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●このたびは beko 全自動洗濯機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みになり、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、お使いになる人がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●この製品を他の人に譲渡されるときは、取扱説明書と据付説明書をいっしょにお渡しください。

安全上のご注意
●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

警告
注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を
示します。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり ＊物的損害の発生が想定される
内容を示します。

＊物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例
禁止
（してはいけないこと）
を示します。

強制
（必ずすること）
を示します。

警告
電源コードやプラグについて
次のことを必ず守る

次のことはしない

（火災や感電の原因になります）
●電源は単相３線 200V

（火災や感電の原因になります）

20A 以上のコンセン

●電源プラグを洗濯機の背面で押し付けない。

トを単独で 50Hz 地域で使用する。

●電源プラグやコードが傷んだり、
コンセントの

●お手入れをする際は必ず電源プラグを抜く。

差し込みが緩いときは使用しない。

●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着

●電源コードを傷つけたり、
破損したり、
加工し

している場合は、
電源プラグを抜き、
乾拭きする。
●電源コードを抜くときはコードを引っ張らずに

たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ
たり、束ねたりしない。また、重いものを載せ

電源プラグを持って抜く。

たり高温部に近づけない。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

●使用しないときは必ず電源プラグをコンセント

●延長コードやソケットを使用しない。

から抜く。

異常・故障について

（火災・感電の原因になります。
）
絶対に分解したり、修理・改造はしない。電源コードが破損した場合は、自分でコードの交換をし
ない。危険防止のためコードの交換は弊社または同等の有資格者によって行わなければなりませ
ん。
製品の異常時や故障のときは、
電源プラグを抜き販売店へ連絡する。
都市ガスなどのガス漏れがあったときには、洗濯機やコンセントには手を触れず、窓を開けて換
気する。
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警告
スプレーを近くで使わない。
（火災の原因にな
ります。
）
●本製品を業務用に使用しない。
（火災や故障の原因になります。
）
●本体やドアに載ったり、
体重をかけない。
（本体が倒れたり、ドアが落ちてけがをするこ
とがあります。
）
●防水性のシートや衣類は洗濯しない。
（雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、スキーウェア、
ウェットスーツ、
おむつカバーなど）
（激しい振動、本体や洗濯物の損傷、水漏れの原
因になります。
）
●カーペットなどの敷物・布団・枕・クッショ
ン・靴を洗濯しない。
（脱水中に異常振動して、
本体の故障や周囲の損傷の原因になります。）

使用について
次のことはしない
●子供を洗濯槽に入らせない。（ドラム内に閉じ
込められて窒息したり、やけど、感電、けが、お
ぼれるおそれがあります。
）
●本体に水を付けたり、
水をかけたりしない。
（漏電火災・感電の原因になります。
）
●子供だけで使わせたり、
幼児を近づかせない。
（やけど・感電・けがの原因になります。
）
●脱水中にドアを開けられる時はすぐに使用を
中止する。
（けがの原因になります。
）
●運転中はドアのガラス面に触れない。
（やけどの原因になります。
）
●引火物
（灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・
アルコール、アロマオイル）
が付着したり、可燃
物（ライター・マッチ等）が混入した洗濯物類
は絶対に洗濯槽に入れない。
（爆発の原因にな
ります。）
●運転中は引火物や可燃物を近づけたり、
可燃性

次のことを必ず守る
●お手入れは運転終了後 30 分以上経過してか
ら行う。
（やけどの原因になります。
）

設置について
アースコンタクト付３ピン用のコンセントを使用する。
（漏電のときに感電のおそれがあります。
）
冬季凍結のおそれのある場所には据え付けない。
（凍結による破損で水漏れの原因になります。
）
湿気の多いところや水のかかるところには据え付けない。
（火災や感電の原因になります。
）
運搬の際は専門業者に依頼する。
（けがの原因になります。
）
床が丈夫で水平なところに据え付ける。
（転倒してケガの原因になります。
）
新しい給水ホースを使用し、
古いホースを再使用しない。
（水漏れの原因になります。
）
カーペットやじゅうたんの上に設置しない。
（通気性が悪くなり、電気部品が過熱して発火の原因
になります。
）
給水ホースと排水ホースが運転中に動いて損傷しないよう、しっかりと固定する。
（水漏れの原因
になります。
）
本体に重いものをのせない。
（落ちてけがをすることがあります。
）
洗濯機の上に乾燥機をのせる場合は、
専用の金具でしっかりと固定する。
（振動で落下してけがをすることがあります。
）

注意
使用しないときは、
電源プラグをコンセン
トから抜き、
給水栓を止める。
（感電や水漏れの原因になります。
）

ドアを閉めるときは衣類を挟まない。
（水漏れ、故障、衣類の破れの原因になり
ます。
３

各部の名称
電源コード
トップパネル
洗剤ケース

コントロールパネル
排水ホース

ドア

フィルターカバー
調整脚

コントロールパネル
1

洗濯コースダイヤル

2

ディスプレー

3

4

Cottons

Lingeri

Cottons Eco
Shirts

電源ボタン

Synthetics
Daily Xpress

StainExpert

Xpress Super Short

Dark Care

Mix 40

Jeans

Woollens

Outdoor

Hand Wash

Sports

Down Wear

Gentle Care

スタート/
一時停止
ボタン

Spin+Drain

Rinse

洗濯コースランプ
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１脱水回転選択ボタン
４クイック・ウォッシュ設定ボタン

