ミーレ ビルトイン食器洗い機
G 6000 EcoFlex シリーズ
2018 Summer
Miele. Immer Besser.

輝きの瞬間

2

ミーレ食器洗い機が、どのように食器を美しく
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の目も輝かせます。
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Welcome to Miele ミーレの世界へようこそ

IMMER BESSER - 常により良いものを
私たちの曽祖父がミーレ社を創立したとき、成功のためには競合他社から抜きん出ていなければ
なりませんでした。 そのためには、
「他よりも安い」か「他よりも良い」かのどちらかを選択するし
かなく、両方とも同時にはありえませんでした。
曽祖父たちは「他よりも良い」ことを選択しました。
非常に多くの最高賞の受賞やテスト結果の表彰によって、ミーレが120年近くに渡って「常により
良いものを」という約束を更新し続けてきたということが証明されています。 しかしながら、世界
中の何百万人というお客様にご満足いただいていることこそが、最も重要な証明だと考えており
ます。
この成功の中心には、株式市場ではしばしば起こり得る短期的利益によって導かれるビジネスで
はなく、何世代も続くファミリーカンパニーならではの価値と目標の継続があります。
だからこそ、ミーレは1899年以来、最高品質の製品とドイツのエンジニアリングを具現化してきた
のです。 ミーレはまた、セールスパートナー、顧客、取引先、社員そして隣人の皆様に対して、尊
敬、公平性、互いの尊重を同等に表しています。 私たちは電力、水、洗剤の消費量とお客様のコ
スト、時間を必要最低限に抑える最新のスタンダードを導入した製品づくりと、資源に最大限負荷
をかけない製造方法を用いて、環境負荷低減を確実にしています。*
ミーレの代表取締役そして4代目の共同オーナーとして、私たちは今後もこの誓いを守っていくこ
とをお約束いたします。

Dr. ラインハルト・ツィンカン
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Dr. マルクス・ミーレ
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* ミーレのサステナビリティレポート（英語、独語）は、www.miele-sustainability.com で、ご覧いただけます。
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"IMMER BESSER" (常により良いものを)
ブランドプロミス

ミーレのテクノロジー
ミーレ製品は、最低限の消費エネルギーで素晴らしい結果をもたらします。 洗濯物や部屋、食器
の衛生的で優しいケアだけでなく、極上の美味しいお料理が魔法のように出来上がる時も同様
です。 鍵となるのはミーレならではの豊富な革新的特長で、世界各国で実施されている様々な製
品テストで最高点を得ていることが、その卓越性を証明しています。

ミーレの利便性
従来型のダイヤル式スイッチでも、センサーコントロールでも、またはスマートフォンのような高解
像度のタッチディスプレイでも、ミーレの操作は楽しく簡単。 さらにランドリー機器やキッチン機
器には、便利で頼れる自動プログラムや、毎回思い通りの仕上がりに導く優れた機能を備えてい
ます。 暮らしをもっと楽にするために、ミーレをお選びください。

ミーレのデザイン
ミーレはすっきりとしたラインとタイムレスなエレガントさにこだわっています。 デザインや色のオ
プションに一貫性があり、多種多様なインテリアデザインやキッチンキャビネットの前面にぴったり
合うビルトインキッチン機器群を取り揃えているところは、ミーレのほかにはありません。 違う種
類の製品同士でも組み合わせたときにデザインが調和するために細心の注意を払っています。
どのようなスタイルのキッチンであっても、ミーレならぴったりとマッチします。

ミーレ製品を選択する正当な理由は多々あり
ます。
その中の6つをご紹介しましょう。
1899年の創業以来、ミーレは「常により良いも
のを（Immer besser）」という理念に忠実であ
り続けています。 つまり、私たちは最善を尽
くして競合他社よりも「常により良く」、そして
現状の自分たちよりも「常により良く」なろうと
しています。

6

ミーレの品質
100年以上に渡り、
「ミーレは信頼できる、ミー
レの機器は頼りになる」と格言のように言われ
てきました。 私たちは洗濯機、乾燥機、食器
洗い機、オーブンといった自社製品を、20年間
の使用を想定した試験を行う唯一の家電メー
カーなのです。 一度のミーレでずっとミーレ
に。 世界各国のお客様はミーレにこだわり続
け、友人・知人の方々に推奨してくださるので
す。 将来においても、品質と耐久性に対して
どんな妥協も受け入れないことをお約束いた
します。

ミーレ・ブランド
多くの国で、家電業界においてミーレは憧れのブランドです。 本国ドイツの市場では、全製品カ
テゴリーを通して、
「史上最高のブランド」に選出されました。 そして、このようなブランドの製品
を所有しているユーザー像について、多くのことが調査を通して明らかになっています。 例えば、
ミーレユーザーは家電製品について、性能、使いやすさ、デザイン、環境への配慮について高い期
待を持っているということ。 また、ミーレを購入されるお客様は品質へのこだわりが強く、独自の
スタイルを確立していることなどです。

Dishwashers from Miele

ミーレのサービス
ミーレをご利用いただくお客様には、ドイツ家電業界で何年にも渡って最高評価を受けている、
私たちの迅速で効率的なアフターサービスをご享受いただけます。 機器の詳しい使い方でも、
専門スタッフによる機器のクリーニングでも、喜んでお宅にお伺いいたします。 いつでもお客様
のお力になることをお約束いたします。
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品質を伝承する

