折りたためる洗濯機 WMW-021
取扱説明書・保証書
このたびは、当社製品をお買い上げいただき
まして、誠にありがとうございます。正しくご
使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく
お読みください。なお、お読みになられたあと
もいつでも見られるように大切に保存してくだ
さい。
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この商品は家電リサイクル法の
対象商品ではありません
＊「クレベリン」は大幸薬品株式会社の登録商標で
仕
様
型

名

WMW-021

電

源

DC12V

消費電力

10 W

使用水量

約 4.5 L

洗濯可能容量

ACアダプター（付属）

約 0.2 kg

電源コード長さ 約 2.0 m
外形寸法

約 幅 27.0 × 奥行き 27.0 ×高さ 11.0 cm
約 幅 27.0 × 奥行き 27.0 ×高さ 25.0 cm

質

約 2.0 kg

量

付 属 品

（折りたたみ収納時）
（使用時）

ACアダプター×1、収納ベルト×1、取扱説明書・保証書 ×1

● 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
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安全上のご注意
●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告
注意

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。
（物的損害とは、家屋･家財･家畜･ペットなどにかかわる拡大損害を示します。）

図記号の意味と例
は、
「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、
示しています。
（左図の場合は、
「分解禁止」を示します。）

の中や近くに絵や文章で

は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、 の中や近くに絵や文章で示して
います。
（左図の場合は、
「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。）

警告
交流100Ｖ以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。
使用禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いもの
を載せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因になります。

ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。

指示

電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し
込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

異常時
（こげ臭い、発煙など）
はACアダプターを抜き、使用
を停止する。
火災・感電の原因になります。

ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着
している場合はふきとる。
ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、
ショート・
火災の原因になります。
使用後はACアダプターをコンセントから抜く。DCキャップ
を必ず取り付ける。
火災や故障の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用し
プラグを抜く
ない。
けが・やけど・感電の原因になります。
分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店にご相談
ください。
本体のすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入
分解禁止
れない。
感電・けがの原因になります。
ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。
感電の原因になります。
浴室やシンク内など水が当たるところ、屋外など雨風の当
ぬれ手禁止
たる場所での洗濯・すすぎを行なわない。
ショート・感電・やけどの原因になります。水を流すとき
本体を水につけたり、外かくに水をかけたりしてぬらさない。
は、DCプラグをはずし、必ずDCキャップを取り付けてく
ショート・感電の原因になります。
ださい。
水ぬれ禁止

洗濯槽の水が完全に止まるまで、洗濯槽内に手を入れ
ない。
洗濯物が手に巻き付き、
けがの原因になります。
40°
C以上のお湯を洗濯槽に入れない。
変形や故障、
けがの原因になります。

引火物（揮発性溶剤）
や火気を洗濯槽に入れない。引火物
や火気が付着した洗濯物を洗濯機に入れない。
火事・自然発火の原因になります。
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注意
直射日光の当たる場所や発熱する器具の近く、40°
C以上
になる場所で使用しない。保存しない。

