
このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は大切に保管していただき、取り扱い方法が不明な時や、不具合が生じ
た時にお役立てください。

食器洗い機取扱説明書

本製品は出荷前に水を使用したテストを行っています。内部に
水が残っている場合がありますが、正常な現象ですので、安心
してご使用ください。
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お子様の操作禁止

!
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安全上のご注意

警告
本取扱説明書には安全上の注意事項など重要な内容が記載されていますので、必ずよくお読み
ください。 
誤った操作は本製品の故障や破損、使用者のけがや死亡、または火災など事故の原因となる恐
れがあります。 
なお、本製品は家庭用です。一般家庭用の食器のみ洗うことができます。

お子様が本製品、または食器洗い機専用洗剤
や過炭酸ナトリウムなどに近づかないようにし
てください。これらの消耗品が皮膚や目に触れ
た場合は、ただちに水で洗ってください。また、
包装材のビニール袋はすぐに処分してくださ
い。お子様が遊んで窒息しないよう、細かく切
って捨ててください。

延長コードの使用禁止 
電源に正しく接続してアースしてください
本製品を他の電気機器と並列に接続して使用し
たり、過負荷の状態で使用したりしないでくださ
い。感電や火災の原因となる恐れがあります。本
製品は電源を切りやすい場所にあるコンセント
に接続してください。電源コードは破損しやすい
ので、過度に曲げたり、圧迫したりしないでくだ
さい。電源に正しく接続し、必ずアースしてくださ
い。感電や火災が発生しにくくなります。

運転中のドア開放禁止
不適切な操作禁止
本製品の運転中にドアを開けないでください。高
温の水蒸気でやけどをする恐れがあります。食
器を追加して入れたり、取り出したりする場合は
、一時停止ボタンを押してから��秒後にドアを少
し開け、湯気を発散させてから行ってください。
運転中、手動でドアを開けて内部に水を入れた
り、内部のパーツを動かしたりすることは禁止し
ます。水濡れや漏電を引き起こし、けがの原因と
なる恐れがあります。

許可のない分解・修理禁止 
本製品が故障した場合、あるいは本取扱説明
書を参照しても問題を解決できない場合は、
アフターサービスにご連絡ください。許可のな
い分解や修理は禁止します。また、電源コード
が破損した場合は、危険ですのでメーカーの
修理部門、または類似部門の技術者に交換を
依頼してください。
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雷雨の日の使用禁止
濡れた手で電源コードを触らない
雷雨の日は本製品の電源プラグをコンセント
から抜いておいてください。また、濡れた手で
電源コードに触れますと感電の恐れがありま
すので、おやめください。湿度の高い場所で本
製品を使用すると錆びやすくなり、また漏電す
る恐れがあります。

ナイフやフォークの尖端を
上に向けて入れない

その他の注意事項

食器を安全に取り出すため、ナイフなどの尖
端の鋭い食器は尖端を下に向けて小物ケース
に入れる、または食器カゴに水平に置いてくだ
さい。

警告：新しいホースセットを使用して水源に接続してください。
古いホースセットを繰り返し使用しないようにご注意ください。

�.寒い時期に初めて使用する場合は、結露による故障を防ぐため、室温で�時間以上放置した後に設置、使
用してください。
�.包装箱を開ける時はホースや電源コードを傷つけないように、平らなはさみでひもを切ってください。
�.本製品の運転に影響しますので、給水ホースや排水ホースを結んだり、重い物で圧迫したりしないでくだ
さい。
�.設置後、本製品が水源と電源に全て正常につながっているか確認してください。また、水平に置かれてい
て安定した状態であるか確認してから電源を入れてください。

�.本製品の両側には通気口があります。物を置いてふさがないようにしてください。
�.食器洗浄には冷水または温水を使用し、��℃を超えるお湯は使用しないようにご注意ください。

�.運転中、異常（焦げくさい臭いなど）が発生した場合は、ただちに運転を停止し、電源を切ってください。

�.食器は洗浄終了直後はまだ熱いので、��分待ってから取り出して使用することを推奨します。
�.使用後、または修理やお手入れ、長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、給水バルブ
を閉めてください。