1899年の創業以来、ミーレは創業家が経営するファミリーカンパニーで
す。現在4代目が経営するミーレは、創業直後に製造したバター攪拌機
からインスピレーションを受けて、1901年に洗濯機第1号を世に出して
以来、プレミアム家電機器の分野でパイオニアであり続けています。バ
ター攪拌機はミーレのアイコンとなり、皆様の暮らしをより良くするため
のたゆまぬ努力の源となっています。
今日も研究開発チームは、耐久性とデザインの分野で初となる革新的
な技術を他に先駆けて開発し続けています。
私たちのテスト方法は厳格で、一つ一つのすべてのパーツを確実に検査
するので、高品質の製品だけがお客様のお宅に届けられるのです。
ミーレの品質に対する献身は、世界中のお客様の心をつかんできまし
た。私たちは何年にも渡って成長を続け、現在、世界中に19,000名もの
社員が従事しています。
ミーレは、お客様のより良い暮らしを探求し続け、今後もお客様の信頼
をいただき続けるよう努力してまいります。
どこまでも「常により良く - Immer besser」。
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ミーレは10年以上に渡って、ベストブランド賞をはじめヨーロッパの最も
信頼できるブランドの首位5社に選ばれ続けています。
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ラグジュアリーブランド
の実例

「今どのように暮らしているか、将来どのように暮らすのか」。これは、
長年に渡り集中的に取り組んでいる課題です。また、最新の住宅建築プ
ロジェクトは「私たちはどうやってハイクオリティの生活空間をデザイン
できるか」という課題に対して興味深い回答を提供しています。ますま
す差別化が進んでいる設計と同時に、全く新しい住宅用不動産が台頭
してきています。インテリジェントな機能の連携によって提供されるよう
な、より高水準のサービスもまた、これまで以上に普及してきました。
ドバイのブルジュ・ハリファ、ミュンヘンのYooアパートメント byフィリッ
プ・スタルク、そしてシカゴのトランプインターナショナルは、独自の方法
でこれらの課題に対して答えを出しているプロジェクトです。３つのプロ
ジェクトを比べてみると、まったく異なる建築的な概念と居住構造を示
しているのですが、最上級の設備と、もちろんミーレの機器を備えたハ
イクオリティライフのための個々のソリューションを提供しているといっ
た類似点も多いのです。

BURJ KHALIFA, Dubai, UAE
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Yoo by Starck, Munich, Germany

TRUMP INTERNATIONAL, Chicago, USA
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世界各国におけるミーレのプロジェクトの実例は、ウェブサイトからご覧
いただけます。
（ www.miele-project-business.com )
※英語版、ドイツ語版のみ
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どのタイプの食器洗い機がお好みですか。
ミーレ食器洗い機のデザイン
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標準ドア装備タイプ（SCU）
現在お使いのキッチンに入れ替えで食器洗い
機を設置するのに最適です。塗装されたドア
付きで納品されますので、ドア材をご用意い
ただかなくても、そのままビルトインできます。
カラーはブリリアントホワイトのみです。
※パネルフレームが付いておりませんので、化
粧パネルの交換はできません。
※付属の巾木の色はホワイトになります。

ドア材取付専用タイプ（SCi）
お客様がご希望のドア材を取り付けていただ
けるSCiタイプ。キッチン全体のカラー、素材感
をトータルでコーディネートできます。操作パ
ネル下部のフィラーの数を調節して、隣接する
システムキッチンの引き出しラインに合わせ、
美しいラインを創ることができます。
※納品時にはドア材は付いておりません。ご
希望のドア材をご用意ください。
※オプションドアキット（GDU、GFV）取り付
け可能。
※付属の巾木の色はブラックになります。

オールドア材取付専用タイプ（SCVi）
ドアが閉じている時は、ドア天面（小口）にあ
る操作パネルが隠れて見えないオールドア。
キッチンをシンプルに統一したインテリアデザ
インにコーディネートできます。
※納品時にドア材は付いておりません。ご希
望のドア材をご用意ください。
※G6762SCViはオプションドアキット（GFVi）
取り付け可能。
※付属の巾木の色はブラックになります。

ハンドルの無いドアタイプ
ノック2回で自動でドアをあけることできる
Knock2Openの食器洗い機は、ハンドル無し
のドアを取り付けて、キッチンに美しく調和し
た統一感を作れます。
※G 6994 SCVi K2Oのみ
※オールドア材をご用意ください
Dishwashers from Miele

ミーレ食器洗い機のデザイン
様々なキッチンにぴったりと調和するデザイン
の食器洗い機をご用意しています。SCi、SCVi
に取り付けられるオプションのドアキットは、
「オプション品」のページをご覧下さい。
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キッチンに理想的なサイズ
60cm幅と45cm幅のラインアップ

ミーレ食器洗い機の幅
設置されるキッチンのスペースに合わせて、60cm幅タイプと45cm幅タイプからお選びいただけま
す。

スタンダードな60cm幅タイプ
（開口部高さ81~87.5cm、幅 60cm）
ヨーロッパのディナーセット14人分（IEC規格）
が入る大容量。かさばるお鍋やボウル、まな板
も楽々収容できます。大人数のパーティーの片
付けも一度ですっきり。様々なシーンでお役に
立ちます。

Dishwashers from Miele

コンパクトな45cm幅タイプ
（開口部高さ81~87.5 cm、幅 45 cm）
スリムながら、ヨーロッパのディナーセットが9
人分（IEC規格）も収容できる45cm幅タイプ。
コンパクトな設計なので、いろいろなキッチン
に対応します。
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お好みの操作方式は？
ミーレ食器洗い機（60cm）の操作パネルコンセプト

ミーレ食器洗い機にはそれぞれ、使いやすい
操作パネルがついています。機種により、モダ
ンなタッチコントロール、直観的に使えるプロ
グラム選択ボタン、TFT液晶ディスプレイ、テキ
ストディスプレイ、3ケタデジタル表示をお選び
いただけます。どのユーザーインターフェース
をお選びいただいても、すべてのステップを論
理的かつ直観的に進めることができます。

センサートロニック／斜め操作パネル／TFT液晶ディスプレイ：センサーボタンをサイドに配置した
5行のTFT液晶ディスプレイは、メニューの内容がとても良く見えるためガイダンスが容易で、お手
入れも簡単です。ディスプレイが少し斜めになっていることにより見やすくなっています。センサー
トロニック式操作パネルを備えた食器洗い機はスタイリッシュなデザインで、ビルトイン調理機器
Generation 6000と特によく調和します。
（G6924SCiに搭載。クリーンスチールのみ）

