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洗濯・脱水 10.0kg
乾燥容量 6.0kg

幅640×奥行729×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行729×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)

●「マイクロ高圧洗浄」で衣類にやさしく
　繊維の奥の汚れもしっかり落とします

洗濯・脱水 10.0kg
乾燥容量 6.0kg

幅640×奥行729×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行729×高さ1,114mｍ(排水ホース含む)

●衣類にやさしい「マイクロ高圧洗浄」
＆洗濯槽自動お掃除機能新搭載！

165,000円

(

税
込)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-H10F(WL)(WR)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-H10F(WL)(WR)

150,000円(税別)
198,000円

(

税
込)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-H10G(WL)(WR)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-H10G(WL)(WR)

180,000円(税別)

洗濯・脱水 12.0kg
乾燥容量 7.0kg

洗濯・脱水 12.0kg
乾燥容量 6.0kg

幅735×奥行620×高さ1,070mｍ(排水ホース含む)幅735×奥行620×高さ1,070mｍ(排水ホース含む)

●アイロンがけしていた服も、シワを
伸ばしてきれいに仕上げる「風アイロン」

幅630×奥行716×高さ1,065mｍ(排水ホース含む)幅630×奥行716×高さ1,065mｍ(排水ホース含む)

●乾燥フィルターをなくして
お手入れがらくになった「らくメンテ」

426,800円

(

税
込)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-X11A(TL)(SL)(SR)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-X11A(TL)(SL)(SR)

388,000円(税別)

洗濯・脱水 11.0kg
乾燥容量 6.0kg

幅640×奥行739×高さ1,115mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行739×高さ1,115mｍ(排水ホース含む)

●「液体洗剤自動投入」と
　3つの自動お掃除でラク家事

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

風呂水
ポンプ

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

風呂水
ポンプ

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

風呂水
ポンプ

日立
ドラム式洗濯乾燥機
BD-NX120HL/R(N)

日立
ドラム式洗濯乾燥機
BD-NX120HL/R(N)

363,000円

(

税
込)

330,000円(税別)

洗濯・脱水 12.0kg
乾燥容量 6.0kgアクア

ドラム式洗濯乾燥機
AQW-DX12N(K)(W)

アクア
ドラム式洗濯乾燥機
AQW-DX12N(K)(W)

327,800

●「Aiウォッシュ」機能搭載、10種の
　センシングで、自動で最適な仕上がりに
幅595×奥行685×高さ943mｍ(排水ホース含む)幅595×奥行685×高さ943mｍ(排水ホース含む)

円

(

税
込)

298,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

洗濯・脱水 12.0kg
乾燥容量 6.0kgアクア

ドラム式洗濯乾燥機
AQW-D12N(W)

アクア
ドラム式洗濯乾燥機
AQW-D12N(W)

272,800

●コンパクトなのに大容量
「まっすぐドラム」
幅595×奥行685×高さ943mｍ(排水ホース含む)幅595×奥行685×高さ943mｍ(排水ホース含む)

円
(

税
込)

248,000円(税別)

アクア
8.0kg
ドラム式洗濯機
AQW-F8N(W)

アクア
8.0kg
ドラム式洗濯機
AQW-F8N(W)

110,000円
(

税
込)

洗濯・脱水 8.0kg

幅595×奥行611×高さ866mｍ(排水ホース含む）幅595×奥行611×高さ866mｍ(排水ホース含む）

●ムラなくキレイな仕上がりに
「 3ステップ洗浄」

100,000円(税別)

乾燥機能なし乾燥機能なし

日立
ドラム式洗濯乾燥機
BD-SX120HL/R(W)

日立
ドラム式洗濯乾燥機
BD-SX120HL/R(W)

341,000円

(

税
込)

310,000円(税別)

338,800円

(

税
込)

パナソニック
ドラム式洗濯乾燥機
NA-VG2700L/R(K)(S)

パナソニック
ドラム式洗濯乾燥機
NA-VG2700L/R(K)(S)

308,000円(税別)

洗濯・脱水 10.0kg
乾燥容量 5.0kg

幅639×奥行665×高さ1,050mｍ(排水ホース含む)幅639×奥行665×高さ1,050mｍ(排水ホース含む)

