
（ドア左開き）TW-Z370L

東芝電気洗濯乾燥機 （家庭用）
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据え付けをされる方へ

●…この据付説明書は据え付け後も「取扱説明書」と共に大切に保管してください。

お客様へ

●…据え付けの際には、必ず軍手などの保護具を着用してください。
●…本製品は重いので必ず2人以上で搬入、据え付けしてください。
●…製品の機能が十分に発揮されるように、この据付説明書の内容にそって正しく据え付けて
ください。

●…据え付け終了後、21ページの「チェック項目」に基づいて必ず確認をおこなってください。
●…この据付説明書は据え付け終了後、お客様にお渡しください。

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

日本国内専用
Use only in Japan
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1.	各部の寸法と付属品
■	各部の寸法：

●…ビルトイン対応ではありません。
●…左右の手掛け部を含めても本体幅は610mmです。

付属品を新たに購入した
い場合は、お買い上げの販
売店または、東芝生活家電
ご相談センターにご相談
ください。

■	付属品

ネジ

カバーの取り付けに使い
ます。

4個

工具

包装用ボルトの取りはずし
に使います。

ホース継手

排水ホースどうしの接続に
使います。

1個 1個

部品コード番号
42081201

部品コード番号
42049062

カバー

包装用ボルトをはずした後
の穴をふさぎます。

お手入れセット袋

お掃除ノズル、お手入れブラ
シの収納に使います。

排水ホースバンド

排水ホースの抜けを防ぐた
めに使います。

お手入れブラシ

乾燥内部フィルターの掃除
に使います。

お掃除ノズル

乾燥内部フィルター手前の
格子部掃除に使います。

4個

1個 2個

1個1個

部品コード番号
42087094

部品コード番号
42081212

部品コード番号
42048317

部品コード番号
42081208

部品コード番号
42081210

部品コード番号
42089035

ふろ水用給水ホース
フィルター付（4ｍ）

ふろ水の給水に使います。

1個

部品コード番号
42040707

部品コード番号
42040673

部品コード番号
42044474

給水ホース（0.8m）・
ホース継手

水道栓と洗濯乾燥機の給水
口接続に使います。

ホースキャップ

排水ホースの付け換えであ
いた本体側面の排水ホース
出口をふさぎます。

1個
1個
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2.	本体の運搬

持ち運びかた
■	持ち運ぶときは必ず2人以上で運んでください。
（	本体の質量：78kg	）

●…必ず本体側面と前後面にある手掛けを持って運んでください。
… ドアやパッキンなど手掛け以外は持たないでください（破損、変形、水もれの原因になります）。
… 脚部を軸に回転させないでください。脚ゴムが変形したり、床面を傷つけるおそれがあります。
●…本体を移動する場合は、本体を45度以上傾けないでください。本体に残った水がこぼれ、床をぬらして
… 思わぬ被害を招くことがあります。

3.	輸送用部品の取りはずし
包装用ボルト（輸送用）を4本はずす

付属のカバーをネジで取り付ける

●…包装用ボルトは、転居などで本体を輸送する際、本体内
部を固定するために必要となります。
… 必ず大切に保管してください。
●…包装用ボルトは2種類（上部用、下部用各2本）ありま
す。ネジの長いものが上部用、短いものが下部用です。

●…包装用ボルトをはずした
後の穴（4カ所）がかく
れるように、カバーのフ
ック部を本体にはめてか
らネジで固定します。

※	包装用ボルト（輸送用）がついたままで運転
すると、振動が大きくなり、本体が動いたり
壊れるおそれがあります。

1

2

（手掛け以外は持たない）（側面の手掛けを持つ） （前後面の手掛けを持つ）

本体は2人以上で据え付ける
本体が重いので、けがをしたり、
腰を痛めるおそれがあります。2人以上で据え付け

注意

フックカバー

包装用ボルト

ポイント
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背面：1cm以上

【設置基準適合】

壁との間をあける
左右：1cm以上
排水ホースを
出す方は10cm以上

設置面から水栓まで：
①蛇口が回転可能な場合：108cm以上
②蛇口が回転できない場合：120cm以上

上方：
17cm以上

4.	設置場所の確認

（1）	据え付けに必要な寸法
本体の前面側を開放し、背面、左右、上方に下図に示す寸法以上の間をあけてください。
排水ホースを通す部分は、10cm以上離してください。

［消防法基準適合組込形］

浴室など湿気の多い場所や風雨に
さらされる場所には設置しない
感電や漏電による火災の原因となります。水場での使用禁止

警告

※	別売の高さ調整板をご使用の場合には、設置面から水栓まで次の高さが必要です。
	 高さ調整板1セット：＋1.5cm
	 高さ調整板2セット：＋3cm
※	水栓の位置が低くても、本体を横や前方にずらして設置できる場合は問題ありません。
※	水栓の位置が低く本体に当たる場合は、別売の「壁ピタ水栓（CB-L6）」を使用してください。

