
FAVORIT 60cm SERIES
AEG 食器洗い機の簡単な使い方
60cm 幅 タイプ

SIMPLE GUIDE OF
AEG DISHWASHER
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名称と機能

トップスプレーアーム
庫内の天面にある回転
式アームから洗浄水を
噴射します。

上部スプレーアーム
上段バスケットの下に
ある回転式アームから
洗浄水が噴射します。

上段バスケット
カップ・グラス・
小型の皿や食器
を入れます。食器
の形状に合わせ
てホルダーを倒
して入れることも
できます。

電源ボタン
（オートオフ機能）

洗剤用ディスペンサー
食器洗い機専用洗剤を入れます。

リンス剤用ディスペンサー
食器洗い機専用リンス剤を入れます。

フィルター
ゴミをろ過するため
に、2重のフィルター
がついています。

操作パネル
電源ボタン・設定
キー・オプション
キー・OKキーで
設定を行います。

タイムビーム
洗浄の終了が近づくと床面に残
り時間が照射されます。
※ 一部ついていない機種があります。
※詳細はp8をご覧ください。

下部サテライトスプレーアーム
庫内底面にある回転式アームとサテラ
イトアームから洗浄水を噴射します。

カトラリートレイ
ナイフ・フォーク・スプーン・ステンレス製の
包丁や極小な食器などを入れます。
※ カトラリートレイの代わりに、下段バスケット部に
カトラリーバスケットが付いた機種もあります。

庫内灯
庫内右側の壁にあり、
ドアを開けると点灯し
ます。
※ 一部ついていない
機種があります。

グラスホルダー
ワイングラスが動
かないように固定
するホルダーがつ
いています。

下段バスケット
大きな皿・汚れ
のひどい食器・鍋・
ボールなどを入
れます。鍋や大き
なボールは、ホル
ダーを倒して入れ
てください。

マルチディスプレイ
設定内容や工程が表
示されます。
※ フロントパネルタイ
プは閉じた時にディ
スプレイが見えます。



食器を洗う前に知っておくこと
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食器洗い機で洗えない素材について

洗剤の例

リンス剤の例

洗えない食器の例
・木製や角製の器
・漆器
・繊細なクリスタルグラス
・非耐熱性のプラスチック容器
・接着剤を使った食器類
・錫や銅製容器

ワンポイント！
食器を洗う前に、食器洗い機で
洗えるかどうかを確認。

洗剤とリンス剤は、食器洗い機専用の物をお使いください
※一般の食器洗い機用洗剤は、泡が大量に発生するため使えません。

タブレット粉末 ジェル
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食器を洗いましょう

食器の入れ方の例

ワンポイント！
食器は、汚れがスプレーアームか
らの噴射に当たるように入れる。

食器の素材について
箸や汁椀などで、食器洗い機洗
浄可と表示があるものは洗えま
すが、素材が余熱が残らない木
材やプラスティックなどの場合
は、乾燥後に水滴が残ります。そ
のときは、適宜、ペーパーやふき
んで拭き取ってください。

1　食べ残しは捨てましょう。

2　下段バスケットに食器を入れます。
例：大皿、中皿、丈の高いグラス、大鉢、
　　鍋、ボールなど

※ 鍋やボールを入れる時は、ホルダーを
倒すとスムーズに入れることができ
ます。

上段バスケット：グラス
下段バスケット：鍋

下段バスケット：大皿・中皿・鍋・フライパン 下段バスケット：トールサイズのグラス

トップスプレーアーム 上部スプレーアーム 下部サテライトスプレーアーム

食器を入れるときは
※食器は、汚れにスプレーアームから噴射される水流が当たるように入れましょう。
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 注意
下段バスケットに食器類を入れ
るときは、食器が庫内底面のサ
テライトスプレーアーム先端の
赤いアームに当たらないように
入れてください。この部分に食器
が当たると、ねじが緩んで水漏
れの原因となります。

