
コイン式全自動洗濯乾燥機
MWD-7068EC

希望小売価格　378,000円（税抜）

ホームページ aqua-has.com

本カタログの掲載商品の価格には、配送費、設置費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

洗濯から乾燥まで全自動。
手軽で便利なコイン式洗濯乾燥機。

洗濯容量

洗濯乾燥容量
（ヒーター方式）

6.0kg

3.0kg

源電
標 準 容 量

運 転 コ ー ス

乾 燥 熱 源
定 格 消 費 電 力
消 費 電 力 量
標 準 使 用 水 量
ド ラ ム（ 槽 ） 寸 法
洗 剤 自 動 投 入
使用硬貨/硬貨収納枚数

続接
外 形 寸 法 / 製 品 質 量

単相100V II型コンセント （50-60Hz共用）
洗濯：6kg　　洗濯乾燥：3kg　　乾燥：3kg

洗濯乾燥標準コース：130分
洗濯乾燥少量コース：100分

洗濯コース：40分
乾燥コース：30分/100円（10～120分/100円で設定可）

エアウォッシュ静止コース：15分（8,15,30分から選択して設定可）
エアウォッシュ回転コース：15分（8,15,30分から選択して設定可）

電気ヒーター
1100W（乾燥時） / 210W（洗濯時）
1425Wh（洗濯乾燥標準コース）
102L（洗濯乾燥標準コース）
直径φ504×357.5mm

ジョザイキット7068（別売）の取り付けで可能
100円硬貨 / 500枚

給水：付属マジックジョイント　排水：付属排水ホース（接続口外径φ32.5mm）
596（幅）×698（奥行）×1330（高さ）mm / 90kg

助剤投入器

洗剤自動投入器用　洗剤・ソフター

斡旋POP 

MWD-7068ECの使い方
を分かりやすく伝える
パネルです。

MWD-7068EC使い方パネル（HHH-P38）

HHH-ジョザイキット7068
希望小売価格

22,000 円（税抜）

洗剤、またはソフト剤を自動で
投入することができます。

肌ピュア洗剤
（洗剤）

肌ピュアソフター
（柔軟剤）
オープン価格オープン価格

●サイズ：ヨコ60×タテ45cm 

希望小売価格

5,000 円（税抜）

コイン式全自動洗濯乾燥機　MWD-7068EC

洗濯乾燥機の使い方
Using the Combined Washer & Dryer 洗干机的使用方法 세탁 건조기 사용방법

運転中ドアは開きません■ドアをしっかり閉めて
ください。

❷Load detergent and   
     softener
■Unnecessary for "Dry 
     Only" and "Air Wash."

❷세제·섬유유연제를 넣는다
■『건조만』, 『에어워시』
    인 경우에는 불필요합니다.

❶Load laundry
■Close the door 
    completely

❶세탁물을 넣는다
■도어를 확실히 닫아  
    주십시오

★投入された硬貨は
返却されません。

❹Insert coins
★Inserted coins cannot 
    be refunded.

❹동전을 투입한다
★투입된 동전은 반환되지 
   않습니다.

■洗濯物を取り出して 
ください。

❺Finished when 
    "Finished" displays.
The door cannot be 
opened while in operation 
■Remove your laundry.

❺ 『종료했습니다』라는 표시가  
    나오면 종료입니다
운전 중 도어는 열리지 못합니다
■세탁물을 꺼내십시오.

❹投入硬币
★不会退还投入的硬币。❸Select course

❸选择程序

❸코스를 선택한다

❷放入洗涤剂和柔顺剂  
■“仅烘干”、“臭氧杀菌
    空气洗”时不需要洗涤
    剂和柔顺剂。

❶放入洗涤物
■请盖严机盖。

❺显示“完成”，即表示
    完成运转
运转过程中无法打开机门
■请取出洗涤物。

Drum Rinsing                  Free

①Open the door and check 
     that there is no laundry 
     inside.
②Press the "Drum Rinse" 
     button within one minute 
    of closing the door to 
    rinse the the drum.

筒清洗         　                     免费

①请打开机门，确认内部
    无洗涤物。
②关闭机门，在1分钟以内
    按下“筒清洗”按钮后，
    开始清洗滚筒。

드럼 세척                            무료

①도어를 열고 내부에 세탁물이 
    없는지 확인해 주십시오.
②도어를 닫고 1분 이내에 ‘드럼
   세척’버튼을 누르면 드럼을 
    세척합니다.