●｢スマホで洗濯｣機能を搭載した空間を
美しく演出する「キュービックフォルム」

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

風呂水
ポンプ

360,800円

(

税
込)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-V11A(NL)(NR)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-V11A(NL)(NR)

328,000円(税別)

洗濯・脱水 11.0kg
乾燥容量 6.0kg

幅640×奥行739×高さ1,115mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行739×高さ1,115mｍ(排水ホース含む)

●「液体洗剤自動投入」と
　自動お掃除でラク家事

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

286,000円

(

税
込)

パナソニック
ドラム式洗濯乾燥機
NA-VG770L/R(H)

パナソニック
ドラム式洗濯乾燥機
NA-VG770L/R(H)

260,000円(税別)

洗濯・脱水 7.0kg
乾燥容量 3.5kg

幅639×奥行600×高さ1,050mｍ(排水ホース含む)幅639×奥行600×高さ1,050mｍ(排水ホース含む)

●「キュービックフォルム」のマンション
　にも設置しやすい奥行きスリムモデル

148,500円

(

税
込)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-S7G(NL)(WL)(WR)

シャープ
ドラム式洗濯乾燥機
ES-S7G(NL)(WL)(WR)

135,000円(税別)

洗濯・脱水 7.0kg
乾燥容量 3.5kg

●真下排水にも対応、
奥行スリムなコンパクトドラム

幅640×奥行600×高さ1,039mｍ(排水ホース含む)幅640×奥行600×高さ1,039mｍ(排水ホース含む)

※右開きはW色のみ。※右開きはW色のみ。

※右開きはS色のみ。※右開きはS色のみ。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bd-nx120h/
https://jp.sharp/sentaku/products/esx11a/
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bd-sx120h/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw05/DX12N/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw05/D12N/
https://jp.sharp/sentaku/products/esv11a/
https://panasonic.jp/wash/products/na_vg2700.html
https://jp.sharp/sentaku/products/esh10f/
https://jp.sharp/sentaku/products/esh10g/
https://panasonic.jp/wash/products/na_vg770.html
https://jp.sharp/sentaku/products/ess7g/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw05/F8N/
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液体洗剤
柔軟剤
自動投入

洗濯・脱水 10.0kg
乾燥容量 5.0kg

●ふんわり仕上げて除菌もできる
　「マルチフラップ乾燥」

風呂水
ポンプ

アクア
縦型洗濯乾燥機
AQW-TW10N(W)

アクア
縦型洗濯乾燥機
AQW-TW10N(W)

165,000円

(

税
込)

150,000円(税別)

洗濯・脱水 11.0kg
乾燥容量 6.0kg

風呂水
ポンプ

幅600×奥行650×高さ1,050mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,050mｍ(排水ホース含む)

●ヒーターの温風で衣類を乾かす
　「ヒーターセンサー乾燥」搭載

洗濯・脱水 8.0kg
乾燥容量 4.5kg

洗濯・脱水 6.5kg
乾燥容量 3.5kg

●中が見えて安心ガラスドア
　大きなボタンで使いやすい
幅600×奥行665×高さ1,020mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行665×高さ1,020mｍ(排水ホース含む)

●黒カビや汚れが槽内へ侵入せず、清潔な
　ステンレス穴なし槽の縦型洗濯乾燥機
幅565×奥行590×高さ985mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行590×高さ985mｍ(排水ホース含む)

洗濯・脱水 8.0kg
乾燥容量 4.5kg

●ステンレス穴なし槽で黒カビの
　侵入を防ぎ清潔＆節水
幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,025mｍ(排水ホース含む)

98,000円(税別)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-PH8C(N)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-PH8C(N)

107,800円
(

税
込)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX6G(S)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX6G(S)

93,500円

(

税
込)

85,000円(税別)

●大好評の「自動投入」と「スゴ落ち泡
洗浄」に加え、「次亜除菌」コース搭載
幅599×奥行664×高さ1,089mｍ(排水ホース含む)幅599×奥行664×高さ1,089mｍ(排水ホース含む)

洗濯・脱水 10.0kg
乾燥容量 5.0kg

風呂水
ポンプ

パナソニック
縦型洗濯乾燥機
NA-FW10K1(N)

