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● 2段積み取付けキット
　KFW4178W／KＧＤ9118WA

洗濯機、乾燥機を２段積みにする場合は
右記キットが必要になります。

安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●定格15A以上の電源コンセント
に直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏
電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらさ
れる場所など湿気の多い場所に据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。
●ガス乾燥機は1年半ごとに機内、及び排気ダクトの点検をしてください。点検の際、ホコリの堆積があっ
た場合は清掃をおこなってください。

●保証書は必ずお受け取りください。購入時は必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保管してください。
●本カタログ掲載商品には、配送･設備調整･据付･アースエ事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
●取扱いを誤りますと、火災･やけどなどの原因となることがあります。
●設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。
　※なお、給排気工事を必要とする機器を設置する場合には資格が必要となります。
●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。
●商品の仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
●試運転時には必ず吸込圧力測定をお願いします。吸込圧力測定に関しては弊社までお問い合わせください。
●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・乾燥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。
●業務使用は出来ません。

●スイッチを入れても動かないときがある●作動中に途中で止まることがある
●ドアを開けてもドラムが止まらない●ガスくさい●脱水槽が止まりにくい●
水もれがする●運転中に異常な音や振動がする●本体にさわるとビリビリ電気
を感じる●据付けが傾いたり、グラグラしている●その他の異常・故障がある

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから外して、必ずお買い上げ
の販売店に点検・修理をご依頼ください。（サービスエンジニア以外の方は絶
対にキャビネットを外さないでください）

品　　　　番：KE17013
希望小売価格：12,000円（税別）2段積み取付けキット別売部品

米国ケンモア　正規輸入代理店

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 KVK日本橋浜町ビル９Ｆ
TEL.03（5643）1331　　　FAX.03（5643）1335

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-16-10 大阪岡本ビル6階
TEL.06（6125）2620（代）　FAX.06（6125）2607
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● 設置例 KFW4178W/KGD9118WA

洗濯機・乾燥機 並列置き設置（平面図）

二段積設置例（排気筒左抜きの場合） ※二段積キット（KE17013）が必要です。

密閉設置する場合

洗濯機の設置 機器最大重量120kg

ご用命は信頼と技術の当店へ

● KGD9118WA 全自動ガス衣類乾燥機仕様表
型式
色
乾燥方式
乾燥容量
電気定格　電圧・周波数
　　　　　消費電力
標準乾燥時間
ガス定格　ガス仕様
　　　　　消費量
　　　　　点火方式
材質仕上　内装（ドラム）
　　　　　外装
外形寸法　幅
　　　　　奥行
　　　　　高さ
ドア開口時最大奥行
重量
排気筒の取出し方向

備考
希望小売価格

KGD9118WA（50Hz専用モデル）
ホワイト
回転ドラム方式
8kg
単相115V・50Hz（60Hzモデルはございません）
270W
60分
都市ガス13A専用
5.9kW
自動点火（グローバー方式）
アルミメッキ鋼板
エナメル仕上鋼板
690mm
760mm
990mm
1305mm
69kg
背面及び左側面取出し可能（右側面は不可となり
ます）左側面の場合は別途費用が掛かります。
ドア交換/左右交換可（出荷時右ヒンジ）
470,000円（税別）

● KFW4178W 全自動電気衣類洗濯機仕様表
型式
色
洗濯方式
脱水方式
洗濯・脱水容量
電気定格　電圧・周波数
　　　　　消費電力
脱水スピード
標準使用水量
標準洗濯時間
給水・給湯温度
材質仕上　内装（ドラム）
　　　　　外装
外形寸法　幅
　　　　　奥行
　　　　　高さ
ドア開口時最大奥行
重量
備考
希望小売価格

KFW4178W
ホワイト
水平反転ドラム方式
遠心脱水方式
8kg
単相100V/50Hz・115V/60Hz
380W（電動機） 750/920W（電熱機）
最高1300RPM
65L
約60分
水・お湯49℃
ステンレススチール
エナメル仕上鋼板
695mm
790mm
990mm
1328mm
93kg
ドアは左側ヒンジのみ
470,000円（税別）

