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据え付けをされる方へ

●	この据付説明書、包装用ボルト、および工具は据え付け後も「取扱説明書」と共に大
切に保管してください（引っ越しや排水口の点検時などに対応するためです）。

お客様へ

●…この据付説明書はTW-117X5Lで説明しています。
●…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行ってください。
●…据え付け終了後、この据付説明書、包装用ボルト、および工具を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
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※…R（ドア右開き）
の場合

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　TW-117X5：89kg、TW-117V5/E4：88kg	）

●…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、下部カバー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
あとの穴（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、本体が移動したり
壊れるおそれがあります。

1.	各部の寸法と付属品
■	各部の寸法

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）

フックカバー

ポイント

包装用ボルト

●…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600mmです。

●…抗菌剤入りふろ水用給水ホースは抗菌加工がされています。
… 抗菌について●試験依頼先/一般財団法人…ボーケン品質評価機構●試験方法/JIS…Z…2801に基づくフ
ィルム密着法●抗菌方法/抗菌剤の樹脂への練り込みによる●対象部分/ふろ水用給水ホース先端部●試
験結果/菌の減少率99％以上
＊これにより、防カビ・防汚・防臭・ぬめり防止などの効果を示すものではありません。

おしらせ

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

注意

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
ホース継手

排水ホースどうしの接続に
使います。

1個

部品コード番号
42049062

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。

2個

部品コード番号
42048317

工具

包装用ボルトの取りはずし
に使います。

1個

部品コード番号
42081201

抗菌剤入りふろ水用給水ホース
フィルター付き4mタイプ

ふろ水の給水に使います。

1個

部品コード番号
42040829

部品コード番号
42040673

部品コード番号
42044474（W）
42044821（T）

給水ホース（0.8m）・
ホース継手付き

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

カバーの取り付けに使います。

ネジセット安全カバー付き

包装用ボルトをはずした
あとの穴をふさぎます。

4個

部品コード番号　42089046

4個

お手入れブラシ

乾燥内部フィルターの掃除
に使います。

部品コード番号
42081208

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。

1個

部品コード番号
42081221

必ず手掛けを持ってください

下部カバーを持つと破損します
1個
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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：
19cm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］

しっかりした水平な床の上に設置してください。
ガタつきがあると、振動が大きくなり本体が移動したり、
異常音が出たりします。
また、途中で止まる原因になります。

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。

（2）	防水パンの寸法（防水パンをご使用の場合）

（4）	設置面や設置環境の確認

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
洗濯機を据え付ける前に、排水口の位置を確認してください。	
また、排水口内部と排水口部品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

※	設置面から水栓までの高さ寸法について、別売の「高さ調整板」をご使用の場合、高さ調整板1セットにつき、
「＋1.5cm」の高さが必要になります。高さ調整板は、2枚まで重ねることができます。
※	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。	P6

ポイント

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。

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。P6

場	所
可燃物からの
離隔距離（cm）

上 方 19

左 方 1

右 方 1

後 方 1

下 方 0

高い床の上 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

浴室などの湿気が多い場所や風雨に
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になります。水場での使用禁止

警告

排水口
排水口内部も
清掃してください。

●排水口位置
●排水口内部 ●排水口部品

高い床の上や、ブロックや角材、レンガの上など不安定
な場所に設置すると、振動が大きくなり本体が移動して
倒れたり、異常音が出たりします。また、ベランダや弱い
床、タイルなどすべりやすい場所はさけます。

高い場所には設置しない
脱水時の異常振動による本体の移動や…
落下で、けがや本体・家屋などの破損、
水もれなどのおそれがあります。

注意

禁　止

排水口の位置によって本体の下にすき間を持たせる場合は、必ず
別売の「高さ調整板」や「かさ上げ脚」をご使用ください。P6
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520

684

600mm 650mm

71mm

630mm 630mm

21mm 21mm

790mm 630mm

21mm

890mm 630mm

【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-AS6）

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あと、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】

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

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。
※本体左側にスペースがない場合は、
　排水ホースを付け換えてください。

エルボの高さを確認します。エルボ上面と本体底面が10mm以
上となるように高さ調整板（別売）で調整してください。10mm
以上確保できない場合はエルボを取りはずして真下排水パイ
プを使用してください。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。
※真下排水パイプ使用時、本体左側にスペースがない場合は
排水ホースを付け換えてください。

エルボの高さを確認します。エルボ上面と本体底面が10mm以
上となるように高さ調整板（別売）で調整してください。10mm
以上確保できない場合はエルボを取りはずして真下排水パイ
プを使用してください。