操作パネルのカラー

ステンレス（クリーンスチール）

プログラム選択ボタン／斜め操作パネル／テキストディスプレイ：洗浄プログラムとオプションの選
択や変更がボタンに触れるだけで簡単にできます。1行のテキストディスプレイと少し斜めの操作
パネルによって見やすくなっています。この操作パネルを備えた食器洗い機はシンプルかつエレガ
ントなデザインで、ビルトイン調理機器Generation 6000と特によく調和します。
（G6824に搭載。
クリーンスチール/SCi、ブリリアントホワイト/SCi、SCU）

ブリリアントホワイト

ハバナブラウン

プログラム選択ボタン／垂直の操作パネル／テキストディスプレイ：洗浄プログラムとオプションの
選択がボタンに触れるだけで簡単にでき、1行のテキストディスプレイに表示されます。この操作
パネルを備えた食器洗い機は3種類のカラーのご用意があり、お客様のキッチンに完全に調和し
ます。
（G6722に搭載。クリーンスチールとハバナブラウン/SCi、ブリリアントホワイト/SCi、SCU）

Dishwashers from Miele

プログラム選択ボタン／垂直の操作パネル／3ケタデジタル表示：洗浄プログラムとオプションの
選択がボタンに触れるだけで簡単にでき、3ケタデジタル表示にタイマーやプログラムの残時間が
表示されます。
（G6620に搭載。クリーンスチール/SCi、ブリリアントホワイト/SCi、SCU）
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*印刷の色は、実際の製品カラーとは異なります。
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ご要望に沿う機能をご用意しています。
ミーレ食器洗い機の優れた特長*

QuickPowerWash
クイックパワーウォッシュ
卓越した相乗効果：新しい「クイックパワーウ
ォッシュ」プログラムとミーレ純正洗剤「ウルト
ラタブマルチ」を併用すると、通常の汚れの
食器の場合、58分（※機種により異なります）
の標準運転時間で、最適な洗浄および乾燥結
果になります。特別に開発されたウルトラタブ
マルチ洗剤は2〜3分で素早く溶けます。つま
り、運転プログラムの最初から、洗剤成分が
最適な状態になるので、短いすすぎ時間でも
高い洗浄性能を発揮します。

特許取得2) 3Dカトラリートレイ+
より便利に、よりきれいに：様々な形状のカト
ラリーや調理器具に合わせて幅、深さ、高さ
を調節できる従来の3Dカトラリートレイがさら
に進化した「3Dカトラリートレイ+」。中央部の
可倒式のオレンジの仕切りはナイフなどをより
多くいれられる省スペース設計。

進化した新しいバスケットデザイン
フレキシビリティがさらに進化：食洗機にいれ
る様々な異なる形状や素材の食器やグラスに
最適な置き場所をオレンジ色のサインで明示
し、よりわかりやすく使いやすくなりました。

ヨーロッパ最高レベルのエネルギー効率
A+++ -20%
ミーレのEcoFlex食器洗い機は、ヨーロッパの
エネルギー表示規格で、最も優れたA+++レ
ベルの要件をさらに20%も上回るエネルギー
効率を達成しています（ヨーロッパ仕様によ
る）。高い経済性と卓越した洗浄および乾燥
の仕上がりで、環境先進国ドイツの厳しい主
婦に認められています。

特許取得3)ノックツーオープン
（Knock2open）
ミーレ独自技術： この機能を搭載したモデル
は、ハンドルの無いキッチンキャビネットに見
事に調和します。ドアは軽く2回ノックするだ
けで自動的に開きます。
（G6994に搭載）

* 仕様は機種により異なります。
2)
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3)

特許: DE102008062761B3, EP2201887B1<
特許: DE102014117225A1, EP 3025628A1
特許: EP2428153B1, US8758524B2

Dishwashers from Miele

大切な水を無駄にしない、使用水量
最少使用水量6.0L（幅45cm）/6.5L（幅60㎝）
センサーウォッシュプログラムでは、最少水量
で理想的な洗い上がりとなります。
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お役に立つ機能をご用意しています。
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特許取得1) オートオープン乾燥
プログラム終了後、自動でドアが
開くので、グラスや食器の乾燥が促進され、素
早くクールダウンします。
（G4720を除く）

特許取得2)センサードライ
最適な乾燥仕上がりになるよう
に、センサーが検知して自動調整する機能で
す。
（センサーウォッシュプログラム選択時の
み作動）

特許取得3)ブリリアントライト
自動制御：4つのパワフルなLED
ライトが、庫内を明るく照らします。食洗機前
方も明るくするので、食器の出し入れ作業をス
ムーズに行っていただけます。
（G6824、G6924、G6994に搭載）

ウォータープルーフシステム
安全・安心：万一の水漏れの時に、システムが
作動して給水弁を閉じます。

給湯接続
ミーレ食洗機はすべて、最高60℃までの給湯
接続も可能です。給湯接続では最大50%の省
エネ5):になります。※即出湯型の給湯装置を
接続し、45-60℃の温度帯を調節できることを
ご確認下さい。

気にならない運転音
洗い上がりの良さはそのままに、標準プログラ
ムの運転音は42 dBに抑えています。
（G6824SCi、G6924、G6994に搭載。IEC規
格に基づく数値）

エコスタート機能付きフレキシタ
イマー
より賢く：エコスタート機能を使うと、食洗機
が毎回自動で一番安い電気料金の時間帯を
選んで運転します。
（G6620、G4720を除く）