ワンポイント！
食器を入れるときは、バスケット
の一方に片寄らないように万遍
なく入れる。

カトラリー類を入れるときは、汚
れがスプレーアームから噴射さ
れる水流に当たるように入れ、重
なっていないかを確認。

食器を入れ終わったら、食器が
スプレーアームの回転を妨げな
いか、また、食器の汚れが水流
に当たるように入っているかを
確認。

3　上段バスケットに食器を入れます。
例：小皿、グラス、茶碗、小鉢など

4　 カトラリートレイまたはカトラ
リーバスケットにカトラリー類
を入れます。

例：ナイフ、フォーク、スプーン、包丁、
　　極小な食器など

下段や上段のバスケットに収まらない
ごく小さな食器類は、カトラリートレイ
やカトラリーバスケットに入れて洗いま
しょう。
例：箸置き、豆皿など

上段バスケット：
ワイングラス
（グラスホルダーで固定）

上段バスケット：
グラス・カップ
大～中～小の鉢

カトラリートレイ：
鋭利なピックや包丁など
（ホルダーで固定）

カトラリートレイ：
カトラリー・ミニカップ
サーバー用スプーンなど

カトラリートレイ：カトラリーは寝かせて入れる

カトラリーバスケット：
カトラリーの汚れた面を上向きに入れる
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食器を洗いましょう

ワンポイント！
リンス剤の補充は、表示でお知
らせ。
 
リンス剤が残り少なくなると以
下の表示が出ますので補充して
ください。

・オールドア材タイプ：ディスプ
レイに英文でリンス剤補充の
表示。
・フロントパネルタイプ：　 マー
クが点滅。

 
※ リンス剤は弱アルカリ性で、主
な成分は高級アルコール・酢
酸エステル塩などの安全性の
高い原料が使われています。

ワンポイント！
洗剤は食器を洗う際に毎回入
れる。

※ 食器洗い機専用洗剤は、食器
洗い機の性能に合わせて作ら
れており、安全性の高い原料
が使われています。また環境に
も配慮されています。

5　洗剤の入れ方
洗剤ディスペンサーのふたを開け、指定の
分量を入れます。

6　リンス剤の入れ方
リンス剤ディスペンサーのふたを開け、リ
ンス剤を“MAX”まで入れます。あふれた
場合は、余分な泡が立つのを防ぐために、
きれいにふき取ってください。

リンス剤の効果について
・リンス剤は乾燥時の水切れを良くして乾燥効果を高めます。
・リンス剤を使うことで、シミが残らず光沢がある洗い上がりになります。
・グラス類が透明に洗い上がります。
※p10「リンス剤を使うと期待できること」を合わせてご覧ください。

洗剤とリンス剤を入れるときは
※洗剤ディスペンサーとリンス剤ディスペンサーの形状は機種によって多少の違いがありますが、機能は同じです。

 注意！
洗剤とリンス剤は、必ず市販の
食器洗い機専用製品をお使いく
ださい。

分量や入れ方については、パッ
ケージの表示と本機の取扱説明
書を合わせてご覧ください。

「予備洗い」だけを行うときは、
洗剤を入れないでください。
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自動運転

本機の乾燥システム（余熱乾燥）について

最後のすすぎを
高温水で行う

高温水ですすがれて熱くなった食器から発生する蒸気
が、ステンレスの壁面で結露し水滴になります。蒸気が
冷却されることで食器の乾燥を促進します。

余熱乾燥の仕組みとは

食器の温度が高い⇔庫内ステンレス壁面の温度が低い

余熱乾燥は、このように食器とステンレス壁面の温度差を作り出すことによって食器
を乾燥させるのです。

下記イラストをご参照ください。

※ 洗浄後にドアを開けた時に、庫内の
ステンレスの壁に水滴が残っている
のは、蒸発した水分が結露している
ためです。

余熱乾燥を上手に利用する
ポイント !
庫内の食器の量が多いほど、食
器同士の余熱が相乗効果を上
げ、蓄熱効果が高くなります。庫
内一杯に食器を入れてまとめて
洗うことをお勧めします。