パナソニック
縦型洗濯乾燥機
NA-FW10K1(N)

231,000円

(

税
込)

210,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

●「ナイアガラ ビート洗浄」と
「AIお洗濯」で、汚れをしっかり落とします
幅610×奥行660×高さ1,105mｍ(排水ホース含む)幅610×奥行660×高さ1,105mｍ(排水ホース含む)

洗濯・脱水 10.0kg
乾燥容量 5.5kg

風呂水
ポンプ

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-DX100H(V)

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-DX100H(V)

250,800円

(

税
込)

228,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

●「ナイアガラ ビート洗浄」と
「AIお洗濯」で、汚れをしっかり落とします
幅610×奥行660×高さ1,085mｍ(排水ホース含む)幅610×奥行660×高さ1,085mｍ(排水ホース含む)

幅620×奥行665×高さ1,060mｍ(排水ホース含む)幅620×奥行665×高さ1,060mｍ(排水ホース含む)

洗濯・脱水 9.0kg
乾燥容量 5.0kg

風呂水
ポンプ

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-DX90H(W)

日立
縦型洗濯乾燥機
BW-DX90H(W)

217,800円

(

税
込)

198,000円(税別)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-PT10G(T)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-PT10G(T)

198,000円
(

税
込)

180,000円(税別)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-PW11G(N)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-PW11G(N)

231,000円

(

税
込)

210,000円(税別)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX8G(W)

シャープ
縦型洗濯乾燥機
ES-TX8G(W)

143,000円

(

税
込)

130,000円(税別)

洗濯・脱水 10.0kg
乾燥容量 5.0kg

風呂水
ポンプ

幅600×奥行650×高さ1,020mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行650×高さ1,020mｍ(排水ホース含む)

●穴なし槽で清潔・節水。乾燥もできる、
　スタイリッシュな大容量10kgタイプ

風呂水
ポンプ

https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-dx90h/
https://jp.sharp/sentaku/products/estx6g/
https://jp.sharp/sentaku/products/estx8g/
https://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/es-ph8c_sh7c.pdf
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw02/TW10N/
https://jp.sharp/sentaku/products/espw11g/
https://jp.sharp/sentaku/products/espt10g/
https://panasonic.jp/wash/products/na_fw10k1.html
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-dx100h/
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●超音波部分洗浄機能「らくらくSONIC」　
＆液体洗剤・柔軟剤自動投入モデル

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 14.0kgアクア
14.0kg全自動洗濯機
AQW-VX14N(W)

アクア
14.0kg全自動洗濯機
AQW-VX14N(W)

165,000円

(

税
込)

150,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

●液体洗剤・柔軟剤自動投入搭載
　ワイドクリアガラストップデザイン

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 14.0kgアクア
14.0kg全自動洗濯機
AQW-VA14N(W)

アクア
14.0kg全自動洗濯機
AQW-VA14N(W)

165,000円

(

税
込)

150,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

●超音波部分洗浄機能「らくらくSONIC」　
＆液体洗剤・柔軟剤自動投入モデル

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 12.0kgアクア
12.0kg全自動洗濯機
AQW-VX12N(W)

アクア
12.0kg全自動洗濯機
AQW-VX12N(W)

159,500円
(

税
込)

145,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

風呂水
ポンプ

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

175,000円(税別)
192,500

幅643×奥行694×高さ1086mｍ(排水ホース含む)幅643×奥行694×高さ1086mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
12.0kg全自動洗濯機
NA-FA12V1(W)

パナソニック
12.0kg全自動洗濯機
NA-FA12V1(W)

洗濯・脱水 12.0kg

円

(

税
込)

●「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」に加えて
　「次亜除菌」コース新搭載。

●「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」に加えて
　「次亜除菌」コース新搭載。

●「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」に加えて
　「次亜除菌」コース新搭載。

●「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」に加えて
　「次亜除菌」コース新搭載。

風呂水
ポンプ

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

155,000円(税別)
170,500

幅643×奥行694×高さ1086mｍ(排水ホース含む)幅643×奥行694×高さ1086mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
11.0kg全自動洗濯機
NA-FA11K1(N)