グラスに優しいケア
ジェントルケア：先進のテクノロ
ジーにより、ガラス製品を優しく丁寧に洗浄し
ます。

オートクローズ
ドアをそっと軽く押すだけで、電
動ドアクローズ機能が作動します。
（G6924、G6994に搭載）

エクストラクワイエットプログラム
38、40または41dB（IEC規格）と気づかないほ
ど低騒音のプログラム。
（G6620、G4720を除
く）

エコフィードバック
経済的：洗浄プログラムを選択すると、ディス
プレイに水量と電力量の目安消費レベルが表
示され、使用後は実際の数値が表示されます。
（G6620、G4720を除く）

タッチオンメタル
ステンレス製操作パネルに滑らかに組み込ま
れた操作部は、直線的なデザインで美しく、
お手入れも簡単。
（G6994に搭載）

コンフォートクローズ
実用的：ドアの開閉がとてもしや
すく、どの位置でも開けたままの状態をキープ
できます。
（SCi、SCViの場合はドア調整が必
要）

タイムコントロール
簡単明瞭：4つのLEDライトが残
り運転時間をお知らせします。
（G6994に搭
載）

特許取得4)食器量認識機能
少量の洗い物でも無駄なし：庫
内の食器量を検知し、必要な水量と電力量に
自動調節します。

* 機種により搭載されている機能は異なります。
1) 特許Patent: DE102007008950B4, EP2120671B1,
US 8671587B2
2) 特許: EP1902659B1
3) 特許: EP2233061B1, US8297768B2
4) 特許: EP1967121B1
5) ジェントルプログラム使用時

Dishwashers from Miele

ミーレ食洗機の特長*
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使いやすいバスケット構造
ミーレ食器洗い機のバスケットデザイン*

人間工学に基づいたバスケットハンドル
バスケットのハンドルは人間工学に基づき、出
し入れがしやすくなっています。
（60cm幅機種
に搭載）

高さ調節可能な上段バスケット
すべてのミーレ食洗機は上段バスケットの両
サイドのレバーで3段階に高さ調節できます。
洗浄する食器のサイズにより、左右の高さを変
えて斜めにすることもできます。

FlexAssist/フレックスアシスト
一目でわかりやすくアシスト：洗い物に合わせ
てフレキシブルに調節できる箇所をオレンジ
色のサインで表示。カップやグラスの置き場
所もわかりやすくなりました。

FlexCare/フレックスケアグラス
ホルダー
シリコンパッドでグラスをしっかり保持し、ま
た突起のある表面で、上に置くカップも滑りに
くいため、洗浄中の破損を防ぎます。

特許取得2)可倒式ボトルホルダー
哺乳瓶やデキャンタなど口が細く深いボトル
の洗浄に最適。使用しない時は倒して、他の
食器のためのスペースとして使えます。
（G6824、G6924、G6994に搭載）

カトラリートレイ
カトラリーは一つ一つ仕切りに沿って収容で
き、きれいに洗いあがります。
（45cm幅機種に
搭載。60cm幅機種は3Dカトラリートレイ+搭
載）
22
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特許取得1)下段バスケットのマル
チコンフォートエリア
あらゆるタイプの食器に：大きい鍋やフライパ
ン、かさばるアイテムも下段バスケットに楽々収
容できます。
（60cm幅機種に搭載）

1)

2) EP2332458B1
EP2377455B1, US9119524B2
* 画像は日本仕様とは異なる場合があります。
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どのバスケットデザインがお好みですか？
ミーレ食器洗い機のバスケット構造（60㎝幅）*

バスケットデザインの様々な特長

マキシコンフォートバスケット(G6824、G6924、G6994に搭載)
エクストラコンフォートバスケット

6

1

2

5
4

6

7

8

（G6620、G6722、G6762）
1 ハンドル付き3Dカトラリートレイ+
2 人間工学に基づいた上段/下段バスケットハンドル
3 FlexAssist/フレックスアシストのパーツ（画像中の数字表記無）
上段バスケット：
4 高さ調節可能レバー
5 固定式ピン
6 カップラック（日本仕様は左のみ）
下段バスケット
7 マルチコンフォートエリア
8 2 列のピン（右：可倒式、左：固定）
9 2つの高さ調節可能なFlexCareグラスホルダー（後方両サイド）

9

6

1

7

8
6

5

4
2
9
11
10

マキシコンフォートバスケット

24

** 画像は一部日本仕様と異なります。

10 2つの可倒式ピン列
11 4つの高さ調節FlexCareグラスホルダー
12 可倒式グラスサポートレール（数字表示無）
13 可倒式ボトルホルダー（数字表示無）

Dishwashers from Miele

下段バスケット：
9 取り外し可能なマルチコンフォートエリア
only with
MaxiComfort

1 ハンドル付き3Dカトラリートレイ+
2 人間工学に基づいた上段/下段バスケットのステンレスハンドル
3 FlexAssist/フレックスアシストのパーツ (画像中の数字表示無)
上段バスケット：
4 高さ調節レバー
5 可倒式ピン列
6 カップラック（日本仕様は左のみ）
7 （日本仕様には搭載無し）
8 高さ調節可能なグラスサポートレール

25

様々なニーズにお応えします
ミーレ食器洗い機の洗浄プログラム*
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センサーウォッシュ
普段使いに便利：センサーが汚れのレベルを
検知して、最適な水量、電力量、時間に調節す
るので効率的です。

インテンシブ75°C/ポット＆パン75°C
頑固な汚れに：深鍋、平鍋、盛皿などの乾いて
こびりついた汚れをしっかり落とす、洗浄性能
の一番強力なプログラムです。

ボトムソロ 65°C
大きくてかさばる洗い物に：上段バスケットを
取り外して、大きなものを下段バスケットに置
いて洗浄します。
（G6824、G6924、G6994に
搭載）

