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少ない水でしっかり洗浄！驚きの節水※1 洗濯を実現

「ツインウォッシュ®」シリーズ タテ型洗濯乾燥機（AQW-TW1000E）
全自動洗濯機（AQW-VW1000E/VW800E）新発売
アクア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、独自開発の「ツイン
パルセーター®」の搭載により、高い洗浄力と節水を両立した「ツインウォッシュ®」シリーズのタテ型洗濯
乾燥機（AQW-TW1000E）と全自動洗濯機（AQW-VW1000E/VW800E）を 2016 年 6 月 8 日より順次
発売いたします。「ツインウォッシュ®」シリーズは、お子さまのしつこい泥汚れから大人のデリケートな素
材の衣類、ダブルサイズの毛布まで、幅広い洗濯ニーズにお応えします。
＜主な製品特長＞
1.

「ツインパルセーター®」で驚きの節水※１洗濯
当社が独自に開発した「ツインパルセーター®」は、2 枚の羽が強力な水流と大量の循環水を生み出す
ため、しっかり洗いながらも、標準使用水量を最大約 40L 節水※１。また、衣類を上下・左右にかくはん
し、しつこいがんこな汚れもしっかり落とします。

2.

糸くずやうっかり洗ってしまったティッシュもしっかりキャッチする「衣類おそうじ」機能
「ツインパルセーター®」が作る水流と、水流に合わせて左右に動くスイングキャッチフィルターにより、
糸くずをしっかりキャッチし、衣類への付着を抑えます。

3.

洗濯物の素材や、天候に合わせて脱水回転数を選べる「脱水仕上がり※2」機能搭載
標準の脱水に加えて、脱水回転の強弱が選べる「脱水仕上がり」機能を搭載。厚物の衣類や天候が悪
いとき、早く乾かしたいときは「しっかり脱水（約 850 回転/分）」で乾きやすく、「やわらか脱水（約 400 回
転/分）」では、シワを抑えアイロンがけが楽に、また型くずれ、布傷みを抑えることができます。

4． タテ型洗濯乾燥機（AQW-TW1000E）の「乾燥まっててコース」と「静止コース」
「乾燥まっててコース」は、洗濯乾燥運転の洗濯行程終了後に、スタートボタンを押すまで一時停止す
る機能。一緒に洗っても乾燥したくない衣類を取り出せるので、まとめて一度に洗濯できます。「静止コ
ース」は洗濯槽を回さないで乾燥するので、型くずれする衣類や、ぬいぐるみ・クツ等も乾燥できます。
※1：洗濯時使用水量 AQW-TW1000E 標準使用水量約 99L：2013 年発売当社従来品 AQW-TJ900B 標準使用水量約 118L との比
較/AQW-VW1000E 標準使用水量約 99L：2013 年発売当社従来品 AQW-VZ10B 標準使用水量約 139L との比較/AQW-VW800E
標準使用水量約 84L： 2015 年発売当社従来品 AQW-V800D 標準使用水量約 99L との比較。
※2：風乾燥を設定した時は設定できません。ナイトコース・ドライコースでは「しっかり」は選べません。
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【ツインウォッシュ®について】
「ツインウォッシュ®」は、アクアが独自に開発した「ツインパルセーター®」搭載の洗濯機シリーズの愛称です。
「ツインパルセーター®」の開発により、強い水流で大量の循環水を起こすことができるようになり、少ない水
でしっかり洗う節水洗濯を可能にしました。また、フタを開けなくても中が見える「クリアトップ」を採用し、洗濯
の様子を確認していただけるという特徴も備えています。アクアは、家事労働である洗濯の負担を軽減し、
より家事を楽しくすることに貢献したいと考えています。
【ツインウォッシュ®シリーズ共通の主な製品特長】
ツインパルセーター®がつくる強い水流と循環水