パナソニック
11.0kg全自動洗濯機
NA-FA11K1(N)

洗濯・脱水 11.0kg

円

(

税
込)

風呂水
ポンプ

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

125,000円(税別)
137,500

幅599×奥行635×高さ1071mｍ(排水ホース含む)幅599×奥行635×高さ1071mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
10.0kg全自動洗濯機
NA-FA10K1(N)(W)

パナソニック
10.0kg全自動洗濯機
NA-FA10K1(N)(W)

洗濯・脱水 10.0kg

円
(

税
込)

風呂水
ポンプ

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

115,000円(税別)
126,500

幅599×奥行635×高さ1071mｍ(排水ホース含む)幅599×奥行635×高さ1071mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
9.0kg全自動洗濯機
NA-FA9K1(W)

パナソニック
9.0kg全自動洗濯機
NA-FA9K1(W)

洗濯・脱水 9.0kg

円

(

税
込)

●液体洗剤・柔軟剤自動投入搭載
　ワイドクリアガラストップデザイン

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 12.0kgアクア
12.0kg全自動洗濯機
AQW-VA12N(W)

アクア
12.0kg全自動洗濯機
AQW-VA12N(W)

132,000円

(

税
込)

120,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

幅650×奥行633×高さ1069mｍ(排水ホース含む)幅650×奥行633×高さ1069mｍ(排水ホース含む) 幅650×奥行633×高さ1069mｍ(排水ホース含む)幅650×奥行633×高さ1069mｍ(排水ホース含む)

幅620×奥行600×高さ1028mｍ(排水ホース含む)幅620×奥行600×高さ1028mｍ(排水ホース含む)

幅650×奥行633×高さ1069mｍ(排水ホース含む)幅650×奥行633×高さ1069mｍ(排水ホース含む)幅650×奥行633×高さ1069mｍ(排水ホース含む)幅650×奥行633×高さ1069mｍ(排水ホース含む)

幅600×奥行595×高さ993mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行595×高さ993mｍ(排水ホース含む)

風呂水
ポンプ

●AIoTでラク家事！穴なし槽で清潔・節水
　大物もしっかり洗える、大容量タイプ

洗濯・脱水 11.0kg

幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)

風呂水
ポンプ

●穴なし槽で清潔・節水！大物もしっかり
　お洗濯できる、大容量タイプ

幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)

風呂水
ポンプ

●ステンレス穴なし槽だから、黒カビの
　侵入を防ぎ、清潔な水でお洗濯

●超音波部分洗浄機能「らくらくSONIC」　
＆液体洗剤・柔軟剤自動投入モデル

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 10.0kgアクア
10.0kg全自動洗濯機
AQW-VX10N(W)

アクア
10.0kg全自動洗濯機
AQW-VX10N(W)

143,000円

(

税
込)

130,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

幅620×奥行600×高さ1028mｍ(排水ホース含む)幅620×奥行600×高さ1028mｍ(排水ホース含む)

●液体洗剤・柔軟剤自動投入搭載
　ワイドクリアガラストップデザイン

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 10.0kgアクア
10.0kg全自動洗濯機
AQW-VA10N(W)

アクア
10.0kg全自動洗濯機
AQW-VA10N(W)

126,500円

(

税
込)

115,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

洗濯・脱水 10.0kgシャープ
10.0kg全自動洗濯機
ES-GV10G(T)

シャープ
10.0kg全自動洗濯機
ES-GV10G(T)

140,800円

(

税
込)

128,000円(税別)

洗濯・脱水 9.0kgシャープ
9.0kg全自動洗濯機
ES-GV9G(N)

シャープ
9.0kg全自動洗濯機
ES-GV9G(N)

118,800円

(

税
込)

108,000円(税別)

130,000円(税別)
143,000

シャープ
11.0kg全自動洗濯機
ES-GW11G(S)

シャープ
11.0kg全自動洗濯機
ES-GW11G(S)

円

(

税
込)

幅590×奥行572×高さ1010mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行572×高さ1010mｍ(排水ホース含む)

●超音波部分洗浄機能「らくらくSONIC」　
＆液体洗剤・柔軟剤自動投入モデル

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 9.0kgアクア
9.0kg全自動洗濯機
AQW-VX9N(W)