QuickPowerWash
クイックパワーウォッシュ
卓越した洗浄性能：約1時間の標準運転時間
で、通常の汚れの洗浄と乾燥を理想的に行い
ます。

ジェントル
ジェントルケア：熱に弱い食器やガラスの軽い
汚れに適したプログラムです。

ノーマル55 °C
乾き始めている通常の汚れに：様々な食器類
の普通の汚れをしっかりと洗浄します。

庫内洗浄
必要に応じて：ミーレ純正の食洗機庫内洗浄
剤などのケア製品を使用して、庫内をお手入
れするためのプログラムです。
（G6620、G4720
を除く）

エクストラクワイエット
38、40または41dB（IEC規格）の低騒音で、夜
中に食洗機を作動される場合等に理想的。
（※38dBはG6924/G6994、40dBはG6824/
G6722/G6762、41dBはG4820/G4880に搭
載）

ソーラーセーブ（給湯接続）
低消費電力：1回あたりの消費電
力を0.06 kWhに抑えることができます。最低
45℃の給水温度が必要です。
（G6620、G4720
を除く）

高温洗浄・すすぎ
衛生的な洗浄：哺乳瓶、まな板な
どを衛生的に洗浄するとドイツの第三者機関
（Institut für Angewandte Forschung
GmbH）に認証されています。
（G6824、G6924、G6994に搭載）

パスタ/パエリア
でんぷん質汚れに：パスタ、米、ジャガイモな
どの汚れ向き。
（G6924、G6994に搭載）

ビールジョッキ 湯
輝かしい仕上がり：ビール用グラスをきれいな
泡ができるようにきれいに洗浄します。
（G6924、G6994に搭載）

Dishwashers from Miele

ECO
とても経済的：様々な食器類を使用水量と消
費電力を抑えて洗浄します。

* 搭載プログラムは機種により異なります。
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ニーズに合わせてプラスできます。
プログラムオプション*

エネルギーセーブ機能
実用的な選択：水温と運転時間を調節して、
エネルギー消費を最大20％削減できます。
※プログラム所要時間は長くなります。
（G4720、G6620を除く）

エクストラドライ
乾燥仕上がりを向上：余熱乾燥時のファン運
転時間を長くして、最終すすぎの水温を上げ
ることで、グラスやプラスチックなども乾燥状
態が良くなります。
（G6824、G6924、G6994に
搭載）

下段バスケット インテンシブ
上段・下段で洗浄強度を調節：下段バスケット
で汚れのひどいものを洗いながら、上段バス
ケットでデリケートなものを洗うことができる
追加オプションです。
（G6824、G6924、G6994に搭載）

予備洗い
洗浄プログラムにプラス：汚れが気になる時
に、予備洗い追加オプションを簡単に設定で
きます。
（G6924、G6994に搭載）

つけおき洗い
頑固な汚れに：食器をつけおきし、頑固な汚
れを浮かせます。洗剤ケースの一番右の投入
口「I」に粉末状の食器洗い機用洗剤を約5gを
投入してお使いください。
（G6924、G6994に
搭載）

Dishwashers from Miele

ショート機能
お急ぎでもしっかり洗いたい時に：ショート機
能は、運転時間を約30％短縮しながらも、き
れいに洗い上げるオプション機能です。

28

* プログラムオプションをお使いの場合、消費電力、水量、運転
時間が変動します。
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上質なグラスの優しい洗浄
食器もグラスも優しく丁寧に

ワイングラスの名門 リーデル社はミーレ食器
洗い機を推奨
繊細で高価なワイングラスを食器洗い機で洗
浄できますか？ミーレ食器洗い機ならばもちろ
ん、申し分なく洗い上げます。独自の各種制御
機能の連携により、ミーレはグラスケアに関し
てもスペシャリストです。

ミーレのバスケットデザイン

※画像は一部日本未発売品を含みます

Dishwashers from Miele

高品質で繊細な脚付きグラスも、ミーレ食器
洗い機であれば、心配なく洗浄していただけ
ます。このことは、ワイングラスの名門ブランド
「リーデル」によって裏付けられています。リー
デル家第11代目の当主マキシミリアン・リーデ
ル氏は、
マシンメイドのみならず、繊細なハンド
メイドグラスであってもミーレの食器洗い機で
洗うことを推奨しています。

オートオープン乾燥
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「当社の最高級グラス製品が、ミーレの食器
洗い機で優しく丁寧に洗浄できるとは全く新
しい、驚くべき新事実でした。ミーレ食器洗い
機はグラスケアをシンプルに簡単にしてくれま
す。当社のグラスを確実に優しく洗浄するため
に、私たちは心からミーレ食器洗い機をお使
いいただくことをおすすめします。手洗いより
もより良い結果となります。」
（マキシミリア
ン・リーデル氏談）

上記の様々な要素で、グラスは磨かなくても輝
く美しい仕上がりになります。くもったり水滴
の跡がつくことなく、グラスが破損することも
ありません。ミーレ食器洗い機で数年間洗浄
しても、お客様の大切なグラスは購入した日の
ような美しさを保ちます。

3D カトラリートレイ+

ミーレ純正ケア商品

• 3Dカトラリートレイ+:
背の高い脚付きグラスに十分なスペース
• 独自のバスケットデザイン:
ワイングラスをしっかりと支えます
• オートオープン乾燥:
優しい乾燥。磨かなくても輝くような仕上が
り
• ジェントル グラスケア:
長く続くグラスの輝き
• ジェントルプログラム:
グラスケアに適した水圧・水温のプログラム
• ミーレ ケアコレクション:
グラス保護成分を含む洗剤などミーレ食器
洗い機の性能を最大化する純正ケア用品
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ミーレ食器洗い機一覧

ミーレ食器洗い機一覧

幅60㎝
標準ドア装備タイプ（SCU）

幅60㎝
ドア材取付専用タイプ（SCi）

G 6620 SCU
• カラー：ブリリアントホワイト
• 3ケタデジタル表示
• 予約タイマー/残時間表示
• 3Dカトラリートレイ+
• エクストラコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム6種・オプション1種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.85kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気22.9円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