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

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。

■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。

給水栓ジョイント（CB-J6）

水栓が万能ホーム水栓、ワン
タッチ式給水栓、自在水栓、
カップリング横水栓の場合に
使用します。

●床（真下排水）の場合
「補強板A」TW-R600

「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

排水延長ホース
（42040746）

排水ホースを延長したいと
きに使用します。

●床（真下排水以外）と
　防水フロアー（640mm)の場合

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-AS6）

製品を持ち上げて設置する
ときに使用します。

P10 P7 P11
P14

P19

P13 P12 P14 P20

※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。
5.	設置方法と据付部材の選びかた
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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、広い場所で行ってください。

（1）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

下部カバーネジ

つまみ

排水ホース
スリーブ

排水ホース フック

設置例【B】【D】

前面下部のネジ1カ所をはずします。
下部カバーのつまみ2カ所を持ち、つ
まみをつかみながら手前に引き出して
はずします。

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
下からはめこんで固定する

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

1

2

4

6

5

ホース口

●…ホースを強く引っ張ったり、回転させないでください。内部のホース接続部からホースが
はずれ、水もれの原因になります。

お願い

排水ホースを固定具からはずし、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。

3

ホース固定具

●…ホースを強く引っ張ったり、回転させないでください。内部のホース接続部から
ホースがはずれ、水もれの原因になります。

お願い
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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、必ず試運転を行って水もれや異常音がしない
か確認する
設置例【Ｂ】 ： 10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】 ： 11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。

9

8

設置例【B】【D】から【A】に戻す場合

（1）排水ホースの付け換え（つづき）

「排水ホースの付け換え」の逆手順を行う1

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

7

P7〜P9

■排水ホースの延長

3m以下

スリーブ

段部

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
イプの先にすき間をもた
せてください。

ホースの先にすき間をも
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

すき間
3cm以上

すき間
3cm以上

ゴムパイプ

すき間

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、ホースの先端にすき
間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

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。

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。

ポイント

ホースを側面より
本体下に入れない

コンクリートブロック

●…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

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。

下部カバーネジ

つまみ
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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4

P12

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、排水延長ホースを使用してください。

1

2

「排水ホースの付け換え」手順	
1〜3を行う

本体左側のホース口をはずし、付属のホースキャップに付け
換える

3

4

ここで切る

エルボ側
本体側

この部分は使いません

ホースバンド

ホース継手

手順実施後、エルボ側排水ホースと製品側排水
ホースの各切断部が、製品の前側にあることを
確認します。

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

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

手順8P9

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。防水
パンからはみださないようにしてください。

5

下部カバーを元通りに取り付ける6

設置例【C】【D】

●…高さ調整板は、3枚以上重ねないでくだ
さい。

お願い

P7
ホースバンド

ホース継手
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真下排水パイプに排水ホースを接続する

（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、「排水ホースの付け換え」
手順1〜7を行う

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

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。
排水ホース接続のため、前側カバー（厚みの薄いもの）は途中で一度取りはずしますが、かさ
上げ脚の間を正しい間隔にするため、必ず本体設置前に取り付けてください。

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-AS6）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

エルボ側 本体側

この部分は使いません

ここで切る

ホースバンド

ホース継手

手順8P9

排水ホースを右出しにした場合は、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、排水延長ホースを使用してください。

前側カバー
（厚みの薄いもの）

厚みの薄いかさ上げ脚カバーが前側に来るよう
に設置してください。

下部カバーをはずす4 手順1P7
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本体左側のホース口をはずし、付属のホースキャップに付け
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。

7

8

10

（3）真下排水での設置方法（つづき）

「排水ホースの付け換え」手順2〜3を行う6

下部カバーを元通りに取り付ける 手順8P9

はずしかたとはめかた… 手順4P8

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

6.	水平・ガタつきの確認

TW-AS6の前側カバーをはずす5

② 前側カバー下両端をつまみ、
手前に引いて前側カバーを
取りはずします

① かさ上げ脚に差し込んでいる
部分をはずします

差し込み部

TW-AS6の前側カバーを取り付ける
前側カバーの差し込み部をかさ上げ脚上側に差し込む際にかさ上げ脚の防振クッションが持ち上
がらない場合は、マイナスドライバーなどを差し込んで、持ち上げてください。

9

② 下の両端を押し、
前側カバーを
押し込みます

① 前側カバー後ろ側
下の両端をかさ上げ
脚の間に入れます

③ かさ上げ脚に
前側カバーを
差し込みます

差し込み部

差し込み部

防振クッション
（4カ所）

P7

■	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行ってください。
本体手前の2カ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、設置場所の手前でいったん
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行ってください。
	 本体底部は持たないでください（2人作業）。