アクア
9.0kg全自動洗濯機
AQW-VX9N(W)

126,500円
(

税
込)

115,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

幅590×奥行572×高さ1010mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行572×高さ1010mｍ(排水ホース含む)

●液体洗剤・柔軟剤自動投入搭載
　ワイドクリアガラストップデザイン

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 9.0kgアクア
9.0kg全自動洗濯機
AQW-VA9N(W)

アクア
9.0kg全自動洗濯機
AQW-VA9N(W)

110,000円

(

税
込)

100,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VX14N/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VA9N/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VA12N/
https://jp.sharp/sentaku/products/esgv10g/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VX9N/
https://panasonic.jp/wash/products/na_fa12v1.html
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VA14N/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VX12N/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VX10N/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VA10N/
https://panasonic.jp/wash/products/na_fa10k1.html
https://panasonic.jp/wash/products/na_fa9k1.html
https://panasonic.jp/wash/products/na_fa11k1.html
https://jp.sharp/sentaku/products/esgw11g/
https://jp.sharp/sentaku/products/esgv9g/
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風呂水
ポンプ

90,000円(税別)
99,000

パナソニック
7.0kg全自動洗濯機
NA-FA7H1(W)

パナソニック
7.0kg全自動洗濯機
NA-FA7H1(W)

洗濯・脱水 7.0kg

円

(

税
込)

幅560×奥行540×高さ980mｍ(排水ホース含む）幅560×奥行540×高さ980mｍ(排水ホース含む）

幅564×奥行573×高さ1022mｍ(排水ホース含む)幅564×奥行573×高さ1022mｍ(排水ホース含む)

●「スゴ落ち泡洗浄」＆「パワフル
　立体水流」で高い洗浄力を実現

風呂水
ポンプ

98,000円(税別)
107,800

幅599×奥行618×高さ1024mｍ(排水ホース含む)幅599×奥行618×高さ1024mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
8.0kg全自動洗濯機
NA-FA8H1(N)

パナソニック
8.0kg全自動洗濯機
NA-FA8H1(N)

洗濯・脱水 8.0kg

円

(

税
込)

●「スゴ落ち泡洗浄」＆「パワフル
　立体水流」で高い洗浄力を実現

洗濯・脱水 8.0kgシャープ
8.0kg全自動洗濯機
ES-GV8G(S)

シャープ
8.0kg全自動洗濯機
ES-GV8G(S)

107,800円

(

税
込)

98,000円(税別)

●衣類ダメージを抑え、きれいに洗う「3D
　パワフル洗浄」＆「高濃度クリーン浸透」

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kgアクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-V7N(W)

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-V7N(W)

82,500円

(

税
込)

75,000円(税別)

幅577×奥行586×高さ980mｍ(排水ホース含む)幅577×奥行586×高さ980mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行569×高さ986mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行569×高さ986mｍ(排水ホース含む)

幅590×奥行569×高さ986mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行569×高さ986mｍ(排水ホース含む)

●大流量・高濃度で洗う「ナイアガラ
ビート洗浄」で予洗いの手間を低減します

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kg日立
7.0kg全自動洗濯機
BW-V70H(W)

日立
7.0kg全自動洗濯機
BW-V70H(W)

110,000円

(

税
込)

100,000円(税別)

幅608×奥行610×高さ1000mｍ(排水ホース含む)幅608×奥行610×高さ1000mｍ(排水ホース含む) 幅590×奥行572×高さ1010mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行572×高さ1010mｍ(排水ホース含む)

●超音波部分洗浄機能「らくらくSONIC」　
＆液体洗剤・柔軟剤自動投入モデル

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kgアクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-VX8N(W)

アクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-VX8N(W)

115,500円

(

税
込)

105,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

幅590×奥行572×高さ1010mｍ(排水ホース含む)幅590×奥行572×高さ1010mｍ(排水ホース含む)

●液体洗剤・柔軟剤自動投入搭載
　ワイドクリアガラストップデザイン

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kgアクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-VA8N(W)

アクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-VA8N(W)

99,000円

(

税
込)

90,000円(税別)

