタル メタル
コントロールパネル表記 英語 英語／シンボル 英語＋シンボル

電源 単相200V 20A 50/60Hz
（プラグ式※1）

単相200V 20A 50/60Hz
（プラグ式※1）

単相200V 20A 50/60Hz
（プラグ式※1）

消費電力 1550－2200W 1550－2200W 1550－2200W
使用水量※2 標準11L 標準11L 標準10L
許容水圧  0.05～0.8Mpa（1.0～10.0kg/cm2）  0.05～0.8Mpa（1.0～10.0kg/cm2）  0.05～0.8Mpa（1.0～10.0kg/cm2）
外形寸法 W596 × D550 × H818～898mm W598 × D575 × H818～898mm W446 × D570 × H818～898mm
開口寸法 W600 × D575以上 × H820～900mm W600 × D575以上 × H820～900mm W450 × D580以上 × H820～900mm
ドア材・パネル材寸法 設置マニュアルをご覧ください 設置マニュアルをご覧ください 設置マニュアルをご覧ください
操作パネル高さ調整 ー 設置マニュアルをご覧ください 設置マニュアルをご覧ください
洗浄プログラム数 8 8 8
洗浄容量（IEC規格） 13人分 13人分 9人分
コントロール操作 プッシュボタン タッチパネル プッシュボタン
重量 45.57kg 49.6kg 38.2kg
JANコード 7332543562985 7332543562978 7332543491155
希望小売価格  348,000円（税抜）  348,000円（税抜）  255,000円（税抜）

■主な特長
（省エネ洗浄）・Eco（エコ洗浄）50℃ ○ ○ ○
Automatic（全自動洗浄）45-70℃ ○ ○ ○
ProZone（プロゾーン）50-65℃ ○ ○ ○
Pro（強力洗浄）70℃ ○ ○ ○
30Minutes（30分洗浄）60℃ ○ ○ ○
Glass（グラス洗浄）45℃ ○ ○ ○
ExtraSilent（静音洗浄）・
Silent（静音洗浄）50℃ ○ ○ ○

Prewash（予備洗浄） ○ ○ ○
Comfort Lift®（コンフォートリフト） ○ ○ ー
AirDry（エアドライ） ○ ○ ー
Extra Hygiene（エクストラハイジーン） ○ ○ ○
ノイズレベル 39dB 40dB 45dB
乾燥方法 余熱 余熱 余熱
庫内灯 ○ ○ ー
ProCleanSatelliteSprayArm
（サテライトスプレイアーム） ○ ○ ○

ウォーターセンサー ○ ○ ○
センサーロジック ○ ○ ○
天上スプレーアーム ○ ○ ー
上段バスケット高さ調整機能 ○ ○ ○
お皿のサイズ（通常） 上165mm／下272mm 上165mm／下272mm 上240mm／下270mm
お皿のサイズ（高さ調整後） 上120mm／下302～330mm 上120mm／下302～330mm 上200mm／下310mm
2重ゴミフィルター ○ ○ ○
タイムビ－ム ○ ー ー
カトラリ－トレイ ○ ◯ ー
アクアコントロール ○ ○ ○
アクアアラーム ○ ー ー
スタート予約タイマー 24時間（1時間単位） 24時間（1時間単位） 24時間（1時間単位）
タイマー表示 デジタル デジタル デジタル
プログラム所要時間表示 ○ ○ ○
AutoOff ○ ○ ○
マルチディスプレイ ○ ー ー
洗剤／リンス剤自動投入 ○ ○ ○
フローヒートシステム（ヒーター内蔵） ○ ○ ○
ステンレス洗浄槽 ○ ○ ○

プ
ロ
グ
ラ
ム

Specifications
仕様一覧



給水ホース接続

排水ホース接続
排水ホース

排水管（VP40）

排水管アダプター

排水ホースは
100㎜程
差し込みます

   

注意   

給水管の立ち上がりは、床面より500㎜必要です。
※高さが足りない場合、給水ホースにストレスが掛かり水漏れなど

の原因となります。また、給水ホースの接続向きは必ず図の通り
に行う必要があります。横向きや下向きなどで接続すると、漏水
時にアクアコントロール機能が正常に働かず、拡大損害につな
がるおそれがあります。弊社指定以外の設置方法や、各接続部の
増し締めを行っているかなど、設置前に確認を行ってから適切に
接続してください。

注意   

排水管（VP40）の立ち上がりは
床面より400㎜～500㎜必要です。
※立ち上がりが不十分な場合、ホース類が届かない場合があります。

また、正常な運転が行えずエラーが表示される、必要以上の負荷
による早期故障等、不具合の原因となります。

・給水設備 1/2" カップリング付横水栓
7030-13（カクダイ）またはJY30J-13（三栄水栓）
※接続の際、タケノコ（ホース口）は外します。

FL
40

0～
50

0
FL

40
0～

50
0

食器洗い機本体

スクリュー
ジョイント
スクリュー
ジョイント

ホース・電源
引込み穴

シーリングプレート

FL
50

0
FL

50
0

給水管
FL500立ち上げ
給水管
FL500立ち上げ

排水ホース排水ホース

タケノコ
（ホース口）

をはずす

タケノコ
（ホース口）

をはずす

排水管
FL400～500立ち上げ
排水管
FL400～500立ち上げ

排水管アダプター

食器洗い機を設置する
キャビネット側

食器洗い機を設置する
キャビネット側

台輪高さ分台輪高さ分
60

100

100100

50

35

120

300

１２０

Important Information
重要なお知らせ

重要なお知らせ 45cm/60cm ビルトイン食器洗い機を購入のお客様へ
消費生活用製品安全法（消安法）の特定保守製品の安全点検制度に伴う食器洗い機の所有者登録について
経済産業省の指導のもと、2009年4月1日より「長期使用製品安全点検制度」がスタートしました。長期使用製品安全制度とは、長期間の使用に伴い生ずる経年劣
化による安全上の支障を点検することによって未然に防ぎ、安全に使用するための制度です。長期の使用で経年劣化が進んだ場合、特に重大な危害を及ぼす可能
性のある以下9品目を「特定保守製品」とし、これら9品目に関しては「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。ビルトイン食器洗い機は特定保守製品です。
特定保守製品の所有者は、この製品の製造・輸入事業者に法定の所有者登録をすることが求められております。（消安法第32条の8第1項及び第2項）
特定保守製品一覧▶ビルトイン食器洗い機、浴室電気乾燥機、石油給湯機、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機、室内式瞬間湯沸器、室内式風呂釜