調整脚

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。

1

a

b

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。

c

前ふたと下部
カバーの境目

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。

● 天板と操作パネルの境目より30cm の位置から糸を
たらし、c（前ふたと下部カバーの境目と糸の距離）が
2.0cm～5.0cmになるように脚を調整します。

前ふた

天板

下部カバー

操作パネル
30cm

本体が水平になるよう脚を
調整する
●…本体前側は右図のように調整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…
底部が床に当たらないように調整してください。
当たっていると振動や異常音の原因になります。

●…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。

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行ってください。

●…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

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

2
③締まる①ゆるむ

低くなる高くなる
②

脚ナット 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

次のことはしない
（火災・感電・けがの原因）

●…電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
●…電源コードを傷付けない
・…破損させない
・…加工しない
・…引っ張ったり、無理に曲げたりしない
・…ねじったり、束ねたりしない
・…重いものを載せたり、はさみ込んだりし
ない

・…金属のものに引っ掛けない
・…熱器具に近づけない

●…延長コードの使用、テーブルタップなどに
よるタコ足配線はしない

7.	アース線の取り付け

次のことを守る
（火災・感電・けがの原因）

●…交流100V・定格15A以上のコンセント
を単独で使う

●…電源プラグは根元まで確実に差し込む
●…電源プラグを抜くときは、電源プラグを持…
って抜く

●…お手入れのときは、電源プラグをコンセン
トから抜く

●…電源プラグの刃と刃の取り付け面に付い
たホコリは、定期的に乾いた布でよく拭き
取る

■	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

指　示

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原因になります。

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

警告

●…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

禁　止

ゆるんだコンセントは使わない
（火災の原因）

コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店…
または電気工事店に修理を依頼してください。…
（工事費は本体価格に含まれません。）

禁　止

傷んだ電源コード、電源プラグ
は使わない
（火災・感電の原因）

販売店または東芝生活家電ご相談センターに
点検・修理を依頼してください。

禁　止 プラグを抜く

長期間使わないときは、電源プ
ラグをコンセントから抜く
（絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因）

9.	給水ホースの取り付け
●…近年、水栓に関わる水もれトラブルが多く発生していますので、給水ホースを取り付けるときは、次の事項をお守りください。
… ※下記の事項を守らない場合の保証はいたしかねます。

使う前に水栓を開き、給水ホースの接続部がゆるんでないことを確認する

ネジやホース接続などがゆるんでいると、床などへの水もれ、故障の原因になります。
・…運転終了後は、水栓を閉じてください。確　認

注意

■	給水ホースの本体への取り付け

（1）	ホース継手が使用可能な水栓（横水栓、角口水栓）の場合

給水口
ナット

給水口

給水ホース

横水栓 角口水栓

16mm以上必要です。

ロックレバー

ホース継手

スリーブ

給水ホース

ネジ

ネジ

別リング

リング

継手シール

約4㎜

ノズル

リング 約2㎜以下

給水ホースの先に付いている給水口ナットを本体
給水口のネジにかぶせて、しっかり締める
●…締め付けが不十分な場合は、水もれの原因になります。
●…取り付け後に給水ホースを動かす場合は、給水口ナットが
ゆるまないように固定して動かしてください。

給水ホースのロックレバーを押しながらスリーブを
引き下げ、給水ホースからホース継手をはずす

蛇口の直径を確認する
●…蛇口の直径が大きいときは、別リングをはずして
ください。

ホース継手の4本のネジをゆるめて蛇口に押しあて、ネジ4本を
均等に締めた後、継手シールをはがす
●…このときノズルとリングのすき間が約4ｍｍであることを確認してください。
●…壁側のネジ1本をあらかじめ調整しておくと取り付けやすくなります。
●…水栓がパッキンの中心になるようにネジを均等にしっかり締め付けてください。

ノズルを右に回して締め付ける
ノズルとリングのすき間が2mm以下であることを確認する
●…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。

1

1

2

3

4

蛇口が大きいとき

■	給水ホースの水栓への取り付け

●…付属のホース継手を使って取り付けてください。
●…給水ホースとホース継手を確実に取り付けないと、水もれの原因になります。

ポイント
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■	給水ホースとホース継手（洗濯機用水栓）のつなぎかた

（2）	ホース継手が使用できない水栓（万能ホーム水栓、自在水栓、
カップリング横水栓）の場合

ノズルロックレバー

スリーブ

①
②

スリーブを引き下げたまま、給水ホースを差し込む（①）

スリーブを離し	“	パチン	”	と音がするまで押し上げる（②）
●…ロックレバーがノズルにかかっていること、ホースを下に引いても抜け
ないことを確認してください。

水栓を開き、ホース継手などから水がもれないことを確認する
●…水を通した後にホースをはずすと、水が飛び散ります。
… 給水ホースのはずしかたは、取扱説明書を参照してください。（「お手入れ」の「給水口」）

