News Release

2021 年 6 月 11 日
アクア株式会社

「液体洗剤・柔軟剤自動投入」機能を全機種に搭載

全自動洗濯機『Pretteシリーズ』 第2世代 全10機種を発売
自動投入や超音波での部分洗い機能で日々の洗濯をより快適に
アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、全自動洗濯機
『Prette（プレッテ）シリーズ』のラインナップを増強し、2021 年 6 月 16 日（水）に発売します。
第 2 世代の「Prette シリーズ」では、近年ニーズの高い「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」をメイン機能とした
「Prette（5 機種）」と、さらに「らくらく SONIC（超音波部分洗浄機能）」を合わせて搭載した「Prette plus（5 機
種）」の 2 つのシリーズで展開いたします。容量もそれぞれ単身者からファミリー層まで幅広いユーザーに向
けた 8 ㎏～14 ㎏を揃え、豊富な機能とラインナップで多様なニーズに対応することが可能になりました。
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「Prette シリーズ」は洗濯をもっと「楽」にすることにこだわり、「洗いの技術」と「手間を省く技術」を掛
け合わせることで誰でも簡単に、キレイに洗濯ができることを実現した全自動洗濯機です。
10 機種全てに搭載した「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」は洗濯物の量に応じて適量の洗剤や柔軟剤を
自動で投入するため、軽量の手間と洗剤の入れすぎによるムダを省きます。2020 年発売モデルの
「Prette シリーズ」購入者の約 8 割が購入の決め手に自動投入を挙げるなど、ニーズの高い機能です。
Prette plus に搭載している「らくらく SONIC（超音波部分洗浄機能）」は、超音波の力で食べこぼし汚れ
やシャツのエリ・ソデ汚れを簡単に落とせ、部分洗いにかかる手間や時間を大幅に軽減できます。部分
洗い後はそのまま洗濯槽に入れて洗濯ができるため、部分洗いから本洗いまで本機一台で全て完結
します。さらに今回は「らくらく SONIC」に洗剤液の投入量を３段階に切り替えられる機能を追加し、使い
勝手を向上させました。
また、生活環境の変化による清潔意識の高まりに合わせ、「槽洗浄おしらせサイン」や、「お手入れ
機能」を追加しました。これにより洗濯機をより清潔に保ちながら洗濯ができるようになります。
※1 国内家庭用全自動洗濯機において。2021 年 6 月 11 日現在。当社調べ

【Prette シリーズ 全機種共通機能】
●手間が省ける液体洗剤・柔軟剤 自動投入
洗濯物の量に合わせて液体洗剤・柔軟剤を自動で軽量・投入します。洗剤を計量する手間を省き、入れ
すぎを防ぐこともできるため効率的です。投入量は汚れ具合や好みに合わせて多め・少なめから選択す
ることも可能です。洗剤や柔軟剤が流れる経路は洗濯の度に水を流して洗浄し、清潔に保ちます。
また、液体洗剤・柔軟剤のタンクには詰め替え用１本分が入る※2 ので残りを置いておく必要がありません。

●お手入れのタイミングをお知らせする「槽洗浄お知らせサイン」
運転回数をカウントし、槽洗浄が必要なタイミングを表示部のサインが点滅してお知らせします。

●毎日のお手入れで清潔をキープする「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」
「カビケア槽自動おそうじ」モードを設定すると、すすぎの最後に洗濯槽を高速で回転
させ、遠心力による強い水流で黒カビの発生の原因となる洗剤成分を洗い流します。
「らくらく槽乾燥」は、脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、上ぶたを
閉めてスタートさせると 1 時間高速で回転し、洗濯・脱水槽の水分を取り除きます。

●業界最大容量※１の 14 ㎏をラインナップ
まとめ洗いをすることで洗濯回数が低減し、水や洗剤の節約につながります。
また、衛生面で気になる毛布やタオルケットなどの大物も洗いやすくなります。
開口部分は約 41 ㎝と広く、洗濯ものが楽に取り出せます。
【その他の特長】
・洗いの様子が見えてお手入れしやすい「ガラストップ」
・P&G 社と共同開発。ジェルボール洗剤の持つ「防臭」「香り付け」効果を高め
ることを目的とした「ジェルボールコース」搭載
・Ｗ糸くずフィルターとパルセーターを抗菌加工※3
※2： 液体洗剤 800ml、柔軟剤 780ml 以下の詰め替えタイプ。タンク内の残量をご確認の上入れてください。
※3： 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/
パルセーター・糸くずフィルター枠、試験結果/99.0％以上。

【Prette plus の特長】

（VX8M、VX9M、VX10M、VX12M、VX14M）
●「らくらく SONIC（超音波部分洗浄機能）」
Prette plus に搭載している「らくらく SONIC」は、普段の洗濯では落と
しづらい部分汚れをキレイにできる、超音波洗浄機能です。洗濯機本
体に搭載されており、洗濯槽上の中央から引き出して使用します。
超音波ホーン（先端）に汚れた部分を軽く押し当てながら、約 30 秒※4
左右に動かすだけで、黄ばみの原因となるしつこい皮脂汚れや食品の
汚れなどを浮かせて弾き出します。
●「らくらく SONIC」洗剤投入量 切り替え機能
今回は部分洗いに対するユーザーのこだわりに応えるべく、汚れ具合によって洗剤量を変えたり、
部分洗いに固形石鹸などを使えるように「らくらく SONIC」で使用する洗剤液の投入量を、以下の３段階
から選べるよう切り替え機能を追加しました。
① 「基準通り」 しつこい汚れを洗う時。
② 「少なめに」 軽い汚れの場合
③ 「水のみ」 部分洗いに使う洗剤を変えたい時
「らくらく SONIC」で汚れを弾く仕組み