使用しない時はドアを閉める

本製品のドアを開けたままにしないでください。
転倒の恐れがあります。

食器洗い機専用洗剤以外の使用禁止
食器洗い機専用ではない食器洗剤、衣類洗剤
や石鹸などを使用しないでください。また、本
製品のお手入れには食器洗い機掃除用洗剤
を使用し、腐食性のある洗剤を使用しないでく
ださい。不適切な使用によって錆びがついた
場合、保証対象外となります。
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本製品の詳細

●各部の名称

食器洗い機の内部
フィルター

上ブレード

食器カゴ

小物ケース

（イラストは参考です。実物を基準とします）

消毒ライト

下ブレード

照明ライト

内上面



取扱説明書

食器洗い機 水タンク

水タンク用給水ホース

排水ホース用ホースバンド

排水ホース用吸盤

食器カゴ

小物入れ

排水ホース

給水ホース

●仕様

●同梱物

名称 数量 名称 数量

食器積載量

防水レベル
定格消費電力
定格水圧
外形寸法

�セット

IPX�
���W
�.��～�.�Mpa(給水バルブから水を入れる場合)
幅���mm×奥行き���mm×高さ���mm

*製品改良と技術更新によって仕様が変更された場合、製品の実物を基準とし、
別途通知はいたしません。あらかじめご了承ください。

*以下リストの内容がそろっているかご確認ください。不足や破損があった場合、
販売店までご連絡ください。

注意：漏水や漏電の原因になりますので、包装箱を開ける時はホースや電源コードを傷つ
けないように、平らなはさみでひもを切ってください。

*本体や付属品が破損したり、紛失したりした場合は、アフターサービスにご連絡ください。

制御モード

定格電圧
定格周波数

自動

AC���V
��-��Hz



設置方法の説明

給水バルブに接続する取り付け方法

給水ホースの取り付け

給水ホースの継ぎ口
分岐水弁

回転キャップ

給水ホースの継ぎ口

給水ホース

注意：

これは標準的な取り付け方法です。ご家庭の配管
条件が許す場合は、この方法を推奨します。具体的
な取り付け手順は、以下をご参照ください。

本製品は出荷前に水を使用したテストを行っています。初めてドアを開けた時に内部に水が残って
いたり、また初めて給水した時に内部の水が黄色くなったりする場合がありますが、いずれも正常
な現象です。使用には影響いたしませんので、ご安心ください。

�.本体背面の給水ホースの継
ぎ口に給水ホースを時計回り
に回して取り付けます。

�.分岐水弁に給水ホースを時
計回りに回して取り付けます。

�.水漏れしないように、水タンク
用給水ホースの継ぎ口に回転
キャップを取り付けます。

●設置図

●取り付け手順



2 排水ホースの取り付け

排水ホース

注意：

�.本体背面の排水ホースの継ぎ
口を見つけます。片手で二重鉄
線クリップのつまみを押して大き
く広げ、もう一方の手で排水ホー
スを二重鉄線クリップに通し、排
水ホースの継ぎ口に入れます。

�.食器洗浄には��℃を超えるお湯を使用しないでください。
�.本製品の運転に影響しますので、給水ホースや排水ホースを結んだり、重い物で圧迫し
たりしないでください。
�.設置後、本製品が水平に置かれていて安定した状態であり、電源コード、給水ホース、
排水ホースなどの部品が正しく接続されているか確認してください。また、内部の包装材
や付属品が取り出されているか確認してから電源を入れてください。
�.次の使用のため、本取扱説明書およびその他の付属品は適切に保管してください。