※ 付属品のトランスが必要です。（幅100×奥行140×高さ110mm）
※ 60Hz地域は付属品のトランスが必要です。

※排気筒を背面に出し、90°エルボで上方へ排気
筒を振った場合は背面に300mmのスペース
が必要です。
　通常は127mm以上です。

※給気を確保する為に、背面及び上方をふさがないでください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

乾燥機の設置（ビルトイン不可）

単位：mm

ケンモア
全自動電気洗濯機／ガス乾燥機

Washer/Gas Dryer

Laundry

機器最大重量91kg

ランドリー室・機械室等に設置する場合
は下記の注意点を必ずお守りください。
密閉設置する場合の注意：
●密閉室内には可燃物を絶対に入れな
いでください。
●ドアには給気用の開口部分を全体で
600㎠以上設けてください。ルー
バータイプのドアも可。
●ドアの開口部は絶対にふさがないで
ください。給気不足による発火・火災
の危険があります。
●ドアに開口スペースを取らない場合は、
外気導入ダクトを設備してください。

ホームページアドレス　　  https: //www.jgap.co.jp

ご使用中止

ケンモア ランドリー機器



乾燥容量：8kg

ふっくらした仕上がりと、
8kgの大容量。
乾燥容量８kgなので、17本のジーンズも一度に乾燥でき
ます。ガス衣類乾燥器ならではのふっくらした仕上がりに
なります。

希望小売価格
乾 燥 方 式
ガ ス 種 類
外 形 寸 法

470 , 0 0 0円（税別）
回転ドラム式
都市ガス13A専用
W69 0×D76 0×H9 9 0（mm）

:
:
:
:

全自動ガス乾燥機
KGD9118WA 〔単相115V・50Hz専用モデル　〕

直径57cmの大容量ドラムで
衣類を一括洗濯。

洗濯容量：8kg

直径57cmの大容量のドラムで洗濯物を一括に洗えます。
シワ付き、生乾きの嫌なにおいを抑える「Stay Fresh」や、
投入された衣類に対して水量を調整し、最適な効果が得ら
れるように自動運転を行う「Load Sensing」を搭載。

希望小売価格
電 気 定 格
洗 濯 方 式
外 形 寸 法

470 , 0 0 0円(税別 )
単相10 0V/5 0 H z・115V/6 0 H z
水平反転ドラム方式
W695×D79 0×H9 9 0（mm）

:
:
:
:

POINT
● インバーターダイレクトドライブモーターで静粛
　 かつパワフル運転
● ななめドラムで洗濯効率アップ
● 大型ステンレスドラム
● 最大毎分1300回転の高速脱水
● 排水ポンプのお手入れがしやすい前面フィルター
　 アクセスパネル
● ドラムクリーニングサイクル搭載
● 洗濯途中での衣類の追加投入が可能
　（一部サイクルを除く）
● 並列置き、二段積み可能

操作パネル

全自動電気洗濯機
KFW4178W 〔単相100V/50Hz・115V/60Hz〕

プログラムダイヤル
電源ボタン

ディスプレイ

スタートボタン オプションボタン

インバーターダイレクトドライブモーター
ドラムとモーターが一体になったベルトレスドライブモー
ターです。
可動部分の簡素化による静粛性の高さと、ななめドラムと独
自の運転制御の組み合わせによりパワフルかつ効率よく洗
濯を行います。
スチームトリート（Steam Treat）
運転中にスチームを発生させて洗浄効果を改善し、洗浄力
を強化することができます。

アクセラウォッシュ(Accela Wash)
ツインスプレーおよび洗剤注入方式の働きにより、洗浄性能
を維持しながら洗濯時間を約35%短くすることができます。

プログラム（14コース）及びオプション
■洗濯プログラム
● Normal/Casual(普通)
● Heavy Duty(汚れのひどいもの)
● Whitest White(白い綿製品)
● Bulky（大きいもの）
● Comforter(掛け布団)
● Kids Wear(子供用衣類)
● Rugged(厚手の生地)