２洗濯温度選択ボタン
５オプションボタン①

６オプションボタン②

７オプションボタン③

４

３タイマーボタン

各部の名称
ディスプレー
１

２ ３

４

５

13

６

9
12

11 10

８

７

１ 設定温度
４ 運転状況表示

２ 単位（℃）
５ クイックウォッシュ表示

３ 給水なし表示
６ 残り運転時間

７ オプション①ランプ
10ドアロック表示

８ オプション②ランプ
11チャイルドロック表示

９ タイマーマーク
12オプション③ランプ

13脱水回転数表示

はじめてお使いになる前に

●最初に使用する際には、
下記の手順でドラムクリーニングを行ってください。
ドラムクリーニングを行う場合は、
洗濯槽に洗濯物を入れずに行ってください。

１洗濯槽に入っているものを全て取り出してください。
２ドアを閉め、電源プラグをコンセントに差し込み、
給水栓を全開にしてください。
３オプションボタン③を３秒間長押しして、
Drum clean を選択してください。

オプションボタン③
スタート/一時停止ボタン

４スタート / 一時停止ボタンを押してください。
ドラムクリーニングが開始します。
５ドラムクリーニングが終了したら、ドア開け前のゴム部分に付いている水分をきれいな乾いた布で拭き
取ってください。
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洗濯物の入れ方
●衣類や洗濯コースに応じた洗濯容量以上は入れないでください。洗濯物を詰め込みすぎず、ドアが楽に
閉まる程度の量にしてください。
●洗濯物の繊維の種類によって、洗濯物を分けて洗濯してください。
●衣類の洗濯マークの表示にしたがって、洗濯コースを選択してください。

洗濯機洗い
95℃

70℃

50℃

40℃

60℃

50℃

40℃

30℃

デリケート洗い
30℃

40℃

弱い洗濯

30℃

手洗い

洗濯不可

非常に弱い洗濯

漂白剤
使用可

酸素系-非塩素系可
塩素系使用不可

使用不可

●色落ちしやすいものは他のものといっしょに洗濯しないでください。
色移りすることがあります。
●糸くずの出やすいもの（タオル類や毛羽立った繊維など）と糸くずの付きやすいもの（合成繊維など）
は
いっしょに洗濯しないでください。
●洗濯物は畳んだまま入れずに、
一枚ずつ広げて入れてください。
●子供用のソックス、
ストッキングなど小さいものや金具の付いた下着類は、
小さめの洗濯ネットに入れて
洗濯してください。
●ボタンやファスナーの付いた洗濯物は、全て閉じて洗濯してください。開けたまま入れ
ると、他の洗濯物を傷めることがあります。
●ポケットの中身は全て取り出して、
裏返しにして洗濯してください。
●大きな洗濯物と小さな洗濯物を混ぜて洗濯してください。
洗浄効果がアップします。
●汚れのひどいものは、
他の洗濯物といっしょに洗濯しないでください。
●カーペットなどの敷物・布団・枕・クッション・靴、
雨ガッパ、
寝袋、
サウナスーツ、
スキーウェア、
ウェッ
トスーツ、
おむつカバーなど防水性のシートや衣類は洗濯しないでください。
異常振動の原因になります。
●ジーンズ、バスローブ、バスタオルなどのかさばるものや洗濯ネットに入れたものは、１枚だけで洗わず
他のものといっしょに洗濯してください。
異常振動の原因になります。
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洗剤・柔軟剤の入れ方
洗剤ケースを手前に引き出し、
洗剤及び柔軟剤を所定の位置に入れてください。
洗剤、柔軟剤、漂白剤の投入量は洗濯物の量を目安にメーカーラベル表示にしたがってください。
洗剤（本洗い用）
全ての洗濯コースで、
洗剤を入れます。

柔軟剤
サイフォン・ブラケットをセット
したまま、柔軟剤を入れてくだ
さい。

洗剤（予備洗い用）または漂白剤
洗剤は少量入れてください。Prewash（予備洗い）
のある洗濯コース（※）以外は洗剤を入れないで
ください。

※Prewash（予備洗い）のある洗濯コース
・Cotton
・Synthetics
・Mix 40
・Outdoor/Sports
・Dark Care/Jeans
・Stain Expert
・Shirts

●洗剤は、
「ドラム式洗濯機対応」表記のある洗剤を必ず使用してください。
洗浄温度を 40℃以上に設定している場合は、洗剤の量をメーカーラベル表示よりも少なめにしてくだ
さい。
●液体洗剤を使用する場合は、
仕切り板を引き出して、
下に倒して軽く押し込んでください。
仕切り板によ
り水が入るまで洗剤が流れないようにします。
粉末洗剤を利用する場合は仕切り板を上に上げてお使い
ください。
仕切り板

注意：・洗剤の入れすぎに注意してください。
本洗濯機は最小限の水量で洗濯する節水タイプです。
洗剤を入れすぎると、
泡立ちが多くなり、
衣類に洗剤が残ったり、
洗濯時間が長くなることがあり
ます。
・衣類の汚れが少ないときは、
洗剤を少な目に入れてください。
・タイマー運転をする場合は、
液体洗剤は入れないでください。
●柔軟剤は＞Max＜線以上は入れないでください。柔軟剤が流れにくい場合は、水を足して薄めてくださ
い。
●漂白剤の入れ方
１漂白剤を使用する場合は、①洗剤入れ（予備洗い用）に漂白剤を 50ml 入れてください。洗濯コースは
Prewash（予備洗い）
があるものを選択してください。
２洗剤と漂白剤を混ぜて使用しないでください。
（酸素系漂白剤を除く）
注：・色付きの衣類を洗濯する場合は、漂白剤を入れないでください。
・酸素系漂白剤を使用する場合は、洗濯温度を低めに設定してください。
運転前に洗剤ケースをしっかりと奥まで押し込んでください。
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使用方法
１洗濯物を入れる。