水を入れたあとは水もれがないことを確認する。
漏電・火災・感電の原因になります。

変形・変色や故障の原因になります。
冬季に凍結する場所で使用しない。保存しない。

運転をする際は、必ずふたを取り付ける。

変形・変色や故障の原因になります。

ふたを取り付けずに運転すると、水はねが起こり、漏電や故
障の原因になります。

不安定な場所や水気に弱い敷物の上で使わない。

本機には脱水機能がないため、
すすぎ前には十分に手で絞る
ようにする。

本体の振動によりけがや事故の原因になります。

絞りが弱いと、
すすいでも洗剤が流れず、
すすぎの回数を増
やす必要があります。

禁止

さびや砂鉄の含まれる水を使用しない。水道水以外使用し
ない。

持ち運びは、本体の運転が完全に停止してから、DCプラグを
はずして、DCキャップを取り付けてから行なう。

故障の原因になります。

漏電・火災・感電の原因になります。

使用中に折りたたみに影響するような力を加えない。

指示

変形して水がもれ、感電・火災の原因になります。

お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコー
ル・磨き粉などを使わない。

洗濯物は0.2kg以下の適量で洗濯する。
洗濯物が多いと洗濯物に悪影響を与えたり、故障の原因と
なります。

変色・変形・感電・故障の原因になります。
使用中は本体から離れない。

水量は洗濯物を入れ、MAX線を超えないように調節する。
水が多いと、運転するとき上から水がもれ、水が飛び出てく
る原因になります。

火災の原因になります。

ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずAC
アダプターをもって抜く。

保存するときは、十分に乾燥させる。
お手入れしたあと、清潔に保つために、十分に乾燥させてか
ら保存してください。折りたたんでしまうと、乾燥が遅くなり
ます。

感電やショートの原因になります。

指示

洗剤はお使いの洗濯用洗剤の表示に従って使用し、適量を
入れる。
洗濯物に悪影響を与えたり、泡が大量に発生したりする原
因になります。

水を入れる前には、必ず本体に水もれしそうな傷や穴が
ないことを確認する。
漏電・火災・感電の原因になります。
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各部の名称とはたらき
前面
取っ手

MAX線
最 大この線まで
（洗濯物を含む）
水を入 れること
ができます

洗濯槽

ゴム部分
（折りたたまれ
る部分）
■

直接排水口
本体を傾けて直
接水を排水する
ときに使用します

背面

操作部
DCジャック・DCキャップ

《使用できる状態》

ふた
洗濯するとき、水が跳ねないよう
に取り付けて使用します。
使用しないときも内部にホコリな
ど入らないように取り付けておき
ます。
パルセーター（洗濯羽根）
回転して水流を作ります

付属品：ACアダプター
《折りたたんだ状態》
ACアダプター

電源コード

DCプラグ

収納ベルト
4

準

備

使用前の準備
1. ふたをはずし、折りたたまれた本体の
上部を持ち上げた上で、反対側を持
ち上げ、一番上まで持ち上げる

警告

持ち上げたら、折りたたまれていたゴム部
分を確認する。
破損したり、穴が開いていたり、異常があっ
た場合は使用を中止してください。

2. 本体を水平で安定した場所に設置する
3. 本体に付属のACアダプターのDCプ
ラグを取り付ける

DCジャック

DCプラグ

DCキャップ

電源コード

電源コードを本体の下を通さないでください。

4. ACアダプターをコンセントに差し込む
ピッとブザー音が鳴り、
電源ランプが点灯します。

警告

• 電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱、
発火の原因になります。
• 外出などで本体から長時間離れるとき
は、ACアダプターをコンセントから抜く。
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正しい使いかた
洗濯前の確認

本機で洗える最大量 約0.2kgの目安

洗濯する前に、以下のことを確認してください。
• ポケットなどにコインなどの金属類やティッシュ
ペーパーなどの紙類など入っていないか確認してく
ださい。
• 色の濃いものと色の薄いものを一緒に洗濯すると
色移りすることがありますので、別々に洗濯してく
ださい。
• 洗 濯表 示タグを確認し、洗 濯機 使 用可能のもの
は洗うことができます。また「弱い洗濯ができる」
（マークの下に1本線または2本線）の場合は、洗濯
用ネットに入れて洗濯してください。

※

ワイシャツ （約200g）

※

エプロン （約200g）

×1枚

×1枚

※

×6枚

タオル （約70g）

×2枚

ショーツ （約30g）

洗濯できる量・洗濯できるもの
※

約0.2kgの洗濯物を洗うことができます
（右表参照）
。
洗濯マークを確認してください。
例
液温30 Cを限度とし、(数値は液温
（水の温度）
を示す)
線なし〉洗濯機で洗濯できる
線1本〉洗濯機で弱い洗濯ができる
ネットに入れて洗う
線2本〉洗濯機で非常に弱い洗濯ができる
ネットに入れて、
デリケートモードで洗う
※洗濯マーク内の数値に合わせて液温を決めてください
（30のときは30°
C以下にする）
。

※

ペット服
×1枚
（200g以下のものに限る）

※

洗えるマスク （約15g）

×13枚

※ 各衣類の重さの目安は、自社調べによるものです。
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量
は異なります。
● （ ）内は1枚あたりの重さの目安です。

