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家庭用 全自動電気洗濯機 ＫＦＷ４１７８Ｗ 

据付マニュアル 
              

 

 

 

  警告  
誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定され

る内容を示します。 

  注意 
誤った取扱いをすると、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。 

 

図記号の例 

         は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

         は、強制（必ず実行しなければならないこと）を示します。 

 

警告 

本製品は家庭用です。業務使用はできません。 

本製品は衣類の洗濯用です。その他の目的で使用することはできません。 

本製品は凍結のおそれがある所では使用できません。 

浴室、ベランダ、地下などの湿気の多い場所には設置しないでください。 

絶対に分解・修理・改造を行わないでください。 

本製品は木造住宅２階以上に設置しないでください。 

設計・施工・据付は各関係法規に準じて正しく作業を行ってください。 

各作業は本据付マニュアルに従い確実に作業を行ってください。 

電気工事は必ず有資格者が行ってください。 

アース工事は必ず有資格者が行い、Ｄ種設置工事を施してください。 

電源は１００Ｖ１５Ａ以上の専用回路で漏電しゃ断器を設置してください。 

 

 

 

● 作業前にはこの据付マニュアルを必ずお読みになり正しく設置してください。 

● 据付後は必ず試運転を行い、機器が正常に運転するかを確認してください。また振

動、異常音、水漏れなどの不具合が無いこともあわせて確認してください。 

● 作業後はこの据付マニュアルをご使用者に取扱説明書、保証書共にお渡しください。 

 

  本据付マニュアルに従わなかった場合の事故・損害は一切責任を負えません。 

１ 安全に関するご注意 

２ 据付をされる方へのお願い 

Washer Installation Manual 
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各部の名称と仕様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同梱部品の確認 
 

本製品には以下の同梱部品が含まれています。据付前に正しい数量で同梱されているかご確認ください。 

 
  

 

給水・給湯ホース（1.5m） 給水ホースアダプタ 
排水ホースエルボ 

ブラケット 
レンチ 

各１本 ２個 １個 １本 

 

 

  

輸送ボルトキャップ タイストラップ すべり防止パッド 取扱説明書・保証書 

４個 １本 １個 各１部 

正面 側面 背面 

製 品 名 全自動電気洗濯機（家庭用） 

電 気 定 格 
１００Ｖ／５０Ｈｚ・１１５Ｖ／６０Ｈｚ   

消費電力 ３８０Ｗ（電動機） ７５０／９２０Ｗ（電熱器） 

寸 法 ・ 重 量  Ｗ６９５mmＸＤ７９０mmＸＨ９９０mm ９３㎏ 

洗 濯 容 量 ８㎏ 

 

輸送ボルト 

（4 本） 

排水ホース 

給水・給湯ホース接続口 

調整脚（４ヵ所） 

695 790 

990 
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設置場所について 
 

開口部寸法の確認 

機器設置にあたり、下図のような開口寸法以上が確保されているかご確認ください。（据付・修理時の

作業性を考慮した開口寸法を確保することをお勧めします。） 

また、本体収納スペース及びその前面部の床が同一高さにあるかご確認ください。段差がありますと、

据付や修理の際に機器移動ができない場合があります。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水・排水・電源設備の確認（詳しくは準備配線配管設備図を参照ください） 

本機の必要な設備は給水・給湯・排水・電源設備です。各工事は水道法、建築基準法、電気設備技術基

準、各条例等の法規に準じて行ってください。また、本機は使用できる水道水圧は 138～827kPa(1.4～

8.4kg/cm2)になります。一時的に高水圧になる可能性が考えられる場合は減圧弁を取付してください。 

 

床仕上げの確認 

機器設置にあたり、下記の点に注意してください。 

■しっかりした水平な床であること。 

弱い床や凹凸のある床では振動や騒音が大きくなることがあります。 

■直射日光にあたらない場所であること。 

プラスチック部品の色や形が変わることがあります。 

■凍結するおそれがないこと。 

■床補強を施していること。 

洗濯機の重量(90㎏)および運転時の振動を考慮して下記の何れかの床補強を行ってください。 

・床下コンクリート ：床下が直接コンクリートスラブに密着しているか確認してください。 

・根太＋コンパネ２枚：根太５～６本の上にコンパネ１０㎜厚２枚を張り補強してください。

この際、本体の脚の真下に根太がくるように施工してください。 

・床用支持脚仕上げ：マンションなどの置床の場合、設置する床下を床用支持脚（フリースタ

ンパー９本で補強します。床用支持脚は機械の真下に均等になるように

施工してください。 

25 25 

695 790 127 

990 

50 

1353 

563 

単位：mm 
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据付方法 
 

注意 

本製品は輸送時の振動に備えて、輸送用ボルトと内部スペーサーで機器本体を固定しております。据付

時には必ずこの輸送ボルトを外してください。 

 

開梱と輸送ボルトの取外し 

カートンベースから本体を取り出すときは、カー

トンベースの中央にあるドラムサポートフォー

ムを取り除いてください。 

 