警告：新しいホースセットを使用して水源に接続してください。老朽化または破損したホー
スは使用しないでください。

�.排水ホースが排水ホースの
継ぎ口に二重鉄線クリップで
固定されていることを確認し
ます。

3.排水ホースの反対側の端
をシンクなどに入れます。

排水ホース
の継ぎ口

二重鉄線
クリップ



●水タンクの取り付け方法

●水タンクの使用方法

水タンク用
給水ホース

水タンク用給水ホースを図のように水タンク用給水口に差し込んでください。

水タンクを平らな場所に置き、本体を水タンクの溝に合わせて置いてください、

水タンク用給水ホースの継ぎ口を給水ホースの継ぎ口に取り付けた後、図のように回転キャ
ップを給水バルブの継ぎ口に回して取り付けてください。継ぎ口から水が漏れないようにご
注意ください。

注意：水タンクに水を入れる前に、電源につながっているか、排水ホースと水タンク用給水ホー
スが正しく接続されているか確認してください。

水タンクの注ぎ口を引き出し、水を入れます。水の飛散を防ぐため、ゆっくり入れてください。

�.タンクは少なくとも�カ月おきに洗浄してください

�.長期間使用しない場合はタンクの水を捨ててください

タンクの水がいっぱいになると、操作パネルの「満水」ランプが点灯してアラートが鳴ります。
水を止めて、注ぎ口を水タンクに戻してから、電源を入れてください。

給水ホースの
継ぎ口 回転キャップ

水タンク用給水
ホースの継ぎ口



●操作パネルガイド

洗浄コースのスタート

機能の紹介

使用方法

後で洗浄する時、この機能を利用してください。

電源を入れる 洗浄コースを選択

D- ��

1
4

2
3

1

2

ボタン 表示パネル ボタン

チャイル
ドロック

チャイル
ドロック

一時 スタート
一時停止

コース選択

一時

標準洗い

本製品のドアを閉めて「電源」
ボタンを�秒押します。

運転中に洗浄コースを変更する場合は、「電源」ボタンを押して洗浄を停止してください。
その後、再び「電源」ボタンを押して、新しい洗浄コースを選択してください。

一時保管機能は定期的な換気を行って、食器の臭いやカビ、湿気などを防止します。「一時保管」ボタ

ンを押すと、操作パネルの「乾燥」ランプが点灯し、洗浄終了後、換気が行われます。この機能をキャン

セルしたい場合は、再度このボタンを押してください。

運転中のお子様による誤作動を防止します。このボタンを�秒長押しすると操作パネルの「ロック」ラン

プが点灯し、「チャイルドロック」以外のボタンがロックされます。ロックを解除するには、再度このボタ

ンを押してください。

「予約」ボタンを押すと時間表示が循環します。
このボタンを�秒長押しすると時間表示は
H:��になり、予約がキャンセルされます。�秒以
内に操作がないと、表示されている時間が予
約時間になります。

「スタート/一時停止」ボ
タンを押してください。
予約時間になると洗浄
を開始します。

選択した洗浄コース表示が点
滅します。

「スタート/一時停止」ボタンを
押して洗浄を開始します。

食器の汚れ具合に応じて、「コース
選択」ボタンで適切な洗浄コース
を選択します。「コース選択」ボタン
を押すたびに洗浄コースが切り換
わります。



洗浄コースの説明

食器洗い機専用洗剤の入れ方

食器洗い機専用の粉末または固形洗剤が、酵素で食器の油汚れと食べ物の残りを落とし、
排水とともに洗い流します。使用量は食器の量と汚れ具合によって決まります。

注意：粉末洗剤は入れ過ぎないようにご注意ください。大量の泡が発生して洗浄効果に影響す
るだけでなく、泡があふれだす可能性があります。市販の固形洗剤は大小のサイズがありますが、
本製品には小サイズの固形洗剤をご使用ください。表に記載されている運転時間や洗剤の量の数値
は参考です。実際の使用状況は環境温度、給水温度、水圧、食器の数などによって異なります。」

食器を入れた食器カゴを本体の中に戻します。粉末洗剤は、食器と食器の間に入れてください。
固形洗剤は、「Detergend」と表示されているところに入れてください。

