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業界で唯一※1、「ステンレスウォール」を採用

ＡＱＵＡ 「食器洗い機（送風乾燥機能付き）」をバージョンアップ
増えたおうちゴハンの後片付けも、ラクに洗える 30 点収納へ
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「食器洗い機（送風乾燥機
能付き）」（ADW-GM3）を 2021 年 4 月７日（水）に発売します。

食器洗い機 ADW-GM3
本商品の特長
① こだわりの清潔仕様「ステンレスウォール」と「高温除菌」
② 新設計の収納カゴを採用し、庫内スペースの最大活用および最適化を実現
③ 食器のすき間まで洗い上げる新洗浄方式「強力すみずみ洗浄」を開発

AQUA の食器洗い機は 2018 年の初号機より、業界で唯一※1 庫内壁面にステンレスを採用してきま
した。ステンレスは汚れや傷がつきにくく清潔を保ちやすい素材であり、清潔性にこだわりをもってきた
AQUA ならではの仕様といえます。
また、AQUA の食器洗い機の購入の決め手として、3～4 人分にちょうどよい食器収納点数 24 点※2
をユーザーより高く評価されてきましたが※3、ユーザー調査の結果、食器を配置するカゴのレイアウト
や取り外しなどの、より柔軟な収納性に対する要望が多く上がってきました。
そこで本商品は、新設計の収納カゴ採用により庫内のスペース配分を向上させ、食器収納点数を
従来の 24 点から 30 点に増加させました。また、上段のカゴを取り外せるようにしたことで、鍋やまな板、
背の高いグラスなど多様な食器の収納を可能にしました。
さらに、点数の増加に合わせて洗浄力を強化するべく、新たに「強力すみずみ洗浄」を開発。強力なノ
ズル噴射と動きのある水流で庫内にムラなく洗浄液を行き渡らせることで、しつこい汚れもより落としや
すくなりました。
昨年より続くコロナ禍の影響により、家で食事をする機会が多くなりました。それに伴い、洗い物の回数
や点数も増えています。AQUA はこだわりの清潔仕様と強力な洗浄力で、毎日の食器洗いに安心感を
提供します。
※1 家庭用卓上型食洗機において。庫内壁面にステンレス素材を採用。2021 年 3 月 31 日現在（当社調べ）。
※2 食器 24 点、小物 16 点（日本電機工業会自主基準による。）
※3 2021 年 3 月 31 日現在、当社調べ。

【主な製品特長】
1． こだわりの清潔仕様「ステンレスウォール」と「高温除菌」
庫内壁面にはステンレス素材を使用しています。ステンレスは業務用の厨房にも採用されており、
錆びにくく丈夫であることが大きな特長です。お手入れがしやすく、表面に傷がつきにくいため、清
潔を保ちやすく衛生的です。
高温除菌では、手洗いでは使えない約 72℃のお湯ですすぐため除菌※4 もでき、手洗いでは落とし
にくい脂汚れもすっきり落とせます。
＊除菌効果試験※4

2． 新設計の収納カゴを採用し、庫内スペースの最大活用および最適化
新たに設計した収納カゴの採用により、庫内のスペース配分を向上させることで、食器収納点数を
従来機種の 24 点から 30 点に増加させました。また、上段のカゴは取り外せるので、鍋やまな板、
背の高いグラスなど多様な食器の収納を可能にしました。柔軟な収納性により、おうちゴハンの増
加とともに増えた洗い物にも対応します。

3． 食器のすき間まで洗い上げる新洗浄方式「強力すみずみ洗浄」
「強力すみずみ洗浄」は、本商品より採用された洗浄方式です。上段、中段、下段（２個）の４つのノ
ズルから噴射される「クワトロシャワー」のパワフルな水流に強弱をつけ、水流が届きづらい死角を
減らしました。庫内の食器のすみずみまで洗浄液を行き渡らせることで、食器のひとつひとつをム
ラなく洗うことができ、しつこい汚れもより落としやすくなりました。