本体を横にすることは推奨しませんが、底部の緩

衝材を取り除く場合は、必ず側面を養生した上で、

ゆっくりと側面側へ倒してください。前面や背面

へは絶対に倒さないでください。 

 

輸送中のダメージを防ぐため、本記には輸送ボル

トとプラスチックリテーナーが取り付けられて

います。 

 

重要： 

・これらの輸送ボルトおよびプラスチックリテー

ナーは、最終据付場所まで取り除いてはいけま

せん。 

・これらの輸送ボルトおよびプラスチックリテー

ナーは試運転前には必ず外さなければなりま

せん。 

・これらの輸送ボルトおよびプラスチックリテー

ナーの誤った取り外し方はひどい振動や騒音

を招き、永続的に機器にダメージを与える原因

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．下側２箇所の輸送ボルトを同梱のレンチで反

時計回りに完全に緩めてから、上部２箇所も

同様に緩めてください。 

  

 

２．輸送ボルトおよびプラスチックリテーナーを 

  引きながら動かして引き抜いてください。 

３．輸送ボルトおよびプラスチックリテーナーを

引き抜いたあとの穴に、同梱の輸送ボルトキ

ャップを４ヵ所取り付けてください。 

ドラムサポートフォーム 

カートンベース 

輸送ボルト 
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注意：輸送ボルトおよびプラスチックリテーナー

は保管しておいてください。また、移設す

る際は必ず、輸送ボルトおよびプラスチッ

クリテーナーでドラムを固定してから移

動してください。 

 

給水・給湯接続 

・重要：本体を設置する場合、給水・給湯ホース

は新品のものをお使いください。古いホースは

使わないでください。 

・重要：本機に同梱されている以外の市販のホー

スは使用しないでください。水漏れおよび継続

的な水漏れによる機器および周囲への損傷を

与える場合があります。 

・供給水圧は 138-827kPa の範囲であることを確

認してください。供給水圧が 827kPa を超える

場合は減圧弁を設置してください。 

・定期的にホースに亀裂や水漏れが発生していな

いかをチェックして、必要に応じてホースを交

換してください。 

・ホースが伸びていたり、つぶれていたり、折れ

曲がったりしていないか確認してください。 

・周囲が氷点下になる可能性のある場所へは設置

を控えてください。給水ホースや内部機構へダ

メージを与えるおそれがあります。 

・万一周囲が氷点下に陥った場合は、運転を行う

前に本体を常温下で数時間置き、水漏れが無い

かを確認した上で試運転して機器の異常を確

認してください。 

  

１．ホース先端にゴムパッキンが挿入されている

か確認してください。 

  

２．給水・給湯ホースを給水アダプターを経由し

て各給水栓へ接続してください。 

  

３．１０L 以上水を流してホース内の異物を除去

してください。本作業を行うことで潜在的な

問題（給水・給湯フィルター詰まり）の可能

性を低くすることができ、同時に給水・給湯

の接続に間違いが無いかを確認することが

できます。 

  

輸送ボルト 

輸送ボルト 

キャップ 

ゴムパッキン ゴムパッキン 

機器接続側 

給水栓接続側 

給水栓 

１０Ｌ以上流して

異物を除去する。 

Cold 

冷水 

Hot 

温水 

給水・給湯ホース 

同梱の給水アダ

プターを挿入す

る ※注意 

給水栓側がオス

の場合はソケッ

トを挿入してく

ださい。 
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４．赤いホースは給湯側に、青いホースは冷水側

にそれぞれ本体の背面に接続してください。 

注意：ホースを接続する際に、接続先を間違わな

いように注意してください。接続部を強く締め過

ぎないでください。破損するおそれがあります。 

 

排水ホースの接続 

・排水ホースは適切な状態で固定されなければな

りません。誤った接続方法は水漏れや物的損害

を与える原因となります。 

・排水ホースの立ち上げは FL737㎜以下にはしな

いでください。 

・排水は地域の条例等に従って適切に処理してく

ださい。 

・排水ホースが伸びていたり、つぶれていたり、

折れ曲がったりしていないか確認してくださ

い。 

注意：排水ホースの延長は１．８ｍ以内にしてく

ださい。排水ホースが長すぎると排水不良や脱水

不良の原因となります。 

 

排水ホース接続方法 

 
排水ホースを同梱のエルボブラケットに挿入し

てください。排水ホース先端はエルボブラケット

から１０ｃｍまでとしてください。タイストラッ

プで排水管立ち上げと排水ホースを固定してく

ださい。 

 

注意： 

・排水ホースは立ち上げ配管内に２０～３０ｃｍ

挿入してください。それ以上挿入すると雑菌等

が排水ホース内に繁殖するおそれがあります。 

給水栓と排水管が図に示 

すように壁面内にある場 

合は、片側の給水ホース 

に排水ホースをバンドで 

固定してください。 

 

 