７オプションを選択する。

洗濯物を洗濯槽に入れてドアをしっかりと閉
めてください。
６ページの
「洗濯物の入れ方」
を参照してください。

12〜13 ページの「オプションの選択」を参照
してください。

８運転を開始する。

２電源プラグを差し込む。

スタート / 一時停止ボタンを押してください。
運転が開始します。

電源プラグを 200V・20A 以上の専用コンセ
ントに差し込んでください。

℃

３給水バルブを開く。
４洗剤や柔軟剤を入れる。

７ページの「洗剤・柔軟剤の入れ方」を参照し
てください。

運転状況がディスプレーに表示されます。

５電源ボタンを押す。
Lingeri

Cottons
Cottons Eco

Shirts
StainExpert
Dark Care
Jeans

Outdoor

Sports

Down Wear
Rinse

Synthetics
Daily Xpress
Xpress Super Short

Mix 40
Woollens
Hand Wash

Gentle Care
Spin+Drain

洗濯

すすぎ

脱水

終了

電源ボタンにやや長めに触れてください。

６洗濯コースを選択する。

９運転が終了する。

ダイヤルを回して、
お好みの洗濯コースに合わ
せてください。
９〜11ページの
「洗濯コースガイド」
を参照し
てください。

運転が終了すると終了のアイコン
されます。

しわ取り
サイクル

が表示

⑴ドアを開けて洗濯物を取り出してください。
但し、
高温洗浄をした場合、
庫内が冷めるま
でドアを開けることができません。
⑵電源ボタンを３秒間長押ししてください。
終了後10分間コントロールパネルを操作し
ないと自動的に電源が切れます。

注：
・洗濯コースによって、洗濯容量、洗濯温度、脱水
スピードが異なります。
洗濯物や汚れ具合にあ
った洗濯コースを選んでください。
・低い洗濯温度の洗濯コースを選んだ方が電気代
はお安くなります。
・10 分以上ダイヤルを回さなかったり、
スタート
ボタンを押さないと、
自動的に電源が OFF にな
ります。
・実際の洗濯温度は、表示温度と異なる場合があ
ります。

⑶給水バルブを閉じ、
電源プラグをコンセント
から抜いてください。
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9

3

８

3.5

1.5

3.5

2

3.5

3.5

4

3
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1

40
（Cold〜60℃）

Daily Xpress
30
Xpress Super Short
（Cold〜90℃）
（簡易洗い）

40
（Cold〜40℃）

40
Woollens/Hand Wash
（ウール / 手洗い） （Cold〜40℃）

40
Gentle Care
（ニット / メリヤス） （Cold〜40℃）

40
Down Wear
（洗濯可能な羽毛類） （Cold〜60℃）

40
（Cold〜40℃）

40
（Cold〜40℃）

60
（30℃〜60℃）

60
（Cold〜60℃）

60
（20℃〜90℃）

30
（Cold〜30℃）

Synthetics
（化繊）

Outdoor/Sports
（スポーツウェア）

Dark Care/Jeans
（濃色・ジーンズ）

Stain Expert
（しみ汚れ）

Shirts
（シャツ類）

Hygiene+
（強力洗い）

Lingerie
（ランジェリー）

なし
72

0

68

110

59

85

83

52

84

52

52

71

66

63

56

92

0：12
0：18

1200
（NS〜1400）
1200
（RH/NS〜1400）
600

1：09

3：28

2：53

2：57

2：29

1：19

1：41

1：20

1：07

2：06

600
（NS〜600）

1200
（RH/NS〜1400）

800
（RH/NS〜800）

1200
（RH/NS〜1400）

1200
（RH/NS〜1200）

1200
（RH/NS〜1200）

1000
（RH/NS〜1000）

800
（RH/NS〜800）

1200
（RH/NS〜1200）

800
（RH/NS〜800）

0：28

2：05

1200
（RH/NS〜1200）
600
（RH/NS〜1400）

3：49

2：18

1400
（RH/NS〜1400）

1400
（RH/NS〜1400）

運転時間
※１

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Prewash Night Mode
予備洗い 夜モード

●キャンセル不可

●キャンセル不可

●

●キャンセル不可

●

●

●

●

●

●

Extra Rinse
追加すすぎ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Anti-Creasing+ Quick Wash
しわ付防止
（スピード洗い）

オプション選択

※１使用水量や実際の運転時間は水圧、洗濯温度、周囲温度、洗濯量、オプションの選択、脱水回転により変化します。
※２RH は RinseHold（すすぎで停止）、NS は NO SPIN（脱水なし）を表します。

70

8

Rinse
（すすぎ）

Drum Cleaning
（洗濯槽洗浄）

8

Spin+Drain
（排水 + 脱水）

Cold

8

60
（Cold〜60℃）

Cottons Eco
（木綿製品）

Mix 40
（混紡）

8

40
（Cold〜90℃）

Cottons
（木綿製品）

洗濯コース

脱水回転
使用水量
洗濯温度（℃）
（RPM）
※２
洗濯容量
（リットル）
初期値
初期値
（kg）
※１
（選択可能値）
（選択可能値）

洗濯コースガイド

洗濯コースガイド
Cottons eco（丈夫な綿製品、普通の汚れ）
運転時間は長くなりますが、
水道代を節約するコースとなっています。投入される洗濯物が少ない場合
（洗
濯容量の半分以下）
、
運転時間が自動的に短くなることがあります。