余熱乾燥は熱風乾燥を行わない
ため、食器のくぼみや糸底など
に水気が残る事があります。この
ような食器は、水気が残らない
ように水流に対し直角になるよ
うに入れてください。

蓄熱しにくい素材を使った食器
は、水気が残ることがあります。
取り出した時に水気が残っている
場合は拭き取り、自然乾燥させて
ください。

［蓄熱しにくい素材］

プラスチック・樹脂製品、食器洗
い機対応の木箸など

ステンレスのボールやザルなど

・食器を入れる
・専用洗剤とリンス剤を入れる

洗浄コースを設定する

余熱乾燥のメリット
余熱乾燥は省エネルギーと食器へのやさしさに配慮されたシステムです。
・余熱を利用することで、乾燥工程での消費電力は待機電力とほぼ同じレベル。
・熱風乾燥（強制乾燥）を行わないので、食器を傷めることが少ない。

食器洗浄と乾燥の流れ

予備洗い
（水）

本洗い
（温水）

すすぎ
（温水）

高温すすぎ
（高温水）

食器を取り出す

余熱乾燥

洗浄開始 洗剤注入 リンス剤注入

※  AUTOやINTENSIVE
コースの湯温は70℃
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食器を洗いましょう

洗浄モードを選ぶには

洗浄中にドアを開けないで！

タイムビーム機能について
（全面ドア材タイプのみ）
タイムビームは、洗浄時間などを
ドアの下側の床に照射する機能
です。
・洗浄がスタートすると、残りの
洗浄時間を照射。

・終了すると「0:00」と「CLEAN」
を照射。

・誤作動が生じた場合は、アラー
ムコードを照射。
・タイマー予約がスタート
すると、残りの洗浄時間と
「DELAY」を照射。

7　 洗浄モードは食器の汚れに応じて選びます。
※各洗浄モードの特長は、別添の取扱説明書をご覧ください。
※操作パネルは２つのタイプがあります。

洗浄中にドアを開けると蒸気が噴出

ドアの上部に水滴が付着したらすぐに拭き取る カウンター下部の水滴もすぐに拭き取る

 注意！
洗浄中にドアを開けないでくださ
い！急にドアを開けると蒸気や洗浄
中の熱湯によってヤケドをすること
があり危険です。

洗浄の途中でドアを開けると､蒸気
がキッチンのドア材や側板、天板裏
に水滴となって付着し、その湿り気
によってキッチンのゆがみや変色、カ
ビの発生の原因になることがありま
す。もし、水滴がついた場合は、すぐ
に拭き取ってください。

10　洗浄がスタート。

オールドア材タイプ ドア材タイプ

スイッチを入れる

洗浄モードを選び、ドアを閉める
※ドアは完全に閉めてください

スイッチを入れ、ドアを閉める

洗浄モードを選び、スタートボタンを押す

8　スイッチを入れる。

9　洗浄モードを選ぶ。
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洗浄と余熱乾燥が終了

食器を取り出しましょう

11　 洗浄バスケットは、次の順序で取り出しましょう。

下段バスケット
　　　▼
上段バスケット
　　　▼
カトラリートレイ/カトラリーバスケット
※ カトラリー洗浄ケースには、トレイタイプとバスケットタイプがあります。