電源コードの接続 

電源コードは単相１００Ｖで１５Ａ以上の専用

コンセントに単独で接続してください。アース線

はＤ種接地工事を施してください。 

※６０Ｈｚ地域では純正昇圧トランスを接続し

て１１５Ｖでご使用ください。 

 

本体のレベル調整 

本機は最大脱水速度１３００ｒｐｍにて高速回

転します。振動や騒音、予期しない動きを最少に

抑えるために床面は水平であり強固でなければ

なりません。 

 

注意：本体が水平になるまで、過不足なくレベル

調整を行ってください。必要以上に調整脚を上げ

ると本体の振動が大きくなることがあります。 

注意：据付を行う前に清掃と乾燥を行って、本体

が異物（ホコリ、水、油等）によって容易に動か

ないようにしてください。 

レベル調整脚が動いたり、 

スライドすると、床との接 

触が悪いことによる過渡の 

振動や異音が発生します。 

「すべり止めパッド」（７ページ）を参照くださ

い。 

 

全ての４ヵ所レベル調整脚は床の上で強固に置

かれていなければなりません。対角上に本体を揺

すってみて全てのレベル調整脚と床に隙間が無

いことを確認してください。 

 

 

 

タイス 

トラッ 

プ 

排水ホースエルボ 

ブラケット 

排水ホース 

タイストラップ 
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１．本体を設置予定位置に置いてください。給

水・給湯ホースや排水ホースにつぶれや折れ

曲がり等の異常が無いかよく確認してくだ

さい。水準器を本体上部に置いてください。 

 

 

 

 

 

２．レベル調整脚に付属しているロックナットを

同梱のレンチで緩めてください。レンチでレ

ベル調整脚を時計回りに回すと本体が持ち

上がります。反時計回りに回すと本体が下が

ります。本体の横方向及び前後方向が水平に

なるまでレベル調整脚を調整してください。

全ての脚が床面に均等に荷重がかかるよう

に調整してください。 

 

 

 

 

 

 

３．横方向及び前後方向の水平が確認できたら、

運転中に水平が損なわれることの無いよう

に全てのロックナットをきつく締めてくだ

さい。全ての調整脚が均等に荷重がかかって

いることを確認してください。 

 

注意：水平が適切に確保されていることを確認す

るために、バスタオル３～４枚程度をドラム内に

投入して試運転を行います。電源ボタンを押して、

すすぎサイクル(Rinse & Spin)を選択してスター

トボタンを押してください。 

 

脱水サイクル中に過度の振動や揺れが無いか確

認してください。もし振動や揺れが発生する場合

はレベル調整脚で振動が収まるように調整して

ください。 

 

すべり防止パッドの設置 

床の表面が特にすべりやすい場合は、極端なアン

バランスが発生した場合は本体が前に動くこと

があります。負荷の状態によって時々アンバラン

スが発生する程度は正常と判断できますが、過度

のノイズや振動によって、本体が設置場所より動

く原因となります。このような場合はすべり防止

パッドを設置してください。このパッドは過度の

アンバランスによって本体が動くのを抑制し、ノ

イズや振動を低減します。 

 

・すべり防止パッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル調整脚 

レベル 

調整脚 

本体上げる 本体下げる 

４ヵ所全てのロックナット

をきつく締めてください 

この面を上にしてください 

この面を床面に貼ってください 

シールをはがしてください 

正しい設置方法 誤った設置方法 
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据付後の点検 
 

据付が完了したら試運転の前に必ず下記点検を行ってください。 

 

＜点検項目＞ 

□ 給水・給湯ホースが本体、給水アダプター、止水栓に確実に取付されていますか？ 

□ 排水ホースが排水管にきちんと固定されていますか？ 

□ 排水管が床面から７３７㎜以上の高さにありますか？ 

□ 給水ホースおよび排水ホースによじれやつぶれがありませんか？ 

□ 機器が水平に設置されていてガタついていませんか？ 

□ 調整脚は４ヶ所ともロックナットで固定されていますか？ 

□ 輸送ボルトは全て（４本）取り外されていますか？ 

□ 輸送ボルトキャップは全て（４個）取付されていますか？ 

□ 電源コンセントは１００Ｖ専用回路で１５Ａ以上ですか？ 

□ ６０Ｈｚ地域では純正トランスを用いて１１５Ｖで接続されていますか？ 

□ アース工事はされていますか？ 

□ 止水栓を開いたときに接続箇所で水漏れしていませんか？ 

 

据付後の試運転 
 

上記点検で不具合が無いことが確認できたら、必ず試運転を行ってください。 

 

 ＜確認項目＞ 

□ 運転開始時に給水・給湯されること 

□ 運転中に接続箇所で水漏れしないこと 

□ 運転中にドラムが回転すること 

□ 脱水サイクルでドラムが高速回転すること 

□ 高速回転中に本機がガタつかないこと 

□ 適切に排水を行えること 

 

 

 

 

 

ＴＥＬ （０３）５６４３－１３３１（代表） 

ＦＡＸ （０３）５６４３－１３３５ 

PUB.NO.16E2001 