「らくらく SONIC」で洗う手順

●ガンコな汚れを芯から落とす『パワフル泡浸透』と『３D パワフル洗浄』
① パワフル泡浸透
新開発の給水経路で圧力を加えることにより洗剤液がしっかり泡立ち、衣類の汚れを
素早くキャッチします。さらに、低水位からパルセーターを回転することで高濃度の洗
剤液を衣類に素早く浸透させます。

② ３D パワフル洗浄
タテ水流で洗いムラを抑え、ヨコ水流でしっかりもみ洗いします。
上下左右に衣類を攪拌し、皮脂汚れや泥汚れなどのガンコな汚れを芯から落とします。

※4：ワイシャツのエリを洗浄する時間の目安。当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類によって洗浄時間が異なります。

【Prette の特長】

（VA8M、VA9M、VA10M、VA12M、VA14M）

●自動投入と使い分けできる、液体洗剤・柔軟剤 手動投入容器
おしゃれ着用の液体洗剤や香りづけ用の柔軟剤など、自動投入とは違う洗
剤・柔軟剤を使用したい時に使います。
いつもの洗濯は自動投入にしておき、衣類の種類やお好みにより洗剤を変
えたい場合にも洗剤の投入がしやすい、投入容器を搭載しました。

●ガンコな汚れを芯から落とす『高濃度クリーン浸透 RX』と『３D パワフル洗浄』
①高濃度クリーン浸透 RX
給水しながら洗濯槽を回転させ、衣類全体へ水を浸透させます。低水位からパルセーターを回転さ
せることで、洗剤を素早く溶かし、高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させて洗います。

②３D パワフル洗浄
タテ水流で洗いムラを抑え、ヨコ水流でしっかりもみ洗いします。
上下左右に衣類を攪拌し、皮脂汚れや泥汚れなどのガンコな汚れを芯から落とします。

【製品概要】 商品サイト URL： https://aqua-has.com/cp/laundry/pretteseries
幅広いユーザーのニーズに応えるべく、10 機種を同時発売いたします。
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全自動洗濯機
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希望小売

オープン価格

価格

（W）ホワイト

カラー

Prette plus

愛称
品番
洗濯・脱水
容量
標準使用
水量

AQW-VX8M AQW-VX9M

AQW-VX10M

Prette
AQW-VX12M AQW-VX14M AQW-VA8M AQW-VA9M

AQW-VA10M

AQW-VA12M AQW-VA14M

8㎏

9㎏

10㎏

12㎏

14㎏

8㎏

9㎏

10㎏

12㎏

14㎏

約90L

約97L

約103L

約122L

約169L

約90L

約97L

約103L

約122L

約169L

約29分

約29分

約34分

約40分

約42分

約29分

約29分

約34分

約40分

約42分

56Wh

57Wh

68Wh

83Wh

77Wh

58Wh

59Wh

70Wh

85Wh

79Wh

標準コース
運転目安
(50Hz/60Hz)

消費電力量
(50Hz/60Hz)

超音波

定格電圧:100V / 定格周波数:50-60Hz /

洗浄機

定格消費電力:30Ｗ / 定格時間:3分

運転音
(洗い/脱水)

総外形寸法
(幅は排水
ホース含む)

質量

約35dB/約38dB

約34dB/約38dB

約36dB/約38dB

約35dB/約38dB

約34dB/約38dB

約36dB/約38dB

幅590

幅620

幅650

幅590

幅620

幅650

奥行572

奥行600

奥行633

奥行572

奥行600

奥行633

高さ1010mm

高さ1028mm

高さ1069mm

高さ1010mm

高さ1028mm

高さ1069mm

45㎏

48㎏

56㎏

43㎏

46㎏

55㎏

■ＡＱＵＡのメッセージ
AQUA は日本で生まれた家電ブランドとして、日本の生活者、家
庭に寄り添い、日本ならではのくらしの悩みや要望に向き合いなが
ら発見や気付きを大切にし、アイデアと技術でその課題を解決して
います。
この“思いやりの発想”と“確かな技術”で、暮らしの質を高めると
いうブランドの指針を、「あたらしい思いやりのカタチ。」というメッセ
ージで表現しました。
世界 No.1 の家電メーカーHaier グループの一員として、生活家
電からコインランドリーに至るまで、皆さまの生活がより豊かに、よ
り便利になるような斬新な商品とソリューションをこれからも提供し
ていきます。

■アクア株式会社について
アクア株式会社は、2012 年 1 月、三洋電機の一部事業を継承し設立。
Haier グループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などの
AQUA ブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ 9：00～18：30 （365 日）
・アクア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）