- �

洗

洗

コース名称

節水洗い 汚れが少ない食器 �ｇ �つ 約�：��

約�：��

約�：��

約�：��

約�：��

約�：��

�つ

�つ

�つ

�ｇ

�ｇ

�ｇ

日常的に汚れた食器、
運転時間が短い

清潔であるが、長期間保管さ
れていた食器など

ワイングラスなど表面が明
るい食器

果物や野菜など

汚れがひどい食器

標準洗い

強力洗い

お急ぎ洗い

念入り洗い

食品の水洗い

適用範囲
洗剤の量 運転時間

（時間：分）粉末 固形



本製品で洗浄できる食器

食器を入れる時の注意事項

その他食器の洗浄に関する注意事項

食器洗い機で洗浄できる食器

本製品は家庭でよく使用される食器を洗うことができますが、洗浄環境（高温、食器洗い機専
用洗剤など）が食器の材質に影響することがあります。以下の注意点をご参考ください。

貴金属及びカラー釉、アルミ製品：
食器洗い機で洗浄すると、光沢が低下する場合があります。
鋳鉄製品：
錆びが発生する可能性があります。
竹木製品：
高温で変形したり割れたりすることがあります。
プラスチック製品：
高温で変形することがあるため、食器メーカーの説明をご参考ください。
ふきん：
食器洗い機が故障する恐れがあります。
薄いガラス製品：
厚さの薄いガラス製品を洗浄すると、割れる恐れがあります。また、ガラス製品は長期にわたっ
て食器洗い機で洗うと光沢が低下する場合があります。

�.食器に魚の骨や野菜の葉など大きな残りかすが付着している場合は、きれいに取り除いてから
食器カゴに入れてください。
�.食器はむやみに重ねず、一つの位置に一つの食器を置いてください。
�.食器は汚れている面を下に向け、水で汚れを落としやすいように斜めに置いてください。
食器を水平に置くと、水がたまることがあります。
�.スプーンや箸は小物ケースに入れてください。
�.食器が食器カゴの底からはみ出して、回転するブレードにぶつからないようにしてください。
ブレードの回転が邪魔されて食器がきれいに洗えなくなります。
�.小さい食器や細い食器は食器カゴから落ちて汚水とともに排出される場合がありますので、洗浄
しないでください。
�食器カゴを本体の中に戻す時、鋭い物で扉の密閉ゴムを傷つけないようにご注意ください。
�.食器カゴのコーティングが破れると錆びますので、鋭い物に接触させないようにしてください。
�.ナイフなど尖端の鋭い食器は小物ケースに入れてください。安全に取り出すことができます。
��.食器カゴを本体の中に戻した後、ブレードを回してみて正しく回転するか確認してください。

陶磁器の食器 ガラスの食器 ステンレスの食器



実際の使用状況に合わせて、食器カゴの仕切りを調整してください

●食器の並べ方

マグカップ

おたま スプーン

大皿箸（���mm以下）

茶碗

ガラスカップ

どんぶり



お手入れ方法

●フィルターのお手入れ

●ブレードのお手入れ

●本体内部のお手入れ

本製品をしばらく使用したら掃除をしてください。定期的に内部を点検することを推奨します。

フィルターガードを反時計回りに回して、上に引っ張って取り外します（取り付ける時は時計
回りに回してください）。

食器カゴを外に引き出してから、下ブレードを上に引いて取り外します（取り付ける時
 は下に押してください）。
上ブレードも汚れていたら、反時計回りに回して取り外します（取り付ける時は時計回り
に回してください）

ブレードの噴水穴が詰まっているか確認します。詰まっていたら、水洗いしながら尖っ
た物で取り除いてください。

フィルターのゴミを取り除いて、水洗いします。柔らかいブラシで洗うこともできますが、
鉄ブラシやステンレスたわしを使用すると、ステンレス部分の錆びの原因となるのでご
注意ください。

密閉ゴムは湿った布で拭き、本体内部は食器洗い機掃除用洗剤を使用してください。
具体的な使用方法は洗剤の使用方法をご参考ください。専用洗剤の代わりに食器洗剤な
どを使わないでください。