■運転時間
約60分
約130分
約70分
約60分
約60分
約90分
約110分

■オプション機能
Steam Treat(スチームトリート)
Pre Wash(予備洗い)
Extra Wash(すすぎ追加)
Stay Fresh(ステイフレッシュ)
Drum Light(ドラムライト)
Auto Soak(つけおき)
Add Garments(衣類予備追加投入)

■洗濯プログラム
● High Temp Wash(高温洗い)
● Workout Wear(ワークアウトウェアー)
● Delicates(デリケート)
● Express(お急ぎ洗い)
● Cold Wash(冷水洗い）
● Rinse & Spin(すすぎと脱水)
● Small Load(少量洗い)

■運転時間
約120分
約57分
約41分
約15分
約80分
約18分
約45分

Energy Saver(省エネ運転)
Control Lock(チャイルドロック)
Clean Washer(ドラムクリーニング)

※運転時間には、オプションは含まれておりません。　※地域によっては販売できないことがあります。
※運転時間は目安となります。　※ヒンジ交換不可

特徴・機能紹介

※ 仕様は予告無く変更することがあります。
※ 木造2階以上には設置しないでください。

【正面】

前後脚水平調節
20(＋20)mm

【側面】

電源コード

アース線

単位：mm

電源コード

アース線

ガス接続口

POINT
● ダクト式ガス乾燥機で短時間でやわから仕上がり。
● 7種類の自動運転、3種類の手動運転。
● 乾燥後のシワを抑えるリンクルガードオプション。
● シワがついても安心。タッチアップオプション。
● 並列置き、二段積可能。
● 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証品。

操作パネル

プログラムダイヤル
電源ボタン

ディスプレイ

スタートボタン オプションボタン

自分設定（My Cycle）
乾燥、温度、乾燥レベル、その他のオプション設定をあらかじめ記憶することが出
来、このボタンを押すことで一度に呼び出すことが出来ます。

部分乾燥お知らせ機能（Damp Dry Signal）
アイロンがけが必要なシャツなどの衣類はある程度の水分が残っているほうが作
業がしやすいため、一定の乾燥度に到達したことをお知らせします。

排気不良サイン（Check Vent）
衣類の乾燥効率を保つために本機では屋外へ排出する排気の状態を検知してい
ます。衣類の入れ過ぎやリントフィルター・排気筒の詰まりなどで排気異常を検出
するとお知らせします。

乾燥機用エルボセット（オプション）
※出荷時に取り付けいたしますので、事前にご指定ください。
※現場施行不可・正面向かって左側面のみ変更可能。
型式：JY09J002/希望小売価格：10，000円（税別）

プログラム（10コース）及びオプション
■乾燥プログラム
● Normal（標準乾燥）
● Bulky/Bedding（厚手（大きい）もの、寝具類）
● Casual（カジュアル）
● Heavy Duty（重量のあるもの）
● High Temp Dry（高温乾燥）
● Small load（少量のもの）
● Delicates（デリケート）
● Express Dry（お急ぎ乾燥）
● Touch Up（シワ取り乾燥）
● Timed Dry（お好み時間乾燥）

■運転時間
約41分
約55分
約32分
約54分
約70分
約30分
約28分
約25分（最大100分）
約20分（最大100分）
約40分（最大100分）

■自動/手動
自動
自動
自動
自動
自動
自動
自動
手動
手動
手動

■オプション機能
Wrinkle Guard（シワつき抑制）
Damp Dry Signal（部分乾燥お知らせ）
More Time/Less Time（乾燥時間増減）
Touch Up（シワ取り乾燥）
Control Lock（チャイルドロック）
My Cycle（自分設定）

※運転時間には、オプションは含まれておりません。　※地域によっては販売できないことがあります。　※運転時間は目安となります。
※60Hz地域ではご使用出来ません。　※都市ガス13A専用。プロパンガス仕様はございません。
※ダクト接続は背面又は左側面抜き（右側面抜き不可）。ダクト左側面抜きの場合は別途費用が掛かります。

特徴・機能紹介

※ 仕様は予告無く変更することがあります。
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前後脚水平調節
15(＋20)mm 前後脚水平調節
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単位：mm
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