オートオフ機能
洗浄プログラムが終って10分後
に自動的にスイッチが切れます。
また、洗浄をスタートしないまま
10分が経過したときにもスイッ
チが切れます。

庫内灯
ドアを開けると庫内灯が自動点
灯します。
※ 一部の機種には、庫内灯がつ
いていません。

ワンポイント！
食器の取り出しは、下段バスケッ
トから。

上段バスケットに水滴が残って
いる場合、下段の食器にかかる
のを防ぐことができます。

スイッチが切れたら、そのまま30分以上放置して余熱で乾燥させます。
その後、食器の温度が下がってから取り出しましょう。

持ち上げて取り出し、そのままテーブルに持って
いきセッティングしたり、収納場所まで運ぶ

カトラリーバスケットを取り出す

そのままテーブルに持っていき、セッティングし
たり収納場所まで運ぶ

カトラリートレイを手前に引く

カトラリートレイを取り出す

持ち上げて取り出す

 注意！
食器はすぐに取り出さないで
ください。洗浄後の食器は熱く
なっていて、すぐに触るとヤケド
をする恐れがあります。また、衝
撃にも弱くなっています。
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乾燥が十分でないときは

乾燥しやすい食器 乾燥しにくい食器

陶器・磁器・ガラスなど プラスチック・樹脂製品など ステンレス製品

食器の入れ方
・皿は、皿用ホルダーにすき間が無いようにきれいに並べたときに、最も余熱が保た
れ乾燥しやすくなります。
・カップ・グラス・鍋など深さのある容器は下向きに入れます。
・食器やカトラリー類は重ならないように入れます。
・くぼみや糸底などに水気が残りやすい食器は、水気が残らないように水流に対して
直角になるように入れます。

・グラスとグラスは触れないように入れます。
・軽い素材や小さな食器は、動かないようにカトラリートレイやカトラリーラックに入
れます。

食器の量について
庫内の食器の量が多いほど、食器同士の余熱が相乗効果を上げ、蓄熱効果が高くな
ります。庫内一杯に食器を入れて一度に洗いましょう。環境への配慮やコスト意識から
ヨーロッパの家庭では、食器洗い機での洗浄はまとめて行います。 たとえば、 朝と昼
の食事の後にPREWASH（予備洗浄）プログラムで軽く汚れを落としておき、 就寝時
にまとめて1日分を洗い、 翌朝に乾燥した食器を取り出すというような使い方です。

リンス剤を使うと期待できること
余熱乾燥の後で食器の乾燥が十分でないと感じたら、リンス剤（乾燥仕上げ剤）を使
いましょう。リンス剤は、水の表面張力を下げて水滴が丸くならずに広がる効果があ
るため、水分が蒸発しやすくなり、乾燥を促進します。また、水滴が玉のまま乾燥した
ときに残る水跡も防いでくれます。

ワンポイント！
余熱が保てない素材を使った器
は、水気を拭き取り自然乾燥。
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ゴミフィルターを外して洗うには
※ゴミフィルターには、２つのタイプがあります。

掃除とお手入れ

掃除の手順

1　 最初に、下段バスケットを取り出
します。

2　 ゴミフィルターのグリップを持ち
ます。

3　 グリップを1/4回転、反時計回り
に回します。

4　グリップを引き出します。

5　大フィルターを取り外します。

6　 引き出したゴミフィルターを分解
し、流水できれいに洗います。必
要に応じて、歯ブラシなどをお使
いください。

7　 洗ったゴミフィルターは、取り出
した時の逆の順序で食器洗い機
に戻します。

※詳細は、取扱説明書をご覧ください。
※ 各部の掃除に関しては、取扱説明書に記
載しております。ご参照ください。

ワンポイント！
ゴミフィルターの掃除は、ご使
用の頻度に応じて！

 注意！
ゴミフィルターを取り付けると
きは、しっかり閉めてください。
閉めが甘いと水漏れの原因にな
ることがあります。



  AEG www.aeg-jp.com

修理のご相談は、弊社サービスセンターまたは
お買い求めの販売店にご連絡ください
 

エレクトロラックス・ジャパン株式会社 
メジャーアプライアンス事業部　サービスセンター

0120-5445-07　FAX.03-3434-4123
月～金曜日　9:00AM～5:30PM
土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。