トラブルシューティング
●こんな表示がでたら

●故障かな？と思ったら

原因 解決方法

原因状態 解決方法

エラーコード

下記のエラーコードが表示された時は、説明に従って点検してください。

サーミスターのショート

粉末洗剤または固形洗剤

が残る

�.粉末洗剤がブレードの噴水穴に詰まっ
ている

ブレードの噴水穴を掃除し、もう一回お急ぎ洗い
コースで、食器を洗ってください。

お急ぎ洗いコースで食器を洗ってください。
次回使用時は、説明を参考にして、適量の食器
洗剤を加えて洗浄してください。
お急ぎ洗いコースで食器を洗ってください。
次回使用時は質の良い食器洗い機専用洗剤を
使用してください。

泡が少ない時はドアを開けると泡は自然に少
なくなります。泡が多い時は道具で泡をかき出
すことができます。洗剤を加えずに標準洗いコ
ースを開始し、�分後に終了してください。泡
が消えるまでこの操作を繰り返してください。

「食器洗い機専用洗剤の入れ方」を参考にし
てください。

「食器洗い機専用洗剤の入れ方」を参考にし
てください。

洗浄コースが正常に終わるまでお待ちください。

お急ぎ洗いコースでは乾燥機能は起動しません。

�.粉末洗剤の量が多過ぎる、または大サ
イズの固形洗剤を使用した

�.質の悪い食器洗い機専用洗剤を使用
した

�.粉末洗剤または固形洗剤の投入位置
が不適切

�.食器が斜めに置かれておらず、
水平に重なっている

�.洗浄コースが終了していない

�.洗浄コースがお急ぎ洗い

食器洗い機専用洗剤を使用していない、
粉末洗剤の量が多過ぎる、または大サ
イズの固形洗剤を使用した

正常な現象です内部に少量の水滴が残る

内部に泡がある

食器が乾いていない

専門の技術者に修理を依頼してください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

�.食器が正しく置かれているか確認してください。食器に大量の
水がたまると、内部の水が不足して、加熱できなくなります。

�.本体の電源を切って��～��度傾け、内部の水を排出し、電源を
入れ直してください。

�.蛇口を完全に開けてください。
�.水量が小さいと水圧が不足することがあります。
�.水量不足の場合は数回電源を入れ直してください。
�.専門の技術者に修理を依頼してください。