Cottons（丈夫な綿製品〈シーツ、
枕カバー、
タオル、
バスタオル、
下着など〉
）
普通の汚れの場合にオプションの Quick Wash ボタンを選択してください。ひどい汚れの場合には、
Quick Wash ボタンを押さずに運転してください。

Synthetics（合成繊維〈Y シャツ、
ブラウス、
混合繊維など〉
）
普通の汚れの場合にオプションの Quick Wash ボタンを選択してください。ひどい汚れの場合には、
Quick Wash ボタンを押さないでください。

Woollens/Hand Wash（ウール製品や傷みやすいもの）
衣類の洗濯マークに記載されている洗濯温度以下の温度設定を選択してください。この洗濯サイクルは、
衣類にやさしい洗い方をします。
２kg 以下の傷みやすいカーテンもこの洗濯コースを選択してください。
白いカーテンをより白く仕上げたい場合は、
粉末洗剤を使用してください。

Hygiene+（高温かつ長時間運転でしっかり洗いたいもの〈乳児の衣類、シーツ、下着など〉）
長めの高温洗いと長めのすすぎ洗いで、洗濯物の汚れをしっかり洗い落します。

Dark Care/Jeans（色の濃い洗濯物やジーンズなど）
低めの洗濯温度で効率的に洗い上げます。色の濃い洗濯物を洗う場合は、液体洗剤を使用してください。ウ
ールを含んだ傷みやすい洗濯物はこのサイクルでは洗わないでください。

Outdoor/Sports（綿製品や綿混合製品のスポーツウェアやアウトドアウェアなど）
特別なドラム回転により、洗濯物をやさしく洗います。

Spin+Drain（排水・脱水）
洗濯機内の水を排水したい場合に、使用してください。

Rinse
（すすぎ）
すすぎのみしたい場合や洗濯のりを使用したい場合に使用してください。

Shirts
（綿、化繊、混紡のシャツ類全般）
シワを少なくします。さらに衣類が長持ちします。
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洗濯コースガイド
Mix 40
（綿製品及び化繊）
線製品や化繊の衣類をいっしょに洗うことができます。

Gentle Care（ニット製品やメリヤス製品）
衣類にもっともやさしい洗い方をします。色物の洗濯物は、洗濯温度 20℃または Cold Wash を選択して
ください。

Daily Xpress/Xpress Super Short（軽い汚れの短時間洗濯）
軽い汚れの洗濯物のスピード洗濯に適しております。オプションの Quick Wash を選択すると、運転時
間が約 14 分短くなります。

StainExpert（しみ汚れのある洗濯物）
異なるタイプのしみに対してもっとも効果的なしみとりプログラムで運転します。長めの高温洗いと長め
のすすぎ洗いで、
洗濯物の汚れをしっかり洗濯します。
但し、
色落ちしない洗濯物のみ選択可能です。
デリケ
ートなものや色移りしやすいものはこのコースでは洗わないでください。洗濯前に洗濯物の洗濯マークを
確認してください。高温かつ長時間の洗濯が可能な綿のシャツ・ズボン・T シャツ・乳児着・パジャマ・
エプロン・テーブルクロス・シーツ・枕カバー・バスタオル・タオル・靴下・綿の下着などの洗濯に適し
ています。24 種類のしみを３グループに分けた下記の表でオプションの Quick Wash を選択方法を確
認してください。
それぞれのグループで、
すすぎ一時停止の時間、
洗濯回転、
洗濯時間とすすぎの時間が異な
ります。

Quick Wash

しみの種類

選択しない

汗、
襟汚れ、
食べこぼし一般、
マヨネーズ、
ドレッシング、
化粧品、
機械油、
ベビーフード

１回押す

血液、
チョコレート、
プリン、
草、
泥、
卵、
バター、
カレー

２回押す

紅茶、
コーヒー、
ジュース、
ケチャップ、
赤ワイン、
でんぷん、
ジャム、
炭

Down Wear（洗濯可能な羽毛入りコート、
ベスト、
ジャケット）
特別な回転により、
羽毛間の空気層に水がいきわたります。

Lingerie（ランジェリー）
手洗いが適している洗濯物やデリケートな女性用の下着の場合は、
このコースを選択してください。
洗濯ネ
ットには洗濯物を少量入れてください。
フックやボタン、ジッパーは閉じて洗濯してください。
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オプションの選択
オプションは洗濯コースによって選択できるものとできないものがあります。
９ページの洗濯コースガイ
ドで確認してください。
選択できないオプションボタンを選んだ場合には、
ランプは点灯せず、
アラーム音
が鳴ります。また、
洗濯コースによって、
強制的にオプションを選択するものがあります。
この場合は、
オプ
ションをキャンセルすることはできません。
参考：運転開始後しばらくは、
オプションを変更したり、キャンセルすることができます。
●オプションボタンを１回押す
（長押ししない）

Night Mode（静音設定）

Extra Rinse（追加すすぎ）

夜に洗濯するなど、
運転音を抑えたい場合に、オプ
ションボタン①を１回押してください。
脱水運転を
行わず、
すすぎ運転までで洗濯槽に水が残った状態
で一時停止します。
ディズプレーに中断中のアイコ
ンが表示され、
スタート / 一時停止ランプが点滅し
ま す 。脱 水 す る 場 合 は 、洗 濯 コ ー ス ダ イ ヤ ル を
Spin+Drain（排水・脱水）に合わせて、スタート /
一時停止ボタンを押して脱水してください。
長押し
はしないでください。

設定されたすすぎの後にすすぎをもう１回追加し
ます。
洗剤残りが気になる場合や洗剤アレルギーを
お持ちの方におすすめの機能です。
オプションボタ
ン②を１回押してください。
オプションボタン②の
上のランプが点灯します。
長押しはしないでくださ
い。