建築物の可燃物などからの離隔距離は表にかかげる値以上の距離を保ってくださ
い。
この洗濯乾燥機は［消防法設置基準］に基づく試験基準に適合しております。

P6

場	所 離隔距離（cm）
上 方 17

左 方 1

右 方 1

後 方 1

下 方 0
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ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据え付けないでください。
振動や騒音が大きくなり危険です。

直射日光のあたる場所はさけます。
●…プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

冬期、凍結するおそれがある場所はさけます。

ベランダや弱い床、またはタイルなどすべりや
すい場所はさけます。
●…振動や騒音が大きくなったり、本体が移動したり、途中

で止まる原因になります。

（2）	防水パンの寸法（防水パンをご使用の場合）

（4）	しっかりした水平な床

設置面が弱いときは、別売の「補強板」をご使用く
ださい。
床全体が弱いときなどは、工務店などにご相談くだ
さい。

防水パンに設置する場合は、右図の寸法が必要
です。
また、防水パンの内幅寸法により設置方法が異
なりますので、5〜6ページの説明にしたがっ
て必要な部品をご準備ください。

（3）	排水口
排水口の位置の確認と、排水口の清掃をしてください。

洗濯乾燥機を据え付ける前に、排水口の清掃をし
てください。
排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。
放置しておくと排水のエラーや、悪臭の原因にな
ります。定期的な清掃をおすすめします。

520mm以上

570mm以上

側面図

ポイント

P6

ブロックなどの上 傾いた床の上

しっかりした水平な床の上

弱い床の上 凸凹な床の上
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520

684

6mm 3mm

■設置用の別売部品

設置面が弱いときには下記別売部品の補強板をご使用ください。

【Ａ】 【C】【Ｂ】

設置例

防水パンの形状

据付部材
真下排水パイプ

設置方法

高さ調整板

ー（不要）

ー（不要）

ー（不要）
かさ上げ脚
（TW-AS5）

必要な場合があります。
（THP-2またはTHP-3）

必要な場合があります。
（TW-AS3）

本体内部の処理は不要です。
外部ホースを排水口へ接続します。

内部で排水ホースを右出しに付け
換えます。

排水口の位置を確認する

排水口は本体の下

排水口にエルボがある場合

排水口は本体の左横

（THP-2またはTHP-3）

（TW-AS3）

排水口にエルボがない場合

【A】
・そのまま排水ホースを排水口へ接続します。
・エルボがある場合はエルボに接続します。

【B】
・排水ホースを右出しに付け換えた後、排水ホースを
　排水口へ接続してください。

台付き小型防水パンで、
排水口が本体の下方となる
場合

四隅が高い台付き小型防水
パンで、周囲（両壁）に余裕
がない場合

その他のもの

・排水口の位置、エルボ（接続用L字継手）の有無を確認してください。
・本体の設置前には、必ず排水口の清掃をお願いします。

（床置きや、排水口が手前のもの）

【D】

【F】

【C】
真下排水パイプ 高さ調整板（TW-AS3） 壁ピタ水栓（CB-L6）

　THP-2
（長さ254mm）
　またはTHP-3
（長さ438mm）

製品を持ち上げて設置
するときに使用します。

水栓の位置
が低く本体
に当たる場
合に使用し
ます。

かさ上げ脚（保護カバー付）
（TW-AS5）

製品を持ち上げて設置する
ときに使用
します。

●床（真下排水）の場合
「補強板A」TW-R600

●床（真下排水以外）と
　防水フロアー（640mm)の場合
「補強板B」TW-R630

●防水フロアー（幅800mm）
　の場合
「補強板C」TW-R790

●防水フロアー（幅900mm）
　の場合
「補強板D」TW-R890

防水パンなし、または幅広（内幅684mm以上）の防水パンで、
排水口が横寄りの場合

台付き小型防水パンで、
排水口が本体の下方となる場合

四隅が高い台付き小型防水パンで、
周囲（両壁）に余裕がない場合

防水パンなし、または幅広の防水パンで
排水口が本体の下方となる場合

防水パンなしで排水口が本体の下方と
なり、エルボが取りはずせない場合

脚キャップ（42006245）

本体を水平に調整したり、
本体がガタつくときに使用
します。

延長排水ホース
（42040746）

排水ホースを延長したいと
きに使用します。

エルボや排水口

排水口排水口 排水口

（別売部品）

【D】 【F】【E】

必要

必要な場合があります。
（THP-2またはTHP-3）

必要

排水口は本体の右横

【D】
真下排水パイプ（別売）を使用します。
高さ調節板（別売）を使用してください。

600mm 650mm

71mm

630mm 630mm

21mm 21mm

790mm 630mm

21mm

890mm 630mm

エルボの高さを確認します。エルボの上面と本体底面が10mm
以上となるように高さ調整板（別売）にて高さを調整してくだ
さい。10mm以上確保できない場合は真下排水パイプを使用し
てください。このときエルボは取りはずします。エルボが取り
はずせない場合はかさ上げ脚（別売）を使用してください。