洗濯できないもの
（家庭での洗濯禁止）
表示のあるもの
（石油系溶剤によるドライクリーニング
ができる）
表示のあるもの
・皮革、毛皮、羽製品、それらの装飾品付製品
・毛100％または毛足10mm以上のもの
・ネクタイ
・和服、和装小物製品
・シルク製品
・レーヨン、キュプラ、それらの混紡品
・ベルベットなどパイル地製品
・コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品
・強撚糸（強くよじった糸）を使用したウールやちりめんな
どの製品

洗濯のしかた
1. 本体内に洗濯物を入れる
「本機で洗える最大量 約0.2kgの目安」
を参考に洗
濯物を入れてください。

2. 本体に水を入れる
じょうろやペットボトル、直接ホースなどを使い、本
体内側にあるMAX線まで水を入れてください。
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• 約4L〜4.5Lになります。
• M A X線以上に水を入れると、洗濯するときに
水があふれたりする原因になります。
• 熱湯使用禁止。
40°
C以上のお湯は使用しないでください。
注意

操作部

• DCジャック・DCプラグに水をかけない。
• MAX線以上の水を入れない。少なすぎる
水量で洗濯しない。
電源ランプ
（赤色点灯）

3. 洗剤を入れて、ふたをする
洗剤は適切量入れてください。
• ふたをしないで洗濯開始すると水が飛び出てき
ます。

4.

電源/運転ボタン

電源/運転ボタンを押して運転を開
始する

運転モード

電源/運転ボタンを押すと、ピッとブザー音が
鳴り、運転モードランプが緑色に点灯し、運転を
開始します。
• 運転を開始して約10分後に自動で停止します。
• 洗濯時間が長い場合には、 電源/運転ボタン
を押して運転を止めてください。
標準モード
• 運転モードランプが緑色に点灯の場合、
運転モー
ドが
「標準モード」
であることを示しています。
デリケートモード
標準よりもやさしく洗う場合は、 電源/運転ボタ
ンを2秒以上長押しするとピッと音が鳴り、
「デリ
ケートモード」
に切り替わります。
• 運転モードランプが緑色に点滅の場合、
運転モー
ドが
「デリケートモード」
であることを示しています。
• デリケートモードから標準モードに戻すことはで
きないため、一度停止させてから運転再開させ
てください。

注意

運転中の注意
• 本体が折りたたみに影響するような力を
かけない。
• 必ずふたをする。
• DCプラグ・ACアダプターに水がかから
ないように注意する。
• 本体から離れない。

警告

洗濯槽の水が完全に止まるまで、洗濯槽内
に手を入れない。
洗濯物が手に巻き付き、けがの原因になり
ます。

運転モードランプ
・ 緑色点灯 標準モード
・ 緑色点滅 デリケート
モード
・ 緑色消灯 運転停止

電源接続・待機状態

（電源ランプ・赤色点灯）

標準モード
運転モード
電源/運転ボタン ランプ(緑色点灯)

を押す

長押し
（2秒以上）
デリケートモード

長押し
（2秒以上）

運転モード (緑色点滅)
ランプ

停止

運転モード
ランプ (緑色消灯)

電源/運転ボタンを押す
または連続動作合計約10分

標準モード：
8秒回転➡4秒停止➡8秒逆回転➡4秒停止...
を繰り返す
デリケートモード：
5 秒 回 転 ➡5 秒 停止➡5 秒 逆 回 転 ➡5 秒 停止 . . .
を繰り返す
（回転時間が短く、停止時間も長いので、比較的洗濯
物に対してやさしく洗うことができます）
運転時間は、運転開始から合計約10分です。
例えば
・標準モードで約5分運転後、デリケートモードに切
り替えると、約5分後に運転停止します。
・標準モードで運転を続けると約10分後に運転停止
します。
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▶▶つぎのページにつづく▶▶

正しい使いかた（つづき）
5. 運転を停止させるときは 電源/運転
ボタンを押して運転を止める
6. 約10分間運転すると自動で停止する
自動で運転が停止すると、
ピッピッピッ....と5回ブ
ザー音が鳴ります。