1

2

3
●…別売の「給水栓ジョイント（CB-J6）」を使って取り付けてください。
●…取り換えないと、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。

P6

②

①

給水栓ジョイント（CB-J6）

③

万能ホーム水栓

先端が弱いのでホース
継手がはずれて水もれ
のおそれがあります。
回転部から水もれの
おそれがあります。

先端のパイプを
はずし、CB-J6
を取り付けます。

自在水栓

回転部から水もれの
おそれがあります。

先端のパイプをはずし、
CB-J6の①、③を取り
付けます。

カップリング横水栓

ホース継手のネジが
正しい位置に取り付
けられず、水もれの
おそれがあります。

カップリングを
はずし、CB-J6の
①を取り付けます。

●…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。
●…給湯器に給水ホースを取り付けないでください。
●…洗濯機給水専用に水栓を分岐する場合は、別売の｢分岐水栓（JB-
11）」のご利用をおすすめします。

●…給水ホースを延長するときは、別売の「給水延長ホース」をお使い
ください。

●…水栓の形状が合わないときや、取り付けが確実にできないとき、
ホース継手を取り換えるとき、水もれが発生するときは、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。

お願い P6

分岐水栓（JB-11）

壁ピタ水栓（CB-L6）

●…引っ越しなどで再度ホース継手を取り付けるときは、水もれを防ぐため、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、左の手順に従って取り付け
てください。

お願い

約4mm

●…使用中に水もれするときは、ノズルをさらに締め付けてください。
●…ホース継手のネジやノズルを締め直したり付け直したりしても水もれするときは、ホース継手を取り換え
てください。

おしらせ

給水ホース取付前に、必ず水栓のジョイント部を確認してください。
●…水栓のジョイント部に汚れ、異物、サビ、傷があると、水もれの原因になります。
●…汚れ、異物、サビは濡れた布でよく拭き取ってから、給水ホースを取り付けて
ください。

●…拭き取れない場合や傷がある場合は、新しい水栓に取り換えてください。

お願い

汚れ、異物、サビ、傷

ジョイント部

9.給水ホースの取り付け（つづき）

●…水栓メーカーによる洗濯機用水栓の場合でも適合しないものがあります。
日本電気工業会規格JEM1206に準拠した水栓をご使用ください。…
特につばがないものは使用できません。

●…止水弁付洗濯機用水栓で、一部当社継手と合わないものもありますので確認してください。

※ 止水弁付きは、給水ホースが抜けると
自動的に給水が止まります

洗濯機用水栓  つば・止水弁あり

止水弁

つば

給水ホースがはずれて
水もれのおそれがあります。

先端のパイプをはずし、
CB-J6を取り付けます。

洗濯機用水栓  つばなし（ワンタッチ式給水栓）

（3）	給水ホースを直接差し込める水栓（洗濯機用水栓）の場合
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9 10 11
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12 1

2

包装用ボルト

浴槽の水位面が本体より高い位置でふろ水用給水
ホースを使わない

サイフォン現象により、ホ
ースから水が出続け、床
などの家屋や家具などを
ぬらしたり、破損したりす
るおそれがあります。

10.	チェック項目
注意

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？
コンセントのゆるみや電源コード・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。

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？）

ホースを側面より
本体下に入れない

コンクリートブロック

排水ホース

本　体

給水ホース、ふろ水用給水ホース

3 水栓側およ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、ふろ水用給水ホースの水もれはありま
せんか？
発泡、ゼリー、とろみタイプなどの入浴剤は使用しないでください。ふろ水が給水されない場合が
あります。

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）

P23

P2

P18〜 20

P17

P17

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

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

P10

P10

P4

P16

P16
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11.	試運転の実施

J247103602

包装用ボルト（4本）がはずしてあること、ドラム内に付属品などが何もはいって
いないことを確認する

を押す
●…残り時間が表示され、運転を開始します。

と を同時に約3秒間押す
●…ブザーが「ピピピッ」と鳴り、「据付試運転モード」に設定されます。

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

電源を入れる

を押す

■	「据付試運転モード」で、運転確認をしてください。
※TW-117V5/E4の場合も、同じ名前のボタンを押してください。

1

2

3

4

5

6

7

8

運転時、ドアや本体、排水ホース接続部からの水もれがないことを確認する

脱水運転中に異常音や異常振動がないことを確認する

運転終了はブザーでお知らせ

〒 210-8543　神奈川県川崎市川崎区駅前本町 25-1

洗濯機事業部

3

645

3

645

TW-117X5

TW-117V5
TW-117E4

※…この操作パネルは…
TW-117V5のものです。
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