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

●衣類ダメージを抑え、きれいに洗う「3D
パワフル洗浄」＆「高濃度クリーン浸透RX」

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kgアクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-V8N(W)

アクア
8.0kg全自動洗濯機
AQW-V8N(W)

85,800円
(

税
込)

78,000円(税別)

●大流量・高濃度で洗う「ナイアガラ
ビート洗浄」で予洗いの手間を低減します

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 8.0kg日立
8.0kg全自動洗濯機
BW-V80H(V)(W)

日立
8.0kg全自動洗濯機
BW-V80H(V)(W)

126,500円

(

税
込)

115,000円(税別)

●「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」に加えて
　「次亜除菌」コース新搭載。
幅599×奥行635×高さ1071mｍ(排水ホース含む)幅599×奥行635×高さ1071mｍ(排水ホース含む)

風呂水
ポンプ

液体洗剤
柔軟剤
自動投入

105,000円(税別)
115,500

パナソニック
8.0kg全自動洗濯機
NA-FA8K1(W)

パナソニック
8.0kg全自動洗濯機
NA-FA8K1(W)

洗濯・脱水 8.0kg

円
(

税
込)

●衣類ダメージを抑え、きれいに洗う「3D
パワフル洗浄」＆「高濃度クリーン浸透RX」

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 9.0kgアクア
9.0kg全自動洗濯機
AQW-V9N(W)

アクア
9.0kg全自動洗濯機
AQW-V9N(W)

92,400円

(

税
込)

84,000円(税別)

幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む)

風呂水
ポンプ

●ステンレス穴なし槽だから、黒カビの
　侵入を防ぎ、清潔な水でお洗濯

Confidential 5

LOW

ES-SH7C

69,300円

(

税
込)

●大きなボタンでラクラク簡単操作
　ルート限定モデル

洗濯・脱水 7.0kgシャープ
7.0kg全自動洗濯機
ES-SH7C(N)

シャープ
7.0kg全自動洗濯機
ES-SH7C(N)

幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む）幅600×奥行595×高さ960mｍ(排水ホース含む）
幅560×奥行540×高さ980mｍ(排水ホース含む）幅560×奥行540×高さ980mｍ(排水ホース含む）

63,000円(税別)

●洗いムラを抑えて しっかりもみ洗い 
　｢３Dアクティブ洗浄｣

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kgアクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-P7N(W)

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-P7N(W)

63,800円

(

税
込)

58,000円(税別)

シャープ
7.0kg全自動洗濯機
ES-GE7G(W)

シャープ
7.0kg全自動洗濯機
ES-GE7G(W)

80,300円
(

税
込)

73,000円(税別)

●水位が低いときでも、しっかりもみ洗い
　「ビッグウェーブ洗浄」

風呂水
ポンプ

64,000円(税別)
70,400

幅562×奥行572×高さ957mｍ(排水ホース含む)幅562×奥行572×高さ957mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
7.0kg全自動洗濯機
NA-F7PB1(C)

パナソニック
7.0kg全自動洗濯機
NA-F7PB1(C)

洗濯・脱水 7.0kg

風呂水
ポンプ

幅565×奥行538×高さ898mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行538×高さ898mｍ(排水ホース含む)

洗濯・脱水 7.0kg

円

(

税
込)

●穴なし槽で黒カビブロック＆節水

https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/V9N/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/P7N/
https://jp.sharp/sentaku/products/esgv8g/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/V7N/
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-v80h/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VX8N/
https://panasonic.jp/wash/products/na_fa8k1.html
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/VA8N/
https://panasonic.jp/wash/products/na_fa7h1.html
https://panasonic.jp/wash/products/na_fa8h1.html
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-v70h/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/V8N/
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F7PB1.html
https://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/activesinia.pdf
https://jp.sharp/sentaku/products/esge7g/
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幅525×奥行500×高さ890mｍ（排水ホース含む）幅525×奥行500×高さ890mｍ（排水ホース含む）

●布傷みを抑えてしっかりもみ洗い
　｢3Dアクティブ洗浄｣

洗濯・脱水 4.5kgアクア
4.5kg全自動洗濯機
AQW-S4M(W)