エルボの高さを確認します。エルボの上面と本体底面が10mm
以上となるように高さ調整板（別売）にて高さを調整してくだ
さい。10mm以上確保できない場合は真下排水パイプを使用し
てください。このときエルボは取りはずします。

【E】
エルボの高さを確認します。エルボの上面と本体底面が10mm
以上となるように高さ調整板（別売）にて高さを調整してくだ
さい。

かさ上げ脚を使用すると製品の高さが77mm高く
なりますので、水栓の高さを確認してください。
設置方法は同梱の取扱説明書に従ってください。

エルボの高さを確認します。　　エルボの上面と本体底面が10mm以上となるように高さ調整板（別売）にて高さを調整し
てください。10mm以上確　　  保できない場合は真下排水パイプ使用してください。このときエルボは取りはずします。

P11 P7 P12
P15

P14 P13 P15 P17

5.	設置方法と据付部材の選びかた
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520

684

6mm 3mm

■設置用の別売部品

設置面が弱いときには下記別売部品の補強板をご使用ください。

【Ａ】 【C】【Ｂ】

設置例

防水パンの形状

据付部材
真下排水パイプ

設置方法

高さ調整板

ー（不要）

ー（不要）

ー（不要）
かさ上げ脚
（TW-AS5）

必要な場合があります。
（THP-2またはTHP-3）

必要な場合があります。
（TW-AS3）

本体内部の処理は不要です。
外部ホースを排水口へ接続します。

内部で排水ホースを右出しに付け
換えます。

排水口の位置を確認する

排水口は本体の下

排水口にエルボがある場合

排水口は本体の左横

（THP-2またはTHP-3）

（TW-AS3）

排水口にエルボがない場合

【A】
・そのまま排水ホースを排水口へ接続します。
・エルボがある場合はエルボに接続します。

【B】
・排水ホースを右出しに付け換えた後、排水ホースを
　排水口へ接続してください。

台付き小型防水パンで、
排水口が本体の下方となる
場合

四隅が高い台付き小型防水
パンで、周囲（両壁）に余裕
がない場合

その他のもの

・排水口の位置、エルボ（接続用L字継手）の有無を確認してください。
・本体の設置前には、必ず排水口の清掃をお願いします。

（床置きや、排水口が手前のもの）

【D】

【F】

【C】
真下排水パイプ 高さ調整板（TW-AS3） 壁ピタ水栓（CB-L6）

　THP-2
（長さ254mm）
　またはTHP-3
（長さ438mm）

製品を持ち上げて設置
するときに使用します。

水栓の位置
が低く本体
に当たる場
合に使用し
ます。

かさ上げ脚（保護カバー付）
（TW-AS5）

製品を持ち上げて設置する
ときに使用
します。

●床（真下排水）の場合
「補強板A」TW-R600

●床（真下排水以外）と
　防水フロアー（640mm)の場合
「補強板B」TW-R630

●防水フロアー（幅800mm）
　の場合
「補強板C」TW-R790

●防水フロアー（幅900mm）
　の場合
「補強板D」TW-R890

防水パンなし、または幅広（内幅684mm以上）の防水パンで、
排水口が横寄りの場合

台付き小型防水パンで、
排水口が本体の下方となる場合

四隅が高い台付き小型防水パンで、
周囲（両壁）に余裕がない場合

防水パンなし、または幅広の防水パンで
排水口が本体の下方となる場合

防水パンなしで排水口が本体の下方と
なり、エルボが取りはずせない場合

脚キャップ（42006245）

本体を水平に調整したり、
本体がガタつくときに使用
します。

延長排水ホース
（42040746）

排水ホースを延長したいと
きに使用します。

エルボや排水口

排水口排水口 排水口

（別売部品）

【D】 【F】【E】

必要

必要な場合があります。
（THP-2またはTHP-3）

必要

排水口は本体の右横

【D】
真下排水パイプ（別売）を使用します。
高さ調節板（別売）を使用してください。

600mm 650mm

71mm

630mm 630mm

21mm 21mm

790mm 630mm

21mm

890mm 630mm

エルボの高さを確認します。エルボの上面と本体底面が10mm
以上となるように高さ調整板（別売）にて高さを調整してくだ
さい。10mm以上確保できない場合は真下排水パイプを使用し
てください。このときエルボは取りはずします。エルボが取り
はずせない場合はかさ上げ脚（別売）を使用してください。