価格（税抜）：365,000円

G 6824 SCU
• カラー：ブリリアントホワイト
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
斜め操作パネル
• 3Dカトラリートレイ+
• マキシコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム11種・オプション4種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.75kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気20.2円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• ブリリアントライト
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 6620 SCi
• カラー：ブリリアントホワイト
• 3ケタデジタル表示
• 予約タイマー/残時間表示
• 3Dカトラリートレイ+
• エクストラコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム6種・オプション1種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.85kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気22.9円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 6620 SCi
• カラー：クリーンスチール
• 3ケタデジタル表示
• 予約タイマー/残時間表示
• 3Dカトラリートレイ+
• エクストラコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム6種・オプション1種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.85kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気22.9円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 6722 SCi
• カラー：ブリリアントホワイト
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• 3Dカトラリートレイ+
• エクストラコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.85kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気22.9円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

価格（税抜）：310,000円

価格（税抜）：340,000円

価格（税抜）：365,000円

価格（税抜）：408,000円
Dishwashers from Miele

価格（税抜）：310,000円

G 6722 SCU
• カラー：ブリリアントホワイト
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• 3Dカトラリートレイ+
• エクストラコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.85kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気22.9円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW
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ミーレ食器洗い機一覧

幅60㎝
ドア材取付専用タイプ（SCi）

幅60㎝
ドア材取付専用タイプ（SCi）

幅60㎝
オールドア材取付専用タイプ（SCVi）

G 6722 SCi
• カラー：クリーンスチール
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• 3Dカトラリートレイ+
• エクストラコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.85kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気22.9円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 6824 SCi
• カラー：ブリリアントホワイト
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• 斜め操作パネル
• 3Dカトラリートレイ+
• マキシコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム11種・オプション4種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.75kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気20.2円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• ブリリアントライト
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）42dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 6824 SCi
• カラー：クリーンスチール
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
斜め操作パネル
• 3Dカトラリートレイ+
• マキシコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム11種・オプション4種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.75kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気20.2円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• ブリリアントライト
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）42dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 6924 SCi
• カラー：クリーンスチール
• 5行TFT液晶（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
斜め操作パネル
• 3Dカトラリートレイ+
• マキシコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム13種・オプション6種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.75kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気20.2円(5
• オートオープン/オートクローズ
• エコフィードバック
• ブリリアントライト
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）42dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 6762 SCVi
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• 3Dカトラリートレイ+
• エクストラコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.85kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気22.9円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

価格（税抜）：365,000円

価格（税抜）：395,000円

価格（税抜）：408,000円

価格（税抜）：438,000円

価格（税抜）：570,000円

価格（税抜）：405,000円
Dishwashers from Miele

G 6722 SCi
• カラー：ハバナブラウン
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• 3Dカトラリートレイ+
• エクストラコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.85kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気22.9円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）44dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW
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幅60㎝
幅45㎝
オールドア材取付専用タイプ（SCVi） 標準ドア装備タイプ（SCU）

幅45㎝
ドア材取付専用タイプ（SCi）

G 4720 SCU
• カラー：ブリリアントホワイト
• 3ケタデジタル表示
• 予約タイマー/残時間表示
• カトラリートレイ
• フレックスアシスト
• 洗浄容量：7人分・51点(1/9人分(2
• 洗浄プログラム6種・オプション1種
• 標準使用水量/消費電力：8.7L/0.86kWh(3
• 目安コスト：水道2.19円(4/電気23.2円(5
• コンフォートクローズ
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）46dB
• 外形寸法：W448×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 4820 SCU
• カラー：ブリリアントホワイト
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• カトラリートレイ
• フレックスアシスト/コンフォートインサート/
ボトルホルダー
• 洗浄容量：7人分・51点(1/9人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：8.7L/0.71kWh(3
• 目安コスト：水道2.19円(4/電気19.1円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）46dB
• 外形寸法：W448×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

価格（税抜）：650,000円

価格（税抜）：298,000円

価格（税抜）：325,000円

G 4720 SCi
• カラー：ブリリアントホワイト
• 3ケタデジタル表示
• 予約タイマー/残時間表示
• カトラリートレイ
• フレックスアシスト
• 洗浄容量：7人分・51点(1/9人分(2
• 洗浄プログラム6種・オプション1種
• 標準使用水量/消費電力：8.7L/0.86kWh(3
• 目安コスト：水道2.19円(4/電気23.2円(5
• コンフォートクローズ
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）46dB
• 外形寸法：W448×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 4720 SCi
• カラー：クリーンスチール
• 3ケタデジタル表示
• 予約タイマー/残時間表示
• カトラリートレイ
• フレックスアシスト
• 洗浄容量：7人分・51点(1/9人分(2
• 洗浄プログラム6種・オプション1種
• 標準使用水量/消費電力：8.7L/0.86kWh(3
• 目安コスト：水道2.19円(4/電気23.2円(5
• コンフォートクローズ
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）46dB
• 外形寸法：W448×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 4820 SCi
• カラー：ブリリアントホワイト
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• カトラリートレイ
• フレックスアシスト/コンフォートインサート/
ボトルホルダー
• 洗浄容量：7人分・51点(1/9人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：8.7L/0.71kWh(3
• 目安コスト：水道2.19円(4/電気19.1円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）46dB
• 外形寸法：W448×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

価格（税抜）：298,000円

価格（税抜）：328,000円

価格（税抜）：325,000円

Dishwashers from Miele

G 6994 SCVi K2O
• 2行テキスト（日本語）表示/Knock2Open
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• タッチオンメタル/タイムコントロール
• 3Dカトラリートレイ+
• マキシコンフォート/フレックスアシスト/
フレックスケアグラスホルダー
• 洗浄容量：12人分・84点(1/14人分(2
• 洗浄プログラム13種・オプション6種
• 標準使用水量/消費電力：9.7L/0.75kWh(3
• 目安コスト：水道2.44円(4/電気20.2円(5
• オートオープン/オートクローズ
• エコフィードバック
• ブリリアントライト
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）42dB
• 外形寸法：W598×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW
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幅45㎝
ドア材取付専用タイプ（SCi）