7. 洗濯終了後、ACアダプター・DCプラ
グを抜き、DCキャップを取り付ける
本機には脱水機能はありません。
警告

ぬれた手でACアダプター・DCプラグに触
れない。
感電・漏電の原因になります。

排水をする・すすぎをする
水を流す前に、必ずDCジャックに、キャップを取り付け
ておきます。

排水をする
1. DCジャックにキャップを取り付けて
いるか確認する
2. 洗濯槽から洗濯物を取り出して絞る
洗濯物を入れたままでは水を排水し終えるまで
に時間がかかります。
本機は脱 水機能はありませんので、洗 濯物を
絞ってください。

3. 排水する
上部に穴（直接排水口）の開いている側から排水
してください。
注意

本体を持ち上げるときや、横に倒す際に、
ゴム部分が曲がったりするため、十分注意
する。

洗濯槽

4. 洗濯槽内から完全に水がなくなった
ら、洗濯槽の洗剤を流す

直接排水口
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すすぎをする
1. DCキャップを取りはずし、ACアダプ
ター・DCプラグを取り付ける

DCプラグ

2. 絞った洗濯物を入れ、再度洗濯槽に水
を入れてすすぎをする
水を流しながらのすすぎは絶対しないでください。
DCキャップが開いた状態になり、DCプラグに水
がかかって感電・火災の原因になります。

警告

• ぬれた手でACアダプター・DCプラグに
触れない。
感電・漏電の原因になります。
• 水を流しながらのすすぎは行なわない。
DCプラグに水がかかり、故障・火災・感
電・漏電の原因になります。
• ACアダプターに水がかからないように
注意する。

DCキャップ

洗濯の終了
1. DCジャックにキャップを取り付けて
いるか確認する
2. 洗濯槽から洗濯物を取り出して絞る
3. 排水をする
4. 洗濯槽内から完全に水がなくなった
ら、洗濯槽に水をかけて軽く洗って洗
剤を流す
5. 洗濯槽を十分に乾燥させる
6. 全体的に本体上部を押し込んで 、折
りたたんだ状態に戻す
上下左右均一に押し込んで、使用前の「折りたた
んだ状態」に戻してください。
注意

使用後は洗濯槽の中の洗剤をきれいに洗
い流すか、糸くず・ゴミなどを取り除くよ
うにする。
詰まりの原因になります。
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お手入れと保存
警告

お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜き、DCジャックにDCキャップが取り付けられて
いることを確認する。
感電やけが、やけどの原因になります。

本体のお手入れ
本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤（柑橘系
を除く）に浸してかたくしぼった柔らかい布で拭きと
り、さらに乾いた布でやさしくから拭きをしてくださ
い。
（樹脂部分は強くこすらないでください。傷がつく
原因となります。）
※ オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗
剤を使用しない。
変色、変形させる原因になります。

お願い
※ 本体に直接、水をかけて洗わないでください。
（感
電・故障の原因になります。）
※ 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨
き粉などは絶対に使わないでください。
※ 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに
したがってください。

保存のしかた
※ お手入れの後、よく乾燥させてください。
※ ふたを取り付け、ポリ袋などに入れ、取扱説明書と
ともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場
所に保存してください。

付属の収納ベルトの使いかた
本体を立てて保存するときに、収納ベルトでふたを固
定して立てておくことができます。

10

修理・サービスを依頼する前に
警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。
症状
主な原因
処置
電源が入らない
• ACアダプターがコンセントに差し ACアダプターをしっかり差し込んでください
込まれていない
• 安全装置が働いている

販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙
参照）にご連絡ください

本体の運転が停止し • 約10分経過した（自動停止）
た

さらに洗う場合は、
て運転を開始させる

水が飛び出る

• ふたを取り付けていない

ふたを取り付けて使用する

洗濯物が回らない

• 洗濯物が多すぎる

洗濯物を減らして洗濯されるようにする

• 洗濯物が片寄っている

洗濯物をまんべんなく配置する

電源/運転ボタンを押し

長年ご使用の洗濯機はよく点検を
このような症状はありませんか？
•
•
•
•

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、
コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店または
ドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

電源コードやACアダプターが異常に熱い。
電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
こげ臭い匂いがする。
その他の異常・故障がある。
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製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481

【受付時間】9:00〜17:00（祝日以外の月〜金曜日）

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、
品番をご確認のうえ、
お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、
お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、
ご了承ください。
商品に関する Q&A

お客様サポートセンター
http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html

ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ
公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

6A21C