エルボの高さを確認します。エルボの上面と本体底面が10mm
以上となるように高さ調整板（別売）にて高さを調整してくだ
さい。10mm以上確保できない場合は真下排水パイプを使用し
てください。このときエルボは取りはずします。

【E】
エルボの高さを確認します。エルボの上面と本体底面が10mm
以上となるように高さ調整板（別売）にて高さを調整してくだ
さい。

かさ上げ脚を使用すると製品の高さが77mm高く
なりますので、水栓の高さを確認してください。
設置方法は同梱の取扱説明書に従ってください。

エルボの高さを確認します。　　エルボの上面と本体底面が10mm以上となるように高さ調整板（別売）にて高さを調整し
てください。10mm以上確　　  保できない場合は真下排水パイプ使用してください。このときエルボは取りはずします。

P11 P7 P12
P15

P14 P13 P15 P17

※これらは代表的な設置方法です。一部設置できない場合もあります。

●	下の設置例をご参考に、それぞれの設置方法のページをご覧ください。
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［作業の前に］
・	 内部の端面などでけがをしないために、必ず軍手などの保護具を着用してください。
・	 排水ホースは工場出荷時には、向かって左側にセットしてあります。右側にする場合は付け換え
作業が必要です。

・	 付け換え作業は製品を設置する前に、広い場所でおこなってください。

（1）内部排水ホースの付け換え

下部カバーをはずす

排水ホース先端から、スリーブ→フックの順にはずす

電子ユニットをはずす
電子ユニットの右側1カ所、前面左下部1カ所のネジをはずします。
電子ユニットを手前に引き出してはずし、裏返しにして置きます。

下部カバー

ネジ

排水ホース
スリーブ

排水ホース フック

ネジ

設置例【B】【D】

前面下部のネジ2カ所をはずします。
下部カバーの側面下側を持ち、下側を
手前に引き出してはずします。

1

3

2
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排水ホースを押し込みながら内側に引き出す

排水ホースを本体右側に付け換えた
ホース口を通して引き出す

ホースを本体のホース固定具に上
からはめこんで固定する

お願い
●…ホースを持って強く引っ張ったり、回転させない
でください。継手からホースがはずれ、水もれの
原因になります。

内側にホースを引き出すとき、引っかかり感があるときは、外側からホースを押し込んでください。

本体左側のホース口と本体右側のホースキャップを付け換える
ホース口、ホースキャップは回転させて、取り付け、取りはずします。回転させにくい場合は凹部
にマイナスドライバーなどを差し込んで回してください。

ホース口 凹部にマイナスドライバーを入れる

ホースキャップ

ホース固定具

4

5

7

6

お願い ●…ホースを引き出すとき、金属端面でこすらないように注意してください。

ホース口
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下部カバーを元通り取り
付けて、ネジ止めする

付け換え後は、必ず試運転をおこなって水もれや異常音がし
ないか確認する
設置例【Ｂ】 ： 11ページに記載の「（2）排水口への取り付け」から、手順に従って作業してく

ださい。
設置例【Ｄ】 ： 12ページに記載の「（3）真下排水での設置方法」から、手順に従って作業して

ください。

下部カバー

糸くず

ネジ

フィルター部

11

10

（1）内部排水ホースの付け換え（つづき）

電子ユニットを元通り取り付けて、ネジ止めする
裏返しに置いた電子ユニットを表に戻します。
本体底面のガイドにそって、電子ユニットをはめこんでください。

下部カバーの上部を本体上部の内側に
あるツメに合わせながら、斜め上方向
へはめこみます。
糸くずフィルター部がきちんとはめこ
まれていることを確認してください。

9

ガイド

ネジ

排水ホース先端に、フック→スリーブの順に取り付ける
フックを排水ホース先端側よりはめ込みます。

排水ホース スリーブフック 排水ホース

8
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排水ホースを本体左側に付け
換えたホース口を通して引き
出す

本体右側のホース口と本体左側のホースキャップを付け換える

ホースを本体内部のホース固定
具に下からはめこんで固定する

3

5

4

設置例【B】【D】から【A】に戻す場合

「内部排水ホースの付け換え」手順1〜3をおこなう

排水ホースを押し込みながら内側に引き出す

1

2

P7

手順8

手順5

P9

P8

排水ホース先端に、フック→スリーブの順に取り付ける6

お願い ●…ホースを引き出すとき、金属端面でこすらないように注意してください。
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■排水ホースの延長