ツインパルセーター®

内側のパルセーターが衣類の重さを受け
とめ、外側のパルセーターがスムーズに
回転し、強力な水流を生み出します。
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※ティッシュ捕獲テスト方法：約2kgの洗濯物と市販のティッシュ4枚を断裁したものを投入し、標準コースで洗濯後の比較。
（衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって効果が異なる場合があります。）

やわらか脱水

＜その他の特長＞
・

「槽自動おそうじ」機能で、洗濯槽の裏側に付着している洗剤カスを洗い流すことにより黒カビを抑えま
す※3。さらに槽内部品は抗菌※4 加工で清潔なお洗濯ができます。

・

大物やしつこい汚れもキレイに洗える、こだわりのコース
「ふとん・毛布コース」： ダブルサイズのマイヤー毛布やふとんをお洗濯できます。（毛布 4.5kg・ふとん
1.8kg まで洗濯可能※5）
「ゆったりコース」： 多めの水で丁寧に洗います。綿素材の洗濯物が多い時などにおすすめです。
「つけおきコース」： 約 60 分のつけおきで洗剤の力をフルに発揮させ、しつこい汚れを落とします。
※3：試験依頼先/（一財）日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ
抑制方法/槽自動おそうじによる、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。
※4：加工試験依頼先/（一財）日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験（JIS Z 2801 参考）、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、
抗菌部分/外側パルセーター・循環ホース・洗剤漂白剤投入口・バッフル・糸くずフィルター枠、試験結果/99.0％以上。
※5：別売の大物洗い用洗濯ネットが必要です。

＜製品概要＞
品名
品番
カラー
希望小売価格
発売日
洗濯・脱水容量
乾燥容量

タテ型洗濯乾燥機
AQW-TW1000E
(WX) クリアホワイト
オープン価格
2016 年 6 月 8 日
10kg
5kg
洗濯～乾燥時（定格）約 92L
洗濯時（定格） 約 99L
68L（手動）・55 L～
（無段階）～16 L

標準使用水量
水量

全自動洗濯機
AQW-VW1000E
AQW-VW800E
(WX) クリアホワイト
(WX) クリアホワイト
オープン価格
オープン価格
2016 年 6 月 8 日
2016 年 6 月 15 日
10kg
8kg
洗濯時（定格）
洗濯時（定格）
約 99L
約 84L
68 L（手動）・55 L～
64 L・51 L（手動）・45 L～
（無段階）～16 L
（無段階）～15 L

標準コース運転
目安時間（50/60Hz）

洗濯～乾燥時（定格）
約 300 分
洗濯時（定格）約 40 分

約 40 分

約 37 分

定格消費電力
（50/60Hz）

洗濯～乾燥時（定格）
900W
洗濯時（定格）380W

380W

300W

84Wh

53Wh

約 35/約 41/‒ dB
幅 616×奥行 625×
高さ 1010mm
約 41kg
4562335444080

約 35/約 40/‒ dB
幅 590×奥行 564×
高さ 995mm
約 38 kg
4562335444103

消費電力量（50/60Hz）
運転音（洗い/脱水/乾燥）
総外形寸法
幅は排水ホース含む
質量
JAN コード

洗濯～乾燥時（定格）
2800Wh
洗濯時（定格）89Wh
約 33/約 41/約 46dB
幅 616×奥行 625×
高さ 1010mm
約 44kg
4562335444097

お客さまからのお問い合わせ先

受付時間 （365 日） 9:00~18:30

お客さまご相談窓口 フリーダイヤル：0120-880-292
携帯電話・PHS からはナビダイヤル：0570-040-292 （有料）

担当：中村

＜本件に関するお問い合わせ先＞
アクア株式会社 ハイアールアジアグループ広報事務局
ウィタン アソシエイツ株式会社
TEL : 03-5544-8481 FAX : 03-3586-0662 aqua-pr@witan.co.jp

※本ニュースリリースは、業務委託を受け、ウィタンアソシエイツ株式会社からお送りしています。