アクア
4.5kg全自動洗濯機
AQW-S4M(W)

34,100円

(

税
込)

31,000円(税別)

●汚れをしっかり洗い落とす
　｢抗菌ビッグパルセーター｣
幅785×奥行435×高さ918mｍ(排水ホース含む)幅785×奥行435×高さ918mｍ(排水ホース含む)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N501(W)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N501(W)

洗濯・脱水 5.0kg

37,400円
(

税
込)

34,000円(税別)

●汚れをしっかり洗い落とす
　｢抗菌ビッグパルセーター｣
幅785×奥行435×高さ918mｍ(排水ホース含む)幅785×奥行435×高さ918mｍ(排水ホース含む)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N401(W)

アクア
二槽式洗濯機
AQW-N401(W)

洗濯・脱水 4.0kg

35,200円

(

税
込)

32,000円(税別)

●シンプル操作＆大型ダイヤルで
　使いやすさアップ
幅830×奥行482×高さ938mｍ(排水ホース含む)幅830×奥行482×高さ938mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
二槽式洗濯機
NA-W50B1(W)

パナソニック
二槽式洗濯機
NA-W50B1(W)

洗濯・脱水 5.0kg

50,380円

(

税
込)

45,800円(税別)

●洗いムラを抑えて しっかりもみ洗い
　 ｢３Dアクティブ洗浄｣
幅565×奥行540×高さ895mｍ(排水ホース含む）幅565×奥行540×高さ895mｍ(排水ホース含む）

アクア
6.0kg全自動洗濯機
AQW-S6N(W)

アクア
6.0kg全自動洗濯機
AQW-S6N(W)

洗濯・脱水 6.0kg

53,900円

(

税
込)

49,000円(税別)

幅525×奥行500×高さ890mｍ（排水ホース含む）幅525×奥行500×高さ890mｍ（排水ホース含む）

●洗いムラを抑えて しっかりもみ洗い 
　｢３Dアクティブ洗浄｣

●洗いムラを抑えて しっかりもみ洗い 
　｢３Dアクティブ洗浄｣

洗濯・脱水 5.0kgアクア
5.0kg全自動洗濯機
AQW-S5N(W)

アクア
5.0kg全自動洗濯機
AQW-S5N(W)

47,080円

(

税
込)

42,800円(税別)

シャープ
6.0kg全自動洗濯機
ES-GE6G(T)

シャープ
6.0kg全自動洗濯機
ES-GE6G(T)

69,300円

(

税
込)

63,000円(税別)

シャープ
5.5kg全自動洗濯機
ES-GE5G(W)

シャープ
5.5kg全自動洗濯機
ES-GE5G(W)

61,600円

(

税
込)

56,000円(税別)

洗濯・脱水 7.0kgアクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-S7N(W)

アクア
7.0kg全自動洗濯機
AQW-S7N(W)

60,500円

(

税
込)

55,000円(税別)

●水位が低いときでも、しっかりもみ洗い
　「ビッグウェーブ洗浄」

風呂水
ポンプ

58,000円(税別)
63,800

幅562×奥行572×高さ907mｍ(排水ホース含む)幅562×奥行572×高さ907mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
6.0kg全自動洗濯機
NA-F6PB1(C)

パナソニック
6.0kg全自動洗濯機
NA-F6PB1(C)

洗濯・脱水 6.0kg

円
(

税
込)

●水位が低いときでも、しっかりもみ洗い
　「ビッグウェーブ洗浄」

55,000円(税別)
60,500

幅562×奥行572×高さ880mｍ(排水ホース含む)幅562×奥行572×高さ880mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
6.0kg全自動洗濯機
NA-F6B1(H)

パナソニック
6.0kg全自動洗濯機
NA-F6B1(H)

洗濯・脱水 6.0kg

円

(

税
込)

●水位が低いときでも、しっかりもみ洗い
　「ビッグウェーブ洗浄」

47,000円(税別)
51,700

幅562×奥行572×高さ880mｍ(排水ホース含む)幅562×奥行572×高さ880mｍ(排水ホース含む)

パナソニック
5.0kg全自動洗濯機
NA-F5B1(LH)

パナソニック
5.0kg全自動洗濯機
NA-F5B1(LH)