4． 手洗いの約 1/5※5 の水で洗える高い節水性
本商品は、少ない水を溜めてから噴水のように循環させて、食器を洗浄します。
標準コースの１回あたりの使用水量は約 10Ｌで、これは４人分相当の食器※6 を手洗いした場合の
約 1/5 の水量です。手洗いよりも高い節水効果を実現しています。

【ADW-GM3 その他の特長】
・洗浄の様子が見えるクリアウィンドウ（強化処理ガラス）を採用。
・約 36dB の低騒音運転を実現したナイトコース。
・半密閉タイプの残さいフィルターで、ニオイを抑制。
・簡単な操作で使いやすい、タッチ式操作パネルを採用。
※4 試験機関名：（一財）日本食品分析センター／試験方法：寒天平板培養法／除菌方法：高温洗浄水噴射による／除菌の
対象：庫内容器類／試験結果：菌の減少率 99％以上／試験は１種類の菌でのみ実施。／試験番号：180743740010101 号／除菌効果は食器の種類、形状、セットのしかた、汚れの程度により異なる場合があります。
※5 ADW-GM３（標準コース時）：食器点数 30 点・小物 12 点、水温 20℃。食器洗い機用洗剤 1 箱 600g 入り 442 円（税込）
〔当社調べ〕を 7.5g 使用。使用水量約 10L。手洗い：食器点数 30 点・小物 12 点、水温 20℃。10L のお湯（約 40℃）でつ
け置き洗いした後、1 本 315mＬ入り 160 円（税込）〔日本電機工業会調べ〕の洗剤を 7.2mL 使用して洗い、毎分 6L で食器
1 点あたり 13.5 秒、小物 1 点あたり 5.5 秒すすいだとき、使用水量は約 57.1L。＜日本電機工業会自主基準 標準汚染
時＞2020 年 7 月現在。
※6 食器 30 点、小物 12 点（日本電機工業会自主基準による。）

【製品概要】 ADW-GM３

商品名

食器洗い機（送風乾燥機能付き）

品番

ADW-GM3

発売日

2021 年 4 月 7 日

希望小売価格

オープン価格

カラー

（W） ホワイト

外形寸法

幅 485×奥行 390×高さ 475(mm)

質量（本体）

約 17kg

標準収納容量

30 点（大皿 5、小皿 6、茶碗 5、汁椀 5、コップ 4、中鉢 5）
+ はし、フォーク、ナイフなど

使用水量

約 10L（標準）

消費電力

モーター：65W、ヒーター：550W、最大：615W

運転音※7

約 43dB （ナイトコース時約 36dB）

洗浄方式

回転ノズル噴射式、固定ノズル噴射式

乾燥方式

送風乾燥

運転コース数

5 コース（標準/おいそぎ/念入り/低温/ナイト）

※7 日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法（2008 年 3 月 5 日改定）」による。

■ＡＱＵＡのメッセージ
アクアは、「心地よさ、という品質。」をブランドコンセプトに掲げ、
皆さまの生活により密着した商品・ソリューションを提案しています。
また、コインランドリーでは IoT システム展開を加速し、
更なる使いやすさを追求することで、
シェア No.1 企業として業界を牽引しています。
世界 No.1 の家電メーカーHaier グループの一員として、これからも生活家電から
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商品とソリューションを提供していきます。
■ＡＱＵＡについて
AQUA は 『Authentic Question Unique Answer : AQUA』 の名で、例えば冷蔵庫ハンドルの握り心地
から、洗濯機の見えない技術まで、「心地よさ、という品質。」を実現するブランドを目指しています。
日本で生まれた家電メーカーとして、毎日の暮らしに気配りや心配りをお届けします。
現在は、冷蔵庫や洗濯機、掃除機などの小物家電から、業務用コインランドリー機器まで
幅広く展開し、更に日本からグローバルへ、商品やサービスを創造していきます。
■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。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
＜お客さまからのお問い合わせ先＞ 9：00～18：30 （365 日）
アクア株式会社 広報担当 ： 河原、宮下
・アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル ：0120-880-292
Tel： 03-6778-2678
／ Mail： pr@aqua-company.jp
・携帯電話、PHS
からはナビダイヤル
：0570-040-292 （有料）