●…ホースのこすれに注意してください。
… また、ホースを本体の下に入れないでください。
ホースに穴があくおそれがあります。

お願い

10cm以下

3m以下

段部

スリーブ ここで切る
フック

■排水ホースの処置

排水ホースを排水口に差
し込むときは、フックを
ずらします。

防水パンの場合、ゴムパ
イプの先にスキマをもた
せてください。

ホースの先にスキマをも
たせます。

排水ホースの先端を家庭の排水口に差し込みます。

スリーブ

排水ホース

フック

スキマ
3cm以上

スキマ
3cm以上

ゴムパイプ

スキマ

スリーブ

※排水ホース先端を家庭の
　排水口に差し込みます。

（2）排水口への取り付け

排水口にエルボがない場合

排水口にエルボがある場合

排水口の位置、エルボ（接続用L字継手）の有
無を確認してください。

設置例【Ａ】	（【Ｂ】のつづき）

エルボに外部排水ホースを取り付けます。

●…排水ホースの先端のスリーブは、ホースの先端にスキ
マを持たせるものです。はずさずにご使用ください。

■糸くずフィルターボックスの取り付け

エルボ

外部排水ホース ホースバンド ※必ずホースバンドで固定
してください。エルボと
排水ホースのかん合がゆ
るい場合は、エルボを交
換してください。

排水ホースを本体の下に入れ
たり、よじれ・つぶれのないよ
うに処置してください。

敷居などで、排水ホースが高いと排水できない
ことがあります。

ホースが長い場合は段部で切ってください。
ホースを切ったあと、先端にフックとスリーブ
を付け換えてください。

延長ホースが必要な場合は、別売の排水延長ホー
ス（部品コード42040746）を使用してくだ
さい。
平坦な場所で3mまで延長することができます。

※	先端スリーブを忘れずに差し込んでください。

排水口の糸くずが気になるときは別売の糸くず
フィルターボックス（THB-100）を使用して
ください。排水口のつまりを防ぎます。

コンクリートブロック ホースを側面より
本体下に入れない

ポイント
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（3）真下排水での設置方法
設置例【C】【D】【E】

排水口にエルボがある場合

排水ホースを段部で切ってエルボ側排水ホース切断部に付属
のホース継手とホースバンドを取り付け、エルボに接続する

高さ調整板を準備し、包装用ボル
ト（4本）がはずしてあることを
確認して本体を設置する

側面図

エルボ高さ調整板

10mm以上

エルボの上面と本体底面が10mm以上確
保できるように高さ調整板（別売）を使っ
て高さを調整します。

※	エルボの上面と本体底面が10mm以上確保
できない場合は、エルボを取りはずし真下排
水パイプを準備します。

高さ調整板の準備

はずしかたとはめかた… 手順5

P13

P8

エルボと排水ホースのかん合がゆるい場合は、エルボを交換してください。
排水口が奥にある場合は、延長排水ホースを使用してください。

1

2

「内部排水ホースの付け換え」手順1、2、4をおこなう

本体左側のホース口と付属のホースキャップを付け換える

3

4

この部分は使いません

ここで切る

エルボ側 本体側

ホースバンド

ホース継手

P7、P8
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（3）真下排水での設置方法（つづき）

別売の高さ調整板（TW-AS3）を貼り付ける床面または防水パ
ン上の水、ほこりなどをきれいにふき取る

高さ調整板の両面テープの紙をはがしてから、床面または防
水パン上に固定する
高さ調整板の外周壁内寸が、幅580mm〜
700mm、奥行き480mm〜600mmの位置
に固定してください。
高さ調整板は2枚まで重ねることができます。
設置場所に応じて調整してください（1枚で
15mm、2枚で30mmの高さ調節が可能です）。

480～600mm

580～700mm

お願い
●…高さ調整板は、3枚以上重ねないでくだ
さい。

30mm

排水口にエルボがない場合

1

2

エルボに取り付けた排水ホースに本体側の排水ホースを接続
し、ホースバンドで固定する

エルボ側排水ホース

ホースバンド

ホース継手

本体側排水ホース

ヒートポンプ
ユニット

製品底面開口部

① ヒートポンプユニットの
凸部に当たらないように
正面から見て、左向きに
排水ホースを引きまわす

② 製品底面の開口部
より排水ホースを製
品の下を通して手前
側へ引きまわす

③ 円を描くように
引きまわし、
エルボ側のホース
と接続する

手順9、10P9

排水ホースは、重ねたり折り曲げたりしない
でください。
必ずホースバンドで固定してください。

5

電子ユニット、下部カバーを元通りに取り付ける6

設置例【C】【D】
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真下排水パイプに排水ホースを接続する