洗濯・脱水 5.0kg

幅565×奥行540×高さ890mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行540×高さ890mｍ(排水ホース含む)

幅565×奥行570×高さ890mｍ(排水ホース含む)幅565×奥行570×高さ890mｍ(排水ホース含む)

洗濯・脱水 5.5kg

円
(

税
込)

シャープ
7.0㎏全自動洗濯機
ES-GE7F(W)

シャープ
7.0㎏全自動洗濯機
ES-GE7F(W)

57,200円

(

税
込)

52,000円(税別)

幅565×奥行538×高さ898mｍ（排水ホース含む）幅565×奥行538×高さ898mｍ（排水ホース含む）幅560×奥行540×高さ980mｍ（排水ホース含む）幅560×奥行540×高さ980mｍ（排水ホース含む）

●ステンレス穴なし槽だから、黒カビの
　侵入を防ぎ、清潔な水でお洗濯

風呂水
ポンプ

洗濯・脱水 7.0kg

●少人数世帯におすすめ、
　コンパクトな5.5kgタイプ

洗濯・脱水 6.0kg

●穴なし槽で黒カビブロック＆節水

https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/S7N/
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F6B1.html
https://jp.sharp/sentaku/products/esge7f/
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F6PB1.html
https://jp.sharp/sentaku/products/esge6g/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/S6N/
https://jp.sharp/sentaku/products/esge5g/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/S5N/
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F5B1.html
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/S4M/
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-W50B1.html
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw04/N401/
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw04/N501/


《重要》商品在庫について、特選品カタログ掲載品はアトム規定通り
※画像をクリックするとメーカー商品ページにジャンプします。

です。その他の定番品、スポット品については在庫確認の上ご販売ください。原則品切れナシ
意味は別紙確認〔　　　　　　　〕

1月度洗濯機定番品、スポット品画像一覧
※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。♪衣類乾燥機　　定番・品揃え♪ 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。 6/6

パナソニック
5.0kg衣類乾燥機
NH-D503(W)

パナソニック
5.0kg衣類乾燥機
NH-D503(W)

63,800円

(

税
込)

●「ツイン2温風」搭載
　ふんわり、やさしく、スピーディに乾燥
幅634×奥行499×高さ680mｍ幅634×奥行499×高さ680mｍ

58,000円(税別)

乾燥容量 5.0kgパナソニック
6.0kg衣類乾燥機
NH-D603(W)

パナソニック
6.0kg衣類乾燥機
NH-D603(W)

71,500円

(

税
込)

●「ツイン2温風」搭載
　ふんわり、やさしく、スピーディに乾燥
幅634×奥行499×高さ680mｍ幅634×奥行499×高さ680mｍ

65,000円(税別)

乾燥容量 6.0kg 日立
6.0kg衣類乾燥機
DE-N60WV(W)

日立
6.0kg衣類乾燥機
DE-N60WV(W)

69,300円

(

税
込)

●ヒーター＆風乾燥の２way 乾燥！
　衣類に合わせて乾燥方式が選べます
幅630×奥行516×高さ670mｍ幅630×奥行516×高さ670mｍ

63,000円(税別)

乾燥容量 6.0kg

東芝
6.0kg衣類乾燥機
ED-608(W)

東芝
6.0kg衣類乾燥機
ED-608(W)

69,300円

(

税
込)

●衣類についた花粉を90%以上除去
　「花粉フィルター」搭載
幅650×奥行525×高さ650mｍ幅650×奥行525×高さ650mｍ

63,000円(税別)

乾燥容量 6.0kg 東芝
4.5kg衣類乾燥機
ED-458(W)

東芝
4.5kg衣類乾燥機
ED-458(W)

60,500円

(

税
込)

●衣類についた花粉を90%以上除去
　「花粉フィルター」搭載
幅650×奥行468×高さ650mｍ幅650×奥行468×高さ650mｍ

55,000円(税別)品揃え 品揃え

乾燥容量 4.5kg

https://panasonic.jp/wash/p-db/NH-D603.html
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/den60wv/
https://panasonic.jp/wash/p-db/NH-D503.html
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/ed-608/
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/ed-608/