オプションボタン②

中断中のアイコン
オプションボタン①

●オプションボタンを長押しする
（３秒間）

Drum Clean（ドラムクリーン）

Anti-Creasing+
（しわ付防止）

このサイクルはお手入れのサイクルです。
このコー
スを運転する場合は、
ドラム洗濯機用の洗濯機槽ク
リーナーを本洗い洗剤入れ
（洗剤ケース左）
の MAX
線までと予備洗い洗剤入れ（洗剤ケース右）にいっ
ぱいにいれてください。洗濯槽には何も入れずに
オプションボタン③を３秒間長押ししてください。
運転終了後は、
ドアを開けて洗濯槽を乾かしてくだ
さい。ドラムクリーンは１〜２ヶ月に１回程度を
目安に行ってください。

しわ付を抑えるために、
洗濯終了後、
最長８時間まで
洗濯槽が回転し続けます。
設定する場合は、
オプショ
ンボタン①を３秒間長押してください。
しわ付防止
運転中はいつでも運転を止めて、
洗濯物を取り出す
ことができます。
洗濯物を取り出す場合は、
スタート /
一時停止ボタンを押して運転を止めてください。
運転をキャンセルするまでランプは点灯し続けます。
引き続き運転したい場合は、
ドアを閉めてスタート /
一時停止ボタンを押してください。
洗濯槽の回転が
再開します。終了する場合は、電源ボタンを押して
ください。
電源ボタン
スタート/一時停止ボタン

オプションボタン③

オプションボタン①
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洗濯温度設定
洗濯コースを選択すると、おすすめの洗濯温度が表示されます。洗濯温度を変更したい場合は、洗濯温度設
定ボタンを押してご希望の温度に設定してください。
ボタンを押すごとに表示温度から徐々に下がり、
cold
のあとは選択可能な最高温度になります。
洗濯コースによって、
選択可能な洗濯温度は異なります。
９ページの洗濯コースガイドをご参照ください。
℃

洗濯温度表示

脱水回転設定
洗濯コースを選択すると、
おすすめの脱水回転数が表示されます。
脱水回転数を変更したい場合は脱水回転
設定ボタンを押してご希望の脱水回転数に設定してください。ボタンを押すごとに表示された脱水回転数
から徐々に下がり、選択可能な最高脱水回転数になります。洗濯コースによって、選択可能な脱水回転数は
異なります。９ページの洗濯コースガイドをご参照ください。
℃

脱水回転数表示
（RPM）

No Spin（脱水なし）
：脱水せずに洗濯コースを終了したい場合は、この機能を選択してください。
Rinse Hold
（すすぎで停止）
洗濯が終了してもすぐに洗濯物を取り出すことができないと、
衣類にシワが寄りやすくなりなす。
このよう
な場合にすすぎで停止を選択すると、
すすぎ水を排水せずに一時停止の状態にして、
シワがつきにくくしま
す。脱水せずに排水のみしたい場合は、スタート / 一時停止ボタンを押してください。運転が再開して水を
排水して終了します。脱水を行いたい場合は、ご希望の脱水回転数に設定し、スタート / 一時停止ボタンを
押してください。
運転が再開して排水・脱水して終了します。

Quick Wash（クイックウォッシュ）
運転時間を短くしたい場合にはクイックウォッシュ設定をして短くすることができます。洗濯コースによ
っては 50% 以上短くすることができます。
℃

軽い汚れや普通の汚れの洗濯物の場合は、クイックウォッシュ機能を使用することができます。
クイックウォッシュボタンを１回押すと、ある程度の時間短縮となります。
クイックウォッシュボタンをもう１回押すと、最低時間での運転設定に変わります。
汚れの激しい洗濯物の場合は、クイックウォッシュ機能は使用しないでください。
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タイマー運転（終了時刻の設定）
End Time function（タイマー運転）
洗濯終了時間を最長 24 時間後まで設定することができます。
タイマーボタンを押すと、洗濯終了時間が表示されます。終了時間を設定すると、タイマーマークが点灯し
ます。タイマー設定をする場合は、
液体洗剤は使用できません。
ドアロック表示

タイマーボタン

℃

℃

タイマーマーク

⑴お好みの洗濯コースを選択し、
必要に応じて洗濯温度や脱水スピードを変更してください。
お好みのオプションがあれば選択してください。
⑵タイマーボタンを押して洗濯終了時間（〜時間後）を選択してください。タイマーマークが点灯します。
⑶スタート / 一時停止ボタンを押してください。
タイマーのカウントダウンがスタートします。
タイマーマークが点滅してドアがロックされます。設定された終了時間後に運転が終了します。
注：ドアを開けたままスタート / 一時停止ボタンを押すと、タイマーマークとスタート / 一時停止ランプ
が点滅し、10 秒後にスタンバイモードに入ります。

タイマー運転設定中に洗濯物を追加したい場合
⑴スタート / 一時停止ボタンを押してください。
⑵ドアロックが解除され、
ディスプレーのドアロック表示が消えます。
⑶ドアを開けて洗濯物を追加し、
ドアを閉めてください。
⑷スタート / 一時停止ボタンを押してください。

℃

タイマー運転をキャンセルしたい場合
⑴電源ボタンを３秒間長押ししてください。

℃
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その他の機能
Child lock（チャイルドロック）
小さなお子様が誤って設定を変えてしまったりすることを防ぐために、チャイルドロックの設定をするこ
とができます。但し、
電源ボタンはロックされません。