この新しい制度に伴い、2009年4月1日以降に輸入・製造されたビルトイン食器洗い機をお持ちのお客様は、
弊社あてに所有者登録をお願いいたします。（詳しくは、下記「所有者登録から点検までの流れ」をご覧ください）

■ 2009年4月1日以降輸入・製造されたビルトイン食器洗い機一覧
●F99015 VI0P ●F88060 IM0P ●F78400 VI0P ●F78400 IM0P
●F89020 VI ●F88020 IM ●F84410 VI ●F65410 IM
●88080 Vi ●F86080i-m ●F84470 Vi ●F64480i-m
●F44860 ●F65040 IW0P ●F99705 VI1P ●F88705 IM0P
●F65700 IW0P ●F78450 IM0P ●FSK93800P ●FEE93810PM

所有者登録が必要となりますので、「所有者登録から点検の
流れ」をご覧ください。

■ 所有者登録から点検までの流れ
1. 食器洗い機に同封されている返信用ハガキに必要事項を記入の上、
返送してください。（ハガキを紛失した場合は、http://www.aeg-jp.com/News/
Important/User-Registration/より用紙をダウンロードください）

2. 頂いた登録票は、メーカーでお客様情報を管理し※1、点検時期がきたら、
通知をお送りいたします。

3. メーカーに点検を依頼し、点検を受けてください。※2

※1 所有者登録で頂いた情報は、点検通知など、製品の安全に関するお知らせ以外
には利用しません。

※2 点検には費用がかかります。

■所有者情報が変更になった場合、又はハガキを紛失した方
こちらのサイトから登録票をダウンロードし、記入後ファックスまたは
郵送ください。
http://www.aeg-jp.com/News/Important/User-Registration/
登録用紙返送先─
FAXの場合：03-3434-4123
郵送の場合：エレクトロラックス・ジャパン株式会社  

メジャーアプライアンス事業部  点検制度係
105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル A館 6F

■点検に関する費用
点検費用 ＝ 技術料12,000円（税抜）※1 + 出張費※2

※1 技術料：人件費、機械解体・修復費、点検費用（20項目）
※2 出張費の目安（詳しくはお問い合わせください。）
東京都内／一律4,000円（税抜）
上記以外の地域／サービス拠点より ： 40km未満（往復）4,000円（税抜）
 60km未満（往復）5,000円（税抜）
 80km未満（往復）6,300円（税抜）
 100km未満（往復）7,500円（税抜）
＊駐車場利用、有料道路利用が発生した場合は別途料金が加算されます。

※3 点検の結果修理が必要な場合は、別途手配・費用が発生します。

■部品の保有期間について
本製品の点検の結果必要となる部品の保有期間は点検終了までの9年間です。
※保有期間外の部品は製造中止になる場合がございます。ご了承ください。
※上記部品は経年劣化により不具合が発生するおそれのある箇所に関する部品であり、
補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。なお、
補修用性能部品の保有期間は6年です。

■点検制度に関するお問い合わせ
●弊社製品に関するお問い合わせ─
エレクトロラックス・ジャパン株式会社  メジャーアプライアンス事業部  点検制度係
105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル A館 6F

 0120-036663（受付時間／平日 9：00～17：30）※年末年始、土日祝日を除く
●この制度に関するお問い合わせ─
経済産業省
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html

※必ず設置マニュアルの指示に従ってください。設置マニュアル、外形寸法図は下記よりダウンロードできます。

弊社ホームページ SERVICE & SUPPORT
外形寸法図

設置マニュアル
▶

▶

▶

Installation Specifications
設置仕様（給排水設備）

http://www.aeg-jp.com
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2009年4月1日以前に輸入・製造されたビルトイン食器洗い機に関しては、
登録は必要ありませんが、長期間使用されている場合は点検をお勧めいたします。

詳しくは、弊社の点検制度係までお問い合わせ下さい。



長年ご使用の食器洗い機の点検を！

エレクトロラックス・ジャパン株式会社 
メジャーアプライアンス事業部
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル A館 6F 
TEL.03-6743-3070   FAX.03-3434-4123

お求めは当店で

食器洗い機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

  AEG www.aeg-jp.com

●お車でお越しの場合
　 弊社ホームページにて、駐車場への入庫の
手順等をご確認ください。

●このカタログは2018年7月現在のものです。●配送費、取付け費、調整説明費、使用済み商品の引き取り費等は別途実費
となります。●製品の色は、印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。●製品の価格・仕様・デザインは予告な
く変更されることがあります。●表示価格は、消費税を含まない税抜価格です。●このカタログの内容についてのお問い合わ
せは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならない場合は当社におたずねください。●離島及びそ
れに準ずる地域でのご使用は、アフターサービスに支障がございますのでご遠慮ください。

製品保証書は取扱説明書の最後のページに付いています。

※ショールームにお越しの際は：
　お待たせすることなくスムーズにご対応させて
　いただくために、お手数をおかけしますが、事前
　にご予約をお願いいたします。