幅45㎝
オールドア材取付専用タイプ（SCVi）

G 4820 SCi
• カラー：クリーンスチール
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• カトラリートレイ
• フレックスアシスト/コンフォートインサート/
ボトルホルダー
• 洗浄容量：7人分・51点(1/9人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：8.7L/0.71kWh(3
• 目安コスト：水道2.19円(4/電気19.1円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）46dB
• 外形寸法：W448×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

G 4880 SCVi
• 1行テキスト（日本語）表示
• ECOスタート付予約タイマー/残時間表示
• カトラリートレイ
• フレックスアシスト/コンフォートインサート/
ボトルホルダー
• 洗浄容量：7人分・51点(1/9人分(2
• 洗浄プログラム9種・オプション2種
• 標準使用水量/消費電力：8.7L/0.71kWh(3
• 目安コスト：水道2.19円(4/電気19.1円(5
• オートオープン/コンフォートクローズ
• エコフィードバック
• 運転音(IEC60704-2-3に基づく）46dB
• 外形寸法：W448×D570×H805-870㎜
• 定格電圧：単相200V（50/60Hz）
定格消費電力：2.0kW

価格（税抜）：355,000円

価格（税抜）：365,000円

(1 : 日本電機工業会（JEMA）、食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は、次の通りとする。
基本4点（大皿、茶碗、汁椀、湯呑み）+2点（中鉢、中皿）；小物（箸、スプーン、ナイフ、フォーク）。
追加点数は、次の通りとする。
[幅60㎝]合計12点（小皿）。[幅45㎝]6点（湯呑み）+3点（中皿）の合計9点。
(2：国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission)。ヨーロッパでは皿類を中心とした食器での国際基準となる。
(3：ECOプログラム使用時
(4：算出基準料金：水道料金132円/㎥、下水道使用料120円/㎥（税込）＜日本電機工業会調べ＞
(5：算出基準料金：新電力料金目安単価27円/kWh（税込）＜家電公取協調べ＞

Dishwashers from Miele

ミーレ食器洗い機一覧
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オプション品
ケアコレクション（洗剤・お手入れ品）、アクセサリー
ミーレストア（オンラインショップ）でもご購入いただ
けます（ドアキットは除く）。
http://store.miele.co.jp

食器洗い機用タブレット洗剤
ウルトラタブマルチ

リンスエイド（乾燥仕上げ剤）

食器洗い機庫内洗浄剤（ディッシュクリーン）

ドア材取付専用タイプ（SCi）用
GDUドアキット（ホワイト、ハバナブラウン）

ドア材取付専用タイプ（SCi）用
GFVドアキット（ステンレス）

オールドア材取付専用タイプ（SCVi）
GFVi （ハンドル付、ステンレス）

ミーレ食洗機の洗浄性能を最大化するために洗剤メー
カーと共同開発したタブレット洗剤。低温でも頑固な
汚れを取り除きます。素早く溶けるので、洗浄時間の短
いQuickPowerWashプログラムでも理想的な洗い上が
りです。乾燥仕上げ剤も配合しており、ガラス表面の劣
化を防ぎながら輝きを与えたり、ステンレス製品の損傷
を保護する効果も。タブレットはフィルムを開けずにそ
のまま洗剤ケースにセットでき、手を汚さずに簡単で
す。1回につき1個使用します。

食器洗い機専用の乾燥仕上げ剤。食器洗い機で洗浄し
た後の食器の乾燥仕上げを促進させ、グラスや食器を
ピカピカに美しく仕上げます。

油や湯あか、カルキを取り除き、ドアパッキンを柔軟に
保ち、しっかり閉まる状態を長持ちさせる専用洗浄剤。
定期的に使用することで食器洗い機の製品寿命を延ば
し高い洗浄効果を導きます。年に4〜5回のご使用をお
すすめします。

お好みの化粧パネル（厚み1〜4mm）に交換可能。
G6000シリーズ（60cm幅）対応
• 品番：GDU60/60-1BW (ブリリアントホワイト）
• 品番：GDU60/60-1HVBR （ハバナブラウン）

化粧パネルは取り付けできません。

ハンドル付のオールドア材。

G6000シリーズ（60cm幅対応）
• 品番：GFV 60/60-1CLST （ステンレス）

対応機種：G 6762 SCVi
• 品番：GFVi 613/72-1 CLST（ステンレス）
※G 6994 SCViには対応しておりません。

G4000シリーズ（45cm幅）対応
• 品番：GDU45/60 -1BW （※ホワイトのみ）

G4000シリーズ(45cm幅）対応
• 品番：GFV 45/60-1CLST （ステンレス）

• 価格（税抜）：25,000円（3品番すべて）

• 価格（税抜）：37,000円（2品番とも）

◎内容量：500 mL
◎対応機種：ミーレ食器洗い機全機種
◎価格（税抜）：2,300円
※乾燥仕上げ剤は洗剤ではありません。ご使用の際に
は必ず食器洗い機用洗剤と併用してください。