包装用ボルト（4本）がはず
してあることを確認後、本体
を設置する

5

7
排水パイプの外周および排水ホースの外周に真下排水パイプ付属の接着剤を均一に塗り、差し
込み後、バンドで固定してください。

排水ホース

真下排水パイプ

ホース側パイプ側

排水ホースを右出しにする場合は、「内部排水ホースの付け
換え」手順1〜8をおこなう

6
P7、P8、P9

真下排水パイプの準備をし、排水口の深さを確認する

排水口排水口

排水口 真下排水パイプ

切断

すき間がないこと

真下排水パイプは、設置場所に合わせた長さの
ものをご用意ください。
排水口が床面より突出している場合は、床面と
同じ高さまで排水口を切断してください。

真下排水パイプが排水口に当たる場合や、底と
の間にすき間がない場合は、真下排水パイプ先
端（エルボ側）を切り、調整してください。

P6

3

4 真下排水パイプを排水口に取
り付る

真下排水パイプ
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（3）真下排水での設置方法（つづき）

包装用ボルト（4本）がはず
してあることを確認後、本体
をかさ上げ脚または、防水パ
ンの上に設置する

かさ上げ脚の組み立てかたは、かさ上げ脚に付
属の取扱説明書をご覧ください。

設置例【F】

3

排水ホースを段部で切ってエルボ側排水ホース切断部に付属
のホース継手とホースバンドを取り付け、エルボに接続する

別売のかさ上げ脚（TW-AS5）を
貼り付ける床面の水、ほこりな
どをきれいにふき取り、かさ上
げ脚を組み立てて設置する

1

2

この部分は使いません

ここで切る

エルボ側 本体側

ホースバンド

ホース継手

手順9、10P9

排水ホースを右出しにした場合は、電子ユニット、下部カバー
を元通り取り付けて、ネジ止めする

8

エルボと排水ホースのかん合がゆるい場合は、エルボを交換してください。
排水口が奥にある場合は、延長排水ホースを使用してください。
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お願い
●…ホースを持って強く引っ張ったり、回転させないでください。継手からホースがはずれ、
水もれの原因になります。また、ホースを引き出すとき、金属端面でこすらないでくださ
い。

排水ホースを押し込みながら内側に引き出す
内側にホースを引き出すとき、引っかかり感があるときは、外側からホースを押し込んでください。

本体左側のホース口と付属のホースキャップを付け換える

エルボに取り付けた排水ホースに本体側の排水ホースを接続
し、ホースバンドで固定する
排水ホースは、重ねたり折り曲げたりしない
でください。
必ずホースバンドで固定してください。

5

6

7

下部カバー、電子ユニットをはずす4
手順1、2P7

電子ユニット、下部カバーを元通りに取り付ける8
手順9、10P9

はずしかたとはめかた… 手順5P8

エルボ側排水ホース

ホースバンド

ホース継手

本体側排水ホース

ヒートポンプ
ユニット

製品底面開口部

① ヒートポンプユニットの
凸部に当たらないように
正面から見て、左向きに
排水ホースを引きまわす

② 製品底面の開口部
より排水ホースを製
品の下を通して手前
側へ引きまわす

③ 円を描くように
引きまわし、
エルボ側のホース
と接続する
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6.	水平・ガタつきの確認
■設置の際は本体が水平になるように、
	 またガタつかないように脚の調整を
	 おこなってください。
	 本体手前の2箇所の脚が調整可能です。

■設置場所が狭く調整しにくい場合は、設置場所の手前で一旦調整し
ておき、設置後に再調整することをおすすめします。

■脚の調整は、本体上部を支えながらおこなってください。
	 本体底部は持たないでください（2人作業）。

本体が水平になるよう脚
を調整する

本体の水平を確認する
●…水準器などで、本体が水平に設置されていることを確認してください。
●…水準器がない場合は、下の方法で水平を確認してください。

調整脚

①左右の水平の確認

●

● まっすぐな棒に長い糸を取り付け、
先端におもりを付けます。

天板から糸をたらし、a と b の差が
1cm 以内になるように脚を調整し
ます。

a

b

②前後の水平の確認
●

●

おもりを付けた糸を本体前面にたらします。
糸が本体の中心にくるようにしてください。

天板と前ふたの境目より 30cm の位置から糸
をたらし、c（下部カバー段差面と糸の距離）
が 6.0cm～9.0cm になるように脚を調整し
ます。

c

30cm

前ふた

天板

下部カバー
段差

●…本体前側は右図のように調整用脚で調整
してください。

●…調整したあとは必ず脚ナットを③の方向
に回してしっかり固定してください。ま
た、本体前側の底部が床に当らないよう
に調整してください。当っていると振動
や異常音の原因になります。