℃

チャイルドロック表示

オプションボタン②

●チャイルドロックの設定と解除
オプションボタン②を３秒間長押ししてください。
ディスプレーに３、
２、
１とカウントダウン表示され、
ディスプレーにチャイルドロックのアイコンが表示されます。解除する場合も同様にオプションボタン
②を３秒間長押ししてください。
ディスプレーに３、
２、
１とカウントダウン表示され、
チャイルドロック
のアイコンが消えます。

お知らせブザーの音量調整方法

洗濯終了お知らせブザー音の大きさは、
下記の方法で調整することができます。
⑴ オプションボタン②とオプションボタン③を同時に３秒間長押ししてください。
⑵ ディスプレーに３、
２、
１とカウントダウンされます。
⑶ この操作を行うことで、
音量を交互に大きくしたり、
小さくしたりすることができます。
ピピッ

ピピッ

bib

bib

℃

オプションボタン③

℃

オプションボタン②
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運転中の追加・キャンセル方法
運転中の洗濯物の追加

運転状況表示

℃

ドアロック表示
スタート/一時停止ランプ
スタート/一時停止ボタン

⑴運転中にスタート / 一時停止ボタンを押して、
運転を一時停止させてください。
⑵スタート / 一時停止ランプとディスプレーの運転状況表示が点滅します。
⑶ドラム内の水量が少ない場合はディスプレーのドアロック表示が消え、ドアロックが解除されま
すので、
ドアを開けて洗濯物を追加してください。
⑷ドアを閉め、再度スタート / 一時停止ボタンを押してください。運転が再開します。
⑸ドラム内の水位が高い場合やドラム内のお湯の温度が 50℃以上の場合は、
ドアロックが解除され
ません。洗濯コースダイヤルを Spin+Drain（排水・脱水）に合わせて、スタート / 一時停止ボタン
を再度押して、運転が終了し、ドアロックが解除されてからドアを開けてください。
運転時のキャンセル方法
電源ボタン
℃

⑴電源ボタンを 3 秒間長押ししてください。
⑵ディスプレーに３・２・１とカウントダウン表示され、
運転がキャンセルされます。
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お手入れの方法
●ドラムクリーニング
（ドラムクリーニングを行う場合は、
洗濯槽には何も入れずに行ってください。
）
１洗濯槽に入っているものを全て取り出してください。
２ドアを閉め、電源プラグをコンセントに差し込み、給水栓を全開にしてください。
３オプションボタン③を長押しして、
Drum Clean を選択してください。

オプションボタン③

４スタート / 一時停止ボタンを押してください。
ドラムクリーニングが開始します。
５ドラムクリーニングが終了したら、
ドアを開け、
前のゴム部分についている水分をきれいな乾いた布で拭
き取ってください。
ドラムクリーニングは 2 ヶ月に１回を目安に行ってください。
●洗剤ケースのお手入れ
洗剤ケースは４〜５回の使用ごとに１回程度、下記の手順でお手入れしてください。

サイフォンブラケット

１柔軟剤入れのサイフォンブラケット上の
マークを押しながら洗剤ケースを引っ張って外してく
ださい。
２サイフォンブラケットの奥側を持ち上げて外してください。

３洗剤ケースとサイフォンブラケットをよく洗い、
落ちにくい場合は、
歯ブラシで軽くこすってしっかりと
洗剤などの汚れを取り除いてください。
４サイフォンブラケットを洗剤ケースに戻し、洗剤ケースを元のように本体のレールに合わせて差し込ん
でください。

●本体のお手入れ
１本体外側表面は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れが取れない場合は、中性洗剤をつけて落とし、
乾いた布で拭き取ってください。
２コントールパネルは固く絞った柔らかい布で拭いてください。洗剤などは使用しないでください。
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お手入れの方法
●ドラム内部のお手入れ
１ご使用後は洗濯槽の中に異物などが残っていないか毎回確認してください。
金属の異物があると、
ドラム
のステンレスを傷め、
キズやサビの原因となります。
２ゴムパッキンの下側の穴が異物で詰まっている場合は、
爪楊枝で取り除いてください。

●排水ポンプフィルターのお手入れ
• この洗濯機には排水ポンプフィルターが備えられており、ボタンや小銭、糸くずなどの固形物が排水
ポンプの回転羽を傷めるのを防ぎます。
• 排水ポンプフィルターに異物が詰まると、故障や異常音の原因となります。３ヶ月に１回を目安に排水
ポンプフィルターのお手入れをしてください。
注意：洗濯槽の水は最高 90℃になります。
本体が十分に冷めてから、
排水ポンプフィルターのお手入れを
してください。
１電源プラグをコンセントから抜いてください。
２フィルターカバーのロックのツメを右にずらしながら、カバーを開けてください。
ロック

フィルターカバー

３次の手順で水抜きをしてください。
⑴ 排水ポンプフィルターの前に大きめの受け皿を置いてください。
⑵ 水抜きチューブの先のキャップを外してから受け皿に水を排水してください。
受け皿がいっぱいにな
ったら、キャップを一旦押し込み、受け皿を空にしてから再度排水してください。
完全に水が排水されなくなるまで、繰り返してください。
４排水が終わったら、排水キャップを左に回して外してください。
排水ポンプフィルター

排水キャップ
水抜きチューブ

５フィルター内の異物を取り除いてきれいにしてください。ポンプの回転羽の周囲に異物がある場合もき
れいに取り除いてください。
６水抜きチューブの先にキャップを押し込み、排水キャップを取り付けてください。
７フィルターカバーを閉めてください。
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故障かな？と思ったら
症状