◎内容量：160g （1回分）
◎対応機種：ミーレ食器洗い機全機種
◎価格（税抜）：1,500円

• 価格（税抜）：50,000円

◎内容量:60個（20個入り×3箱）
◎対応機種：ミーレ食器洗い機全機種
◎価格（税抜）3,400円

庫内洗浄剤（インテンスクリーン）

ディスケーラー（カルキ除去剤）

ボトルホルダー
GF

庫内の油分や、ひどい汚れなどを強力に除去し、機械
の性能を保ちます。1回につき1本仕様。年に1〜3回の
ご使用をおすすめします。

庫内についたカルキを強力に洗浄し、機械の性能を保
ちます。1回1本、年に1〜3回の使用をおすすめします。

哺乳瓶など深いボトルの洗浄に便利なホルダー。下段
バスケット取付専用。

◎内容量:250g（1回分）
◎対応機種：ミーレ食器洗い機全機種
◎価格（税抜）：1,200円

◎対応機種：ミーレ食器洗い機全機種
◎価格（税抜）：3,500円

◎内容量：200g
◎対応機種：ミーレ食器洗い機全機種
◎価格（税抜）：1,500円

※ミーレ洗濯機、洗濯乾燥機にも使用できます。

Dishwashers from Miele

※ミーレ洗濯機、洗濯乾燥機にも使用できます。
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* 価格や仕様は改良などのため、予告なく変更することがありま
す。
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環境保護責任
すべての企業活動を通してできることを

ミーレでは環境保護責任は120年近くに渡ってしっかりと継承されてきました。自然環境は私たち
が守るべき自らの存在の基盤となるものです。
「Immer besser - 常により良いものを」という企業
理念に忠実であるために、私たちは環境や自然資源への負荷を低減すべく取り組んでいます。そ
のためにまず、無駄のない製造工程につながり、また長い製品寿命を全うした後においても環境
負荷の少ないリサイクル可能な素材選びからスタートします。
私たちの環境哲学により、ミーレの効率性の高い製品は優れた性能と低い消費水量や電力量を
確固たるものとして、業界の基準を打ち立てるという結果につながっています。

ミーレ食器洗い機のエネルギーレーベル
（ヨーロッパ規格）
ヨーロッパで一般的な「エネルギーレーベル」
は性能や消費データを明示しています。食器
洗い機のデータには待機電力を含めた年間の
エネルギー消費量と使用水量が含まれていま
す。
• 最上位のエネルギー効率は、A+++ クラス
で、最上位の乾燥性能はAクラスです。
• 41 dB(A) の運転音（ヨーロッパ仕様）で、ミ
ーレ食器洗い機はヨーロッパ市場で、一番
低騒音の食器洗い機です。

給湯接続*
ミーレ食器洗い機は最高60℃のお湯に給湯
接続できます。ジェントルプログラムでは電力
を最大で50％削減し、運転時間は最大で10
％短くなります。ECOプログラムでは、消費電
力を最小で0.45kWhまで減らします（機種に
より数値は異なります）。

- 50%
%

0.45 kWh

Dishwashers from Miele

0.9 kWh
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* 給湯接続される場合は、スイッチオンと同時に設定温度のお湯を供給する「即出湯型」給湯装置を接続し、45〜60℃の温度帯を調節
できることをご確認ください。それ以外の場合は、給水接続をおすすめします。
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20年の使用に相当する
テストを実施*
ミーレ食器洗い機の品質テスト

ミーレは品質を非常に重要視しています。そのため製造や使用する原材料には特に厳しい要求を
設けています。ミーレ食器洗い機はすべて、20年間の使用に相当するテストを受けています*。
性能試験
性能試験では、洗浄と乾燥の仕上がりに加えて、プログラムごとの音量や消費量の測定もミーレ
の高い品質に照らして行われています。

バスケットの荷重試験
現実的な試験条件にするため、バスケットへ
の荷重は3Dカトラリートレイに3kg、上段バス
ケットに10kg、下段バスケットに20kgという重
さに設定しています。このように非常に大きな
荷重がかけられた状態で、バスケットの自動出
し入れを10万回行います。

ドアの耐久試験
製品を長くご使用いただく中で特に大きな負
担がかかるのが食器洗い機のドアです。この
負担をシミュレーションするために、専用の装
置を使用して食器洗い機ドアの自動開閉を10
万回行います。

Dishwashers from Miele

カトラリーバスケットの衝撃試験
衝撃試験を行うことで、カトラリーバスケット
が毎日の使用に伴う負担に耐えられることが
確かめられます。衝撃試験では、テスト用カト
ラリー（1セット4本ずつを14セット）を載せた
カトラリーバスケットを1メートルの高さから硬
い表面上に落下させています。
（日本仕様には
カトラリーバスケット搭載機種は含まれており
ません）
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*プログラム運転7,500回分に相当
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アフターサービス
お客様のご要望に素早く応える
パートナー

ミーレの製品は、お買い上げいただいたお客様に、優れた品質と20年
の使用を想定した耐久性をお約束しています。ご使用中、万が一プロの
サポートがご必要な場合は、ミーレ カスタマーサービス部門のスタッフ
が、素早く的確に対応いたします。ミーレでは、お客様調査の結果をも
とにサービスの定期的な見直しを実施しており、サービス内容の充実度
は第三者機関からも高く評価されています。

Dishwashers from Miele

ミーレが考えるパーフェクトなサービスは、技術的な問題に対する専門
的なお手伝いだけにはとどまりません。製品の設置はもちろん、ご使用
中に発生するあらゆる問題で、ミーレはお客様をサポートいたします。
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ミーレ・ジャパン株式会社
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-24-12
オリックス目黒ビル4F
Tel. 03-5740-0030（代）
Fax. 03-5740-0035
www.miele.co.jp

ミーレ・コンタクトセンター
（お客様コールセンター）
・固定電話のお客様
Tel. 0120-310-647（フリーダイヤル）
・携帯・PHSのお客様
Tel. 0570-096-300（ナビダイヤル）
受付時間：月〜金9:00〜17:30
（土日祝日を除く）
E-mail: info@miele.co.jp
ミーレストア（公式オンラインショップ）
https://store.miele.co.jp

YouTubeチャンネル
Youtube.com/MieleJapanCorp

ミーレ･センター目黒
東京都目黒区目黒2-10-11目黒山手プレイス
Tel. 0120-310-793（通話無料）
営業時間：11:00〜18:00
定休日：毎週水曜（祝日にあたる場合は営業
し、翌日休業）、臨時休業有り
※電話予約優先
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