●……本体後ろ側の脚を調整する場合は、別売
の脚キャップを使用してください。
※脚キャップは調整用脚（本体前側の2
箇所）には取り付けできません。

●…防水パンに設置するときは、脚が防水パンの
アール面にかからないようにしてください。

③締まる①ゆるむ

低くなる高くなる
②

脚ナット

脚キャップ（別売）

6mm

3mm

部品コード
42006245
（各2個同梱）

重ねて使用する場合は
6mmを3mmの上に重
ねてください。

1

2

本体底面から手
足などを押し込
まない
けがをするおそれ
があります。

押し込まない

注意

脚ナットを
しっかり締
め込んで脚
を固定して
ください

防水パン アール面
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感電事故防止のためにアース線を
取り付けてください。
アース線は、電源プラグをコンセ
ントから抜いた状態で取り付けて
ください。

販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電
気工事士によるD種接地工事が必要です（費用は有料で
す）。

アース端子 アース線

8.	電源コードの接続

電源は交流100Vで定格15A以上のコ
ンセントを洗濯乾燥機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因
となります。また、他の器具と併用する
と分岐コンセント部が異常発熱して発火
することがあります。

7.	アース線の取り付け

電源コードを傷めない
電源コードを傷付けたり、破損したり、加
工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、たばねたりしないでくださ
い。また、金属部にかけたり、重い物をの

せたり、挟み込んだりしないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源プラグを、ぬれた手で抜き差
ししない
感電やけがをするおそれがあります。

傷んだ電源コードや電源プラグ、
ゆるんだコンセントは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグを、根元まで差し込む
ゆるんでいると感電・ショート・発火の原因
になります。

■	感電防止のためアース線を取り付ける

■	アース端子がないときは
●…ガス管、電話線や避雷針、水道管にはアース
線を接続しないでください（法令などで定
められています）。

お願い

本体の対角を押え、ガタつきがないか確認する
●…製品の対角を両手で交互に力強く押さえ、揺れ具合を反対側の対
角と比較します。両方の対角で同じ揺れ具合であれば調整の必
要はありません。

●…揺れ具合に違いを感じるときは、揺れ具合の大きい方の対角の脚
が浮いていますので、調整脚で高さ調整をおこなってください。

●…製品が水平に据え付けられていても、設置状況により揺れ具合が
異なる場合があります。

	 必ずガタつきと揺れ具合を確認してください。

ポイント

3

コンセントは専用で

傷つけ禁止

禁　止

使用禁止

強　制

アース線が取り付けられているか確認する
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

アース線の取り付けは、電気
工事店または販売店に相談し
てください。アース線の接続を確認する

警告
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9.	給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。ワンタッチ給水栓ジョイントがすでに
水栓に取り付けられている場合は、必ず別売の「給水栓ジョイント」（CB-J6）に交換し
てください。交換しないと給水ホースがはずれて思わぬ被害を招くことがあります。
＊	取り付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買い上げの販売店または、東芝生活家電ご相談
センターにご相談ください。

●…引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、
ノズルとリングのすき間が約4mmになるよう
にノズルをゆるめてから、上記内容に従って取
り付けてください。
… 水もれを防ぐためです。

■ホース継手の取り付け

お願い

■本体への取り付けかた

給水ホースのロックレバーを押し、

①そのままの状態でスリーブを引き下げて
②ホース継手からはずす

蛇口の直径を確認する
●…蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングを
はずします。

ホース継手のネジ4本をゆるめ、蛇口に
押しあてる

ノズルとリングのすき間が約4mmにな
るようにネジ4本を均等に締め付ける
●…壁側になるネジ1本を前もって調整しておくと
取り付けやすくなります。

●……取り付けるときには、水栓に無理な力がかから
ないように注意してください。

継手シールをはがし、ノズルを矢印方向
へ回して、しっかり締め付ける

ノズルとリングのすき間が2mm以下に
なっているかを確認する
●…ノズルとリングのすき間が広いと水もれのおそ
れがあります。

●…使用中水もれした場合は、さらに締め付けてく
ださい。

●…ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直し
ても不具合なときは、ホース継手を取り換えて
ください。

■給水ホースの取り付け

給水口ナット

給水口

給水ホース

給水ホースを本体の給水口に
取り付ける

●……給水ホースの先についている給水口ナット
を本体の給水口にしっかり締め付けます。

1 1

2

3

4

5

6

ポイント
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お願い ●…水栓は運転終了後、必ず締めてください。
●…水栓が合わない場合は、お買い上げ販売店または、東芝生活家電
ご相談センターにご相談ください。