�.排水ホースの位置が高過ぎないか確認してください。
�.排水ホースが結ばれていないか、詰まっていないか、重い物に
圧迫されていないか確認してください。

�.排水ポンプが故障していないか確認してください。
�.専門の技術者に修理を依頼してください。

�.専門の技術者に修理を依頼してください。

サーミスターの断線

加熱されていない

給水バルブの異常

水があふれている

加熱の異常

給水の異常



原因状態 解決方法

本製品が電源に接続されて
いる状態（コンセントに接
続されている状態）で提
示音が鳴り、操作パネル
に「FAN」と表示される

�.全てのランプが点灯しない、または電
源ボタンが反応しない場合、コンセント
に接続していない、または停電している

停電していないことを確認し、電源プラグをコン
セントに接続してください。

電源ボタンまたは手の汚れや水をきれいに拭き
取ってください

チャイルドロックを解除してください。

電源ボタンは�秒以上押してください。

ドアを正しく閉めてください。

電源ボタンまたは手の汚れや水をきれいに拭
き取ってください。

チャイルドロックを解除してください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

断水していないことを確認し、蛇口を開けて
ください。

専門の技術者に修理を依頼してください。 

専門の技術者に修理を依頼してください。

容器に水を入れて、給水ホースが水に入るよ
うにしてください。

給水ホースのフィルターをきれいにしてください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

食器を取り出して、並べ直してください。

�.電源ボタンまたは手に油汚れや水が
ついている

�.他のランプが点灯している場合、チャ
イルドロックがオンになっている

�.ドアが正しく閉まっていない

�. 電源ボタンまたは手に油汚れや水
がついている

�.チャイルドロックがオンになっている

�.ドアロックのPCB故障

�.蛇口が開いていない、または断水し
ている

�.容器に水が入っていない、または給水
ホースに水が入っていっていない

�.給水ホースのフィルターが汚れで詰ま
 っている

�. 流量計の故障

正常な現象です

食器が正しく置かれておらず、ブレード
や他の食器にぶつかっている

�.流量計の故障

�.給水バルブの故障

�.電源ボタンを押す時間が短過ぎる

電源ボタンを押しても反
応しない

電源ボタン以外のボタン
を押しても反応しない

給水バルブからの給水モ
ードで水を入れる時、
操作パネルの「水量不足」
 ランプが点灯する

自動給水モード（オプシ
ョン）で水を入れる時、
操作パネルの「水量不足」
ランプが点灯する

自動給水モード（オプシ
ョン）で水を入れる時、
時間がかかる

運転中に食器がぶつか
る音がする

換気機能が作動している 正常な現象です。



原因状態 解決方法

食器をきれいに洗えない

使用しない時、内部に大量
の水がたまる

タンクに水を入れてあふれた
が「満水」ランプが点灯しな
かった

タンクの水が少なくなったの
に「満水」ランプが消えない

�.食器が斜めに置かれておらず、
水平に重なっている

�.汚れの程度に応じた洗浄コースが
選択されていない

�.食器洗い機専用洗剤を使用していない、
または量が少ない

�.ブレードの噴水穴が詰まっている

�.ブレードがはさまっている

�.フィルターが正しく取り付られておらず、
食品の残りかすがフィルターに入ってし
まった

�.食器の表面の残りかすが乾いて洗い落と
しにくくなっている

�.運転中に停電した

�.洗い落としにくい汚れがついている

�.排水ホースの位置が高過ぎる

�.排水ホースが結ばれている、詰まって
いる、または重い物に圧迫されている

�.排水ポンプの故障

�.給水バルブの故障

�.マザーボードPCBの故障

�.水位センサーの故障

�.フロートがひっかかっている

フロートがひっかかっている 

�.自動給水モードで水を入れる時（バル
ブなし）、容器の水面が本製品の位置よ
り高い

「食器を入れる時の注意事項」を参考にして
ください。

適切な洗浄コースを選んでください。

食器洗い機専用洗剤を使用し、食器の数に応じ
た量を投入してください。

ブレードを取り出し、フィルターを確認して
正しく取り付け、フィルターガードを閉めて
ください。

ブレードの噴水穴をきれいに掃除してく
ださい。

食器がブレードの回転を邪魔していないか
確認してください。

食器をしばらく水に浸してから洗浄して
ください。

最初から洗浄し直してください。

ステンレスたわしで洗ってから洗浄してく
ださい。

排水ホースの位置を低くしてください。

排水ホースが結ばれていたらほどいてくだ
さい。重い物が乗っていたら移動させてく
ださい。

容器の水面が本製品の位置より高くならない
ようにしてください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

専門の技術者に修理を依頼してください。

タンクのカバーを開け、フロートを上下に動
かして浮くようにしてください。

タンクのカバーを開け、フロートを上下に動
かして浮くようにしてください。

故障が疑われる場合、上記の表を参照してください。解決できない場合は、ただちに使用を中
止して、電源プラグをコンセントから抜き、全ての給水ルートを遮断して、アフターサービス
に修理を依頼してください。
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●電気回路図
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●製品保証とアフターサービス

製品保証の規定

製品保証カード

製品の保証期間は��カ月です。保証期間の起算日は製品シリアル番号で確認します。
保証期間内に修理を希望する場合、有効な購入証明書（レシートや領収書）を提示する必要が
あります。��カ月以内の場合は、無料で修理をさせていただきます。

証期間内であっても、以下の場合には無料修理の対象外となります。

�.お客様の誤った使用や保管が原因で破損した場合

�.有効な購入証明書、または製品シリアル番号を提示できない、証明書の記載事項が読み
取れない、確認できない、または改ざんされている場合

�.自然災害による破損（地震、台風、雪害など）

�.資格のない第三者が修理した場合

macco食器洗い乾燥機