原因

対策

スタート / 一時停止ボタンが押されてない

スタート / 一時停止ボタンを押してください。

ドアを閉めても運転が
洗濯物を入れすぎていてドアが完全に閉まって
開始しない
洗濯物を減らしてから再度行ってください。
いない
洗濯コースを選択でき 保護モードに入っている
ない

電源ボタンを 3 秒間長押しして電源を切って
から、再度電源ボタンを押してください。

水が残っている
（初回） 生産の検査工程で使用した水が残っている

異常ではありません。

給水されない

給水栓が閉まっている

給水栓を開いてください。

給水ホースが折れ曲がっている

給水ホースをまっすぐにしてください。

給水ホースのフィルターが詰まっている

給水ホースを外し、フィルターを清掃してくだ
さい。

ドアが閉まっていない

ドアが閉めてください。

排水ホースが詰まっていたり、曲がっている

排水ホースをまっすぐにしてください。それで
も改善されない場合は、サービスを依頼してく
ださい。

ポンプフィルターが詰まっている

排水ポンプフィルターを清掃してください。

洗濯機が水平に設置されていない

販売店に修理を依頼してください。

排水ポンプに異物が入った

排水ポンプフィルターを清掃してください。

輸送用ボルトが外されていない

輸送用ボルトを取り外してください。

洗濯量が少なすぎる

洗濯物を追加してください。

排水されない

運転音がうるさい、
振動が大きい

洗濯物のバランスを整えてく
洗濯物を入れすぎている、
洗濯物のバランスが 洗濯物を減らすか、
ださい。
悪い
洗濯機が固いものに触れている

洗濯物に触れているものを取り除いてください。

本体の後ろ側から水漏 排水ホースが詰まっていたり、曲がっている
れする

排水ホースをまっすぐにしてください。それで
も改善されない場合は、サービスを依頼してく
ださい。
排水ホースフルターを清掃してください。

ポンプフィルターが詰まっている
給水されているが洗濯
排水ホースが立ち上がっていない
槽に水がたまらない

排水管を床上 400〜1,000mm の高さに立ち
上げ排水ホースを差し込んでください。

洗濯中、洗濯槽に水が
節水タイプなので、
洗濯水が見えない
見えない

異常ではありません。

ドアが開かない

洗濯槽に一定以上の水位の水が残っているた
め、
ドアロックがかかっている

Spin+Drain に合わせて水を排水してください。

洗濯水を温めている / 脱水中である

洗濯コースが終了するまで待ってください。

気圧差によりドアが引っかかっている

ドアハンドルを握り、
ドアを押してから引いて開
けてください。

停電などで運転中に電源が切れた

フィルターカバーを開け、非常レバーを引いて
ロックを解除してください。
水圧が低いと、
給水時間が長くなり総運転時間も

水圧が低い

長くなります。
電圧が低いと、洗濯効果を補うため運転時間が
長くなります。

電圧が低い
最初に表示される運転
時間より長く運転して
水温が低い
いる

冬時など給水温度が低いと、水を温めるのに
時間がかかり、
運転時間がながくなります。

すすぎ回数かすすぎの水量が増えた

必要に応じてすすぎ回数やすすぎ水量を増やす
ことがあり、運転時間が長くなります。

洗剤に入れすぎにより泡立ちが多い

洗剤の入れすぎに注意してください。
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故障かな？と思ったら
症状
運転時間表示が減らな
い

原因

対策

給水中である

給水時間はタイマーが動きません。

加熱中である

水温が設定温度に達するまでタイマーは動きま
せん

脱水中にアンバランスが生じた

脱水中にアンバランスが生じると脱水回転を下
げ、
自動的にアンバランスを解消させます。

庫内の洗濯物がアンバランスになっている

脱水中にアンバランスが生じると脱水回転を下
げ、
自動的にアンバランスを解消させます。

脱水サイクルに入らな
い
庫内の水が完全に排水されていない
洗剤に入れすぎにより泡立ちが多い

排水ポンプフィルターや排水ホースをチェック
してください。
洗剤の入れすぎに注意してください。
適量の洗剤を入れてください。

白い洗濯物がグレーに 洗剤が十分でない
なる
洗濯が低温洗いになっている

洗濯物に合った洗濯コースを選択してください。

適量の洗剤を入れてください。
洗剤量が十分でない
洗濯物のシミがとれな
洗濯物を入れすぎている
洗濯物を減らしてから再度行ってください。
い
洗濯物が白くならない 洗濯物に合った洗濯コースが選択されていない 洗濯物に合った洗濯コースを選択してください。
漂白剤と洗剤を混ぜないでください。
漂白剤と洗剤を混ぜている
洗濯物に油汚れがでて
洗濯槽の洗浄剤が残っている
きた
洗濯物に異臭がつく

洗濯物が色落ちした

すすぎがよくない

洗濯槽の洗浄には、洗濯槽専用の洗浄剤を使用
してください。

何回も低温で短時間運転をしたため洗濯槽内に 洗濯が終わったら、洗剤ケースやドアをしばら
く開けたままにしてください。
カビなどが繁殖している
洗濯物を入れすぎている