●…給湯機設備には取り付
… けないでください。
●…洗濯乾燥機専用水栓の
… 設置には、別売の
　「分岐水栓」（JB-11）
… の利用をおすすめします。

分岐水栓

ホース継手

ホース継手

スリーブロック
レバー

給水ホース

①
②

約2mm以下

ノズル

リング

■給水ホースのつなぎかた

スリーブを引き下げたまま、
給水ホースを差し込む

スリーブを離し“パチン”と
音がするまで押し上げる

ロックレバーがノズルに掛かっ
ていることと、ホースを下に引
いても抜けないことを確認する

本体の電源は入れないで、水栓を開きホース継手など
から水もれがないことを確認する
●…一度水を通してからホースをはずすと水が飛び散ります。
●…給水ホースを延長したいときは、別売の給水延長ホースを使用してください。

ノズル

スリーブ
ロック
レバー

①
②

■水栓の形状：横水栓が適しています。

横水栓 角口水栓

16mm以上必要です。 ワンタッチ給水栓
  ジョイント（一例）

自在水栓
万能ホーム
水栓

ワンタッチ
給水栓

●…自在水栓、万能ホーム水栓、ワンタッチ給水栓に取り付けの場合は別売の
「給水栓ジョイント」（CB-J6）を使用してください。
●…緊急止水弁付洗濯機用水栓で、一部当社継手と合わないものがありますの
で確認してください。

●…水栓の位置が低く本体に当たる場合は、別売の壁ピタ水栓（CB-L6）を使
用してください。

約4mm

約4mm

継手シールノズル

リング

リング
別リング

ネジ

運転の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分
のゆるみや水もれのないことを確認する
ねじやホース接続などのゆるみがあると水もれして
思わぬ被害を招くことがあります。

水もれ確認

注意

1

2

3

4

P6
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包装用ボルト
12

3 45

1

2

87

6

9 10

9 10 11

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が本体より
高い位置で使用しない

サイフォン現象により、
ポンプ運転が終わって
も水が出続け、床をぬ
らして、思わぬ被害を
招くことがあります。

10.	チェック項目
注意

使用禁止

アース線
アース線は取り付けてありますか？
感電防止のため、必ずアース線を取り付けてください。

電源コード

1

2

交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使っていますか？
コンセントの緩みや電源コード・プラグの傷みはありませんか？

●印は電話での
お問い合わせが
多い項目です。

チェック

チェック
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試運転で異常音や水もれはありませんか？
正常に排水されていますか？

（電源コード線やアース線、ホースが製品に接触していませんか？）

コンクリート
ブロック

ホースを側面より
本体下に入れない

排水ホース

本　体

給水ホース、ふろ水ホース

3 水栓側及び本体の給水ホース接続部に水もれはありませんか？

4 濁った水が出ませんか？

5 ふろ水ポンプは正常に作動し、ふろ水ホースの水もれはありませんか？

6 排水口に、ごみがたまっていませんか？

7

12

排水ホースを本体の下に入れたり、よじれ、つぶれはありませんか？

包装用ボルトを4本はずしましたか？

8 排水ホースが10cm以上持ち
上がっていませんか？

9 本体の対角を押さえたときに
ガタついていませんか？

10 脚ナットはしっかり
締まっていますか？

11

10cm以下

（ホースが破れるおそれがあります） （排水が悪くなります） （ホースが破れるおそれがあります）

P19

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

チェック

※脚が防水パンに乗り上げていませんか？

脚ナットをしっかり
締め込んで脚を固定
してください
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11. 試運転の実施

J247052704-1〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

ランドリー事業部

3-   ,5-1 1

4-   ,
7-

1

2

3-   ,5-   225- 3 3- 3 13-   ,5-   ,7-4 4

包装用ボルト（4本）がはずしてあることを確認する

電源「入」ボタン（5-①）、「洗濯」ボタン（5-②）、「脱水」
ボタン（5-③）の順に押し、「スタート」ボタン（5-④）を
押す

約5分間運転してドアや本体などから水もれがないことを確
認し、電源「切」ボタン（4-①）を押す

電源プラグを差し込み、水栓を開いて給水ホース部から水も
れがないことを確認する

電源「入」ボタン（3-①）、「洗濯」ボタン（3-②）の順に押し、
ダイヤル（3-③）を回して「標準」を選んだら、「スタート」
ボタン（3-④）を押す
●	約1分後に給水が始まります。

■ 「洗い」「脱水」運転の確認をしてください。

1

2

3

4

5

6

7

以上で試運転は終了です。

排水が始まっても排水ホース部から水もれがないこと、脱水
運転中に、異常音や異常振動がないことを確認する

脱水運転中に「スタート/一時停止」ボタン（7-①）を押し、
ドラムの回転が停止したあとでドアロックが解除されること
を確認して、電源「切」ボタン（7-②）を押す
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