
さようなら、手洗い�

こんにちは�
食洗機�

7
8

パワフル 
調理器具を洗うとき 
油分の多い汚れに 

標　準 

食後すぐに洗うときに 

少　量 
少量食器（25点以下）を 

食後すぐに洗うときに 

スピーディ 
あらかじめ、つけ置き・ 

水洗いしたときに 

予　洗 
あとでまとめ洗い 

するために、汚れが 
乾燥しないように、 

あらかじめ 
軽く洗うときに パワフルコース、標準コースではミスト運転します。 

P9960-47430

さらに上手に使いこなしていただくために
コースを使い分けたら 
あなたも“食器洗い上手”の仲間入り！ 

もっとしっかり洗いたい、もっと強く乾燥させたい 
場合の調整機能　※「標準」「少量」コースのみ 

電源「切」の状態から 

調整したい機能を選ぶ 

を押す 

乾燥 を押しながら 
乾燥 はそのまま3秒以上押し続ける 

を押し 電源 切/入 

ミスト運転中（約10
分～約17分）は、 
ドアを開けないでく
ださい。 

洗い上がりが 
  悪くなります

　調整機能に入るとブザーがピピッと鳴り、 
　表示が点灯します。 

　調整完了後、ブザーが6回（ピー）鳴ります。 

　2つの機能を調整したい場合は、「洗浄」と「乾燥」を押してください。 

しっかり洗いたい場合 

洗浄 を押す 

強く乾燥したい場合 

を押す 乾燥 

スタート/一時停止 

　調整内容は、電源を切っても記憶されています。 
　元に戻すには、調整時と同じ操作をし、「スピーディ」または「送風」を消灯して 
　ください。 
　食器の種類・量・汚れによって仕上がり具合は異なります。 
　途中で操作を誤った場合は電源を切って、はじめから操作をやり直してください。 

4時間後 
2時間後 

パワフル 30分　45分  60分 
送風　ドライキープ 

標準  少量 
スピーディ  予洗 

4時間後 
2時間後 

パワフル 30分　45分  60分 
送風　ドライキープ 

標準  少量 
スピーディ  予洗 

4時間後 
2時間後 

パワフル 30分　45分  60分 
送風　ドライキープ 

標準  少量 
スピーディ  予洗 

お願い 

（ ） 

点灯 点灯 

ミスト 

電源 切/入 乾燥 洗浄 予約 スタート/一時停止 

4時間後 
2時間後 

パワフル 30分　45分  60分 
送風　ドライキープ 

標準  少量 
スピーディ  予洗 
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お買い上げの食洗機は、�
世界で初めて※1の「汚れはがしミスト洗浄」※2を 採

「専用洗剤入れ」に�
洗剤を入れて運転すると�

洗剤を少量の水で�
溶かした高濃度の�
ミストが下から発生�

2

①ミストが食器を包みこむ�

（イラストはイメージです）�

※1：家庭用食器洗い乾燥機において、高濃度（約30倍）ミストによる洗浄方式（2004年4月13日現在）　�
※2：「パワフル」「標準」コースの場合�
※3：当社従来品フルオープン60cm幅シリーズの洗浄運転時に比べ、約1/30の少量の水で洗剤を溶かして�
　　ミスト化しています。�

ミスト運転中（約10分～約17分）は、�
ドアを開けないでください。�
（洗い上がりが悪くなります）�

ミスト発生中は、ノズルからの�
噴射も音もありません。�

136発明�
※発明数は出願内容の�
項目数を表します。�

超音波のエネルギーを�
内在した高濃度約30倍�
のミストが汚れに�
アタック。�
汚れの膜に多数の孔を�
開け、浸透し、一気に�
はがし取るように�
落とします。�
�

※3

いままでの食洗機では落ちにくかった汚れもすっきり�

を 採用しています。�

ミスト自体のもつ内圧で�
汚れに孔を開けて、�
まるではがすように…�

●口紅の跡� ●茶渋のライン� ●染みついた�
　コーヒーの色素�

3

②汚れを浮かしてはがす�

包み込んで�
はがしやすくする�

汚れを強力に分解�
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4

③はがした汚れを吹き飛ばす�

2ｍも上がる�
強力噴射で�
汚れを�
吹き飛ばします�

手では�
さわれないような�
高温で油脂なども�
溶かします�

高温洗浄�
70～80℃�

噴射力�
2m

故障ではありません�

ミスト運転終了前後に、排気口からミストが出る場合があります。
また、最終すすぎ運転後に排気口から湯気が出て、排気口の上
部が結露します。�

口紅の成分、茶渋の蓄積度合い、油の量�
により、またグラタンの完全な焦げ付きは�
落ちない場合があります。�

ミストにもニガ手があります�

取り出しＯＫのかご�

Ｐ形状ピン�
深い目の吸物わん、�
さまざまな形の鉢などを�
しっかりホールドします。�

5

いろんな食器が�
うまくセットできるよう�

“かご”にも新工夫�

皿用ピンのままだと…�

大皿、中皿用の長くてピッチの狭いピンを内側に倒してください。�

折りたたみピンを倒すと…�

折りたたみピンを倒すと、�
大きめの食器や調理器具
がセットしやすくなります。�

上かごを取り出すと、調理
器具などがセットしやすく�
なります。�

折りたたみピン� 折りたたみピンは、説明のために着色しています�

Refine_14-03-10  13:27:25
Refine_0005_NP-60V1P1_Guide.p1.pdfRefine_0004_NP-60V1P1_Guide.p1.pdf

Refine_14-03-10  13:27:25

100085120_NP-60V1P1_Guide 3  14-03-10  19:40:18



どんどん�
使いましょう！ 使うほどに実感 で

1日2回で、�
お風呂約1杯分※1の水を節約�

節水�

一回当たりの使用水量�

約126L
一回当たりの使用水量�

約15.5L

手洗いは、水を流しっ放し。�
滝のようなもの�

食洗機は少しの水を循環させる�
“ため洗い”。噴水のようなもの�

6

※2

※1：浴槽１杯分の水量約250Lとして計算。 ※2：1回50点の食器を洗った場合。 ※3：50点の食器を洗った場合、手洗いとの経費の差は約47円。1日2回、1年使
うと、その差は約34,000円にもなります。 ※4：手洗いの場合は、食器点数50点。約40℃のお湯5Lで予備洗いした後、洗い桶に5Lのお湯をためて洗剤を12.0mL使
用して洗った後、毎分6.5Lで約17.9分間流し湯ですすいだ時。（日本電機工業会基準）。水温20℃で給湯温度40℃の場合。（算出基準新料金（税込）水道代：
228円/トン　電気代：22円/kWh　ガス代：165円/m3　洗剤（中性洗剤）194円/300mLで計算、洗剤代は当社調べによる）�

約126L

約15.5L

約1/8
手洗いの�使用水量�

感 できる“食洗機効果”�

1回あたり約47円。�
1年で約34,000円も節約※3光熱費�

高温洗浄で除菌※
（70℃～80℃）。�

また“雑菌の巣、ふきん”なども使わず乾燥�
除菌�
効果�

※NP-P60V1シリーズの標準コースで検証した場合�
● 試験依頼先：(財)日本食品分析センター��
● 試験方法：皿の汚れに被験菌の菌液を塗布したものを製品内で作動させ、洗浄工程及び最終すすぎ終了後に皿を取り出してふき取り、生菌数を測定。�
● 試験成績書発行番号：第204110560-001号（平成16年12月13日）�

●1回当りのランニングコストの比較　 （NP-P60V1シリーズの場合）�

合計�
約88円�
�

合計�
約40.6円�
�

食器洗い乾燥機�

洗剤代�

約11.5円�

ガス代�

約12.4円�
※給湯機接続�
　の場合� 電気代�

約13.2円�

水道代 �

約3.5円�

手洗い�

洗剤代 �

約7.8円�

水道代 �

約28.7円�
ガス代 �

約51.2円�

スポンジ（1億～100億/個） �
ふきん（1億～100億/個）�
たわし（1万～1億/cm2） �
まな板（100～10万/cm2）�
包丁（1～10万/cm2）�

（花王（株）調べ）�

台所用品の細菌汚染状況（一般生菌数）�

参考資料�

7

最終すすぎは�
手で触れられないほどの�
高温で仕上げるので、�
しっかり除菌もできます。�
�

※4
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※必ず専用洗剤入れに�
　洗剤を入れてください。�

重ならないように順序よく�2 汚れた面がよく洗えるように�
お皿やわん類は、内向き、内向きに！�
�
3

こうすれば�
キレイに�
洗えるのね�

中まで噴射がよくあたるように�
コップや湯のみは下向きに、�
下向きに！�
1

原理がわかればあなたも食器洗い上手�

724
27

24
4

●�タブレットタイプの専用洗剤は�
残さいフィルターの上に入れる。

●�粉末洗剤を専用洗剤入れに
入れたときにミストの効果
があります。



食器と調理器具を一緒に�
いち・に・さん�

調理器具を洗うときは、�
パワフルコースをお使いください�

上かごを外せば、�
ご覧のような�
入れ方も!

フライパン、コップ�
を入れる�

食器とざるを順番に�
小物入れには�
おはしなどを入れる�
片手なべは上かごを�
倒してから、持ちてを�
　　上かごにのせる�

まな板は横に、�
汚れた面を内側に�
包丁・さいばし、�
おたまなどは�
底の方に�

ささいいばばしし��さいばし�

包丁包丁��包丁�

おおたたまま��おたま�

ままなな板板��まな板�

なべ�

※まな板とさいばしは、�
　セット位置を反対にセットできます。�

いろいろな食器も�
セットできます。�

さいばし�

包丁�

おたま�

まな板�

折りたたみピンを
倒すと、大きめの
食器などがセット
しやすくなります。�

たとえば�
カレーの日は�
深いカレー皿や�
サラダばちが�
セットできます。�

たとえば�
親子どんぶりの日は�
大きなどんぶり鉢や�
角皿もセットでき�
ます。�

折りたたみピンは、�
説明のために着色しています�
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�

※台所用液体洗剤で食器を前もって洗った場合は�
　しっかりとすすいでから入れてください。�

●必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をお使いください。�

台所用洗剤は泡が多量に発生し洗えません。�
水漏れ・故障の原因になります。�

●洗えない食器の種類については、食器洗い乾燥機専用洗剤の�
　記載表示に従ってください。�

●ジェル（液体）タイプの専用洗剤は、「専用洗剤入れ」から流れる�
　ことがありますが、洗い上がりには影響ありません。�

ヒーターの熱�

①プラスチックや紙容器などの軽いものは噴射で飛ばされ、�
　ヒーターカバーの上に落ちると発煙・焦げ・溶け・においの�
　原因になります。�

プラスチックのフォーク・スプーン� 小さくて軽い�
密閉容器�

ほ乳瓶の乳首�

アッチッチ
ー�

これだけはやめてください！�
以下のものは食洗機では洗えません。�
●くわしくは取扱説明書をご覧ください。�

かごの底からはみださない�
はしなどは小物入れへ確実に�
  入れてください

外側に向けない�

上向き・横向きに�
置かない�

まな板は上に置かない�

重ねない�

上かごの下に�
大きななべ等は�
置かない�

食器や調理器具で�
ノズルをふさがない�

B口紅の成分、茶渋は�
　蓄積度合いにより、�
　落ちない場合があります。�

焦�

わん�

（　　　　　　　　　）�
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※汚れのひどい場合は、別売庫内クリーナー（別売・例：N-P300）をご利用ください。 
　希望小売価格1,000円（2005年1月現在・税抜） 

●残さいフィルターを外し 
　残さいを取り除く 
※残さいフィルターを外したとき 
　底部に水が残っていますが、 
　異常ではありません。 
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�

かごを外してお手入れします。�
お手入れはよく絞った布でふいてください。�

●くわしくは取扱説明書を�
　ご覧ください。�

※小物入れが外れた場合は、
取扱説明書をご覧の上�
取り付けてください。�

●ドアを開けて、水やお湯を�
　入れないでください。 �
　（水漏れや異常報知の原因になります）�

「うまく洗えないでしょ」�
「食器のセットがたいへんそう」�
「そこまでぜいたくしなくても・・・」と�
おっしゃる方や、食洗機があるのに�
使っておられない方がいらっしゃいますよね。�
あなたご自身が食洗機の素晴らしさを実感されたら、�
ぜひそんな方々に、教えてさしあげてください。�

回転�
ノズルの�
パイプ部�

回転ノズルも�
外して洗えます。�
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