洗濯物を減らしてください。

洗剤の保管状態がよくない

洗剤の入れもののフタをしっかりと閉めて保管
してください。

高温洗浄が選択されている

洗濯物に合った洗濯コースを選択してください。

洗剤の保管状態がよくない

洗剤の入れもののフタをしっかりと閉めて保管
してください。

洗剤を入れる場所を間違えている

予備洗いのない洗濯サイクルで予備洗い用の洗
剤入れに洗剤を入れるとすすぎサイクルの時に
洗濯槽に洗剤が入ってしまいます。正しい場所
に洗剤を入れてください。

ポンプフィルターが詰まっている

排水ポンプフィルターを清掃してください。

排水ホースが折れ曲がっている

排水ホースの状態をチェックしてください。

洗剤の入れる場所を間違えている

予備洗いのない洗濯サイクルで予備洗い用の洗
剤入れに洗剤を入れるとすすぎサイクルの時に
洗濯槽に洗剤が入ってしまいます。正しい場所
に洗剤を入れてください。

洗剤と柔軟剤が混ざった

洗剤と柔軟剤を混ぜないように注意してくださ
い。洗剤ケースを定期的にお手入れしてくださ
い。

洗剤の入れる場所を間違えている

予備洗いのない洗濯サイクルで予備洗い用の洗
剤入れに洗剤を入れるとすすぎサイクルの時に
洗濯槽に洗剤が入ってしまいます。正しい場所
に洗剤を入れてください。

洗剤と柔軟剤が混ざった

洗剤と柔軟剤を混ぜないように注意してくださ
い。洗剤ケースを定期的にお手入れしてくださ
い。

洗濯物がごわごわして
いる

洗濯物に柔軟剤の臭い
がしない
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故障かな？と思ったら
症状

原因

対策
粉末洗剤は湿らないようにふたを閉めて保管
してください。

粉末洗剤が湿っていた
水圧が低い
洗剤ケースに洗剤が残
る
洗剤ケースの汚れ・つまり

泡立ちが大きい

水圧を確認してください。
洗剤ケースをお手入れして汚れやつまりを取り
除いてください。

洗剤と柔軟剤が混ざった

洗剤と柔軟剤を混ぜないように注意してくださ
い。

洗濯用洗剤を使用していない

洗濯用の洗剤を入れてください。

洗剤量が多い

洗剤量を減らしてください。

網目の洗濯物を洗った

網目の洗濯物を洗う際は、
洗剤量を少な目にし
てください。

洗剤量が多い
洗剤ケースから泡があ
ふれ出てくる
シミ取り剤、
漂白剤などを使った

洗剤量を減らしてください。
シミ取り剤や漂白剤などを使用する場合は、
洗剤の量を少なめにしてください。

脱水が終わっても洗濯 洗剤量が多かったために泡制御機能がはたら
物がびしょびしょであ いた
る

洗剤量を減らしてください。

●停電などでドアが開かなくなった
停電などでドアが開かなくなった場合は、フィルター・カバー内の非常用レバーを引くことで手動でロッ
クを解除することができます。
注：手動でロックを解除する前に、ドラム内に水が残っていないことを確認してください。
⑴ フィルター・カバーを開けてください。

⑵

非常用ドアハンドルを引っ張り、ドアを開けてください。ドアを開けたら、非常用ドアハンドルを再度
差し込んでください。
非常用ドアハンドル

⑶

ドアが開かない場合は、再度非常用ドアハンドルを引っ張ってください。

21

製品仕様
型式

WTE8744X0

色

ホワイト

電気定格

電圧・周波数

単相 200V・50Hz

消費電力

1600W（脱水時 400W）

洗濯・脱水容量

8.0kg

標準使用水量

56 リットル

給水圧

0.1〜1.0MPa

洗濯方式

水平反転ドラム方式

脱水方式

遠心脱水方式

重量

70kg

設置方式

床置き（ビルトイン不可）

外形寸法図

590

597

20

125
590 540

840
1040

218
15
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保証書とアフターサービスについて
お買い上げいただきました Beko 洗濯機の
「保証書
（WARRANTEY CARD）は別紙にて本体に同梱しております。
アフターサービス等において重要な書類ですので本「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
●保証期間
修理を依頼させるとき

お買い上げ日から 1 年間

20 ページの「故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、直らないときは電源プラグを
コンセントから抜いてからお買い上げの販売店または弊社に修理をご依頼ください。修理は専
門の技術が必要です。
●保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従ってお買い上げの販売店また
は弊社のサービスマンが出張修理をさせていただきます。
お買い上げの販売店または弊社につぎの点をお申し出ください。
⑴お客様の住所、
お名前、電話番号
⑵洗濯機の型式
⑶故障内容
サービスマンがお伺いしましたら、
別紙の
「保証書
（WARRANTEY CARD）
」
をご提示ください。

補修用性能部品の最低保有期間
この電気洗濯機の補修用性能部品（機能を維持するために必要部品）の最低保有期間は、製造
打ち切り後６年です。
廃棄時にご注意願います
家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と
再商品化等料金をお支払いただき、
対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められ
ています。
家電リサイクル料金は、家電リサイクル券センターのホームページにてご確認ください。

愛情点検

●長年ご使用の洗濯機の点検を！
こんな症状は
ありませんか？

お客様メモ
サービスを依頼
されるときに便
利です。

お買上げ日

●電源コード、プラグが異常に熱い。
●電源コードに深いキズや変形がある。
●焦げくさい臭いがする。
●洗濯機床面にいつも水が溜っている。
●ビリビリと電気を感じる。
●その他の異常や故障がある。

年

月

販売店名

日

型式
電話（
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お願い

）

故 障 や 事故 防 止 の た め 、
電 源 プ ラグ を コ ン セ ン ト
か ら 抜 き、 必 ず お 買 い 上
げ の 販 売店 に 点 検 ・ 修 理
をご相談ください。

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町２-30-１ IKビルディング9F
TEL：
（03）5643-1331
（代） FAX：
（03）5643-1335
ホームページアドレス

http://www.jgap.co.jp

PUB.NO.16U1801