②ドアを閉めて、1分以内
に「ドラム洗浄ボタン」
を押すとドラムを洗浄
します。

①ドアを開けて、中に
洗濯物がないことを
確認してください。

1 洗濯物を
入れる 2 洗剤・柔軟剤

をセットする 3 コースを
選ぶ

硬貨を
入れる

「終了しました」
で終了です。54ドラム洗浄 無料

■「乾燥のみ」、
「エアウォッシュ」の
場合は不要です。

液体洗剤

粉末洗剤

柔軟剤

Liquid detergent
洗衣液   액체세제

Softener
柔顺剂   섬유유연제

Powdered detergent
洗衣粉   분말세제

●万一の感電や落雷時における事故防止のために、専用のアースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。 ●屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでくだ
さい。感電や火災、故障の原因となります。 ●機械の据付け、電気工事、給排水工事は、必ず専門の工事業者に依頼してください。 ●防水性のシートや衣類は、洗わないでください。脱水中に異常振動
を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります。 ●必ず定格電流以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●湿気や水気のある場所に据え付けるときには漏電
遮断器を必ず取り付けてください。故障や漏電した場合、感電するおそれがあります。 ●ガソリン･ベンジンなど引火性の危険物を貯蔵、または取扱う場所には設置しないでください。爆発、火災のおそ
れがあります。 ●ドライクリーニング溶剤などで洗ったものやゴム製品などは絶対に乾燥、エアウォッシュしないでください。火災や有毒ガスが発生するおそれがあります。 ●灯油、ガソリン、ベンジン、
アルコールなどをドラムの中に入れたり、それらの付着した衣類の洗濯、乾燥をしないでください。爆発、火災のおそれがあります。 ●自分で絶対に改造、分解しないでください。感電やショートによる
火災、また異常動作により爆発、火災のおそれがあります。 ●エアウォッシュに適さないものを入れてエアウォッシュを行わないでください。破損の原因となったり、また人や動物には非常に危険です。

業務用洗濯機お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口

●お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理い
たします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に
把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

0120-656-292 0570-060-292（有料）

営業本部
東 日 本 営 業 所
中 部 営 業 所
近 畿 中 四 国 営 業 所
九 州 営 業 所

東京都中央区日本橋堀留町1-11-12

電話　（03） 6896-1738
電話　（052） 263-6022
電話　（06） 4301-8320
電話　（092） 289-6261

〒103 - 0012

●このカタログの記述内容は2019年12月現在のものです。
HCWC0405

■コイン式MWD-7068EC 単品カタログ（A4：4P）



独身寮・病院・ビジネスホテルの ランドリールームに最適のモデル。

洗濯＋乾燥、洗濯のみ、追加乾燥などの選べるコースメニュー、

水洗いできないモノを除菌・消臭できる［エアウォッシュ］機能。

また、わかりやすい操作パネルや洗濯前の［ドラム洗浄］機能を採用、

共用での使用に配慮したモデルです。

例えばこんな環境に・・・

社員寮

病 院 ホテル

学生寮 施 設

消　臭 ※3

コイン式全自動洗濯乾燥機 MWD-7068ECの主な特徴

低騒音・低ランニングコスト設計

コインランドリーの必須機能！

ドラム洗浄機能

誰もが一度は試してみたい

ドラム静止／ドラム回転コース
エアウォッシュコース

硬貨をたっぷり収納　

コインボックス

使う人を選ばない！

片手でラクラク
開閉できる！

バリアフリーなドラム高さ

洗濯前にドラムを2分間洗浄するコインラン
ドリー機器ならではの機能で利用者の清潔
志向にアピールします。無料ですから利用者
に負担をかけることはありません。

コインを使わず、ボタン操作
だけで運転したい──。
そんな使い方も設定次第で
実現できます。

※1:容量2.0㎏以下、金属製品や毛皮など使用できないものもあります。　※2:試験依頼先／㈶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／オゾン、除菌部分／ドラム内の衣類、試験結果／99.0%以上。　※3：試験依頼先／近江オドエアーサービス㈱、試験方法／タバコ臭を6段階臭気強度表示法で評価、消臭方法／オゾン、消臭部分／ドラム内繊維からの臭気、試験結果／初期3.8、ブランク3.4、エアウォッシュ15分後1.8。

短時間でニオイだけでも何とかしたい──。
水洗いできないものも、エアウォッシュなら
手軽に除菌※2・消臭※3できます。

100円硬貨500枚を収納できま
す。大容量なの
で、集金頻度を
抑えられます。

ななめドラムで前開きのドアだから、使う人
を選ばないので、車椅子に座ったままでも
出し入れできます。

●DDモーター採用で、基本性能向上と低騒音運転を
　実現しました。（脱水時約35dB）

●脱水しながらすすぐ『高速シャワーすすぎ』を採用。
　運転時間の短縮と標準使用水量を削減しました。

洗浄力抜群の洗濯板バッフルで

トリプルアタック洗浄

ドアハンドル

洗濯の基本を大切に、
洗浄力を追求。
ドラム内の洗濯板バッフルで、
強力に汚れを落とします。

※1
臭気強度 臭気強度

強いにおい 弱いにおい

除菌前 除菌後 消臭前 消臭後

3.8 1.8

洗濯機の上も
スッキリ！

除　菌 ※2

洗濯板バッフル

残った汚れにすすぎでアタック

オゾンすすぎ
汚れを落とすチャンスはすすぎにも。
オゾンの洗浄力ですすぎでも残った
汚れにアタック。
すっきり洗い上げます。

＊運転中はドアロックしています。

0：無臭
1：やっと感知できるにおい（検知閾値）
2：何のにおいであるかがわかる弱いにおい（認知閾値）

3：楽に感知できるにおい
4：強いにおい
5：強烈なにおい

わかりやすい操作パネル

6段階
臭気強度
表示法

様 な々使い方に対応できます！

マニュアル仕様もOK

■コイン式MWD-7068EC 単品カタログ（A4：4P）中面


