
NEW 簡単操作のフラットダイヤル

TW-Z81SL/R

●操作ボタンは点字表示しています。

（Ｗ）ピュアホワイト

東芝ストアーオリジナルモデルは東芝ストアーオリジナルモデルは
大きい文字で見やすい！大きい文字で見やすい！

東芝ストアー オリジナルモデル

（Ｗ）ピュアホワイト 

●左開きタイプ

TW-Z81SL
*オープン価格 （Ｗ）ピュアホワイト

●右開きタイプ

TW-Z81SR
*オープン価格

●標準使用水量は給水量が毎分15Lの時の数値です。 
●洗濯から乾燥までの時間は衣類や季節などによって
異なります。 ●仕様については標準コースの数値です。 

6kg

洗濯～乾燥
・乾燥容量

9kg

洗濯・脱水
容量

●左右の手掛を含み本体幅610mmになります。 
●給水ホースの長さは0.8mです。
●TW-Z81SL/Rはビルトイン対応ではありません。

床（真下排水）用

補強板

かさ上げ脚（保護カバー付き）

床（真下排水以外）と
防水パン（幅640mm）用 防水パン（幅800mm）用 防水パン（幅900mm）用

真下排水用パイプ 壁ピタ水栓

長さ254mm
希望小売価格 12,600円（税込） 希望小売価格 8,400円（税込）

希望小売価格 9,450円（税込）

希望小売価格 8,400円（税込） 希望小売価格 8,400円（税込）
希望小売価格 各1,470円（税込）

希望小売価格 6,825円（税込）

真下排水で排水口にエルボ
がない場合に使用します。

水栓の位置が低く本体に
当たる場合に使用します。

本体を持ち上げるために使用します。
本体の高さが約77mm高くなります。

設置床面に十分な強度がない場合、スペースに応じた補強板が必要です。

TW-R600

TW-AS5

TW-R630 TW-R790 TW-R890 THP-2 CB-L6
長さ438mmTHP-3

6mm 3mm（4個入り）

高さ調整板

希望小売価格 2,415円（税込）

本体を持ち上げるために使用します。
本体の高さが約15mm高くなります。
2枚まで重ねられます。

TW-AS3（4枚入り）

脚キャップ

希望小売価格 735円（税込）

本体を水平に調整したり、ガタつくときに使用します。
調整脚には取り付けできません。

42006245（各2個入り）
東芝テクノネットワーク扱い

部品コード

設置条件によって別売部品が必要になる場合があります。
ご購入・設置の前に確認してください 設置についてのご注意

■製品の寸法　■設置場所の寸法　
■水栓（水道）の位置と高さ　■防水パンの形状・寸法　
■排水口の位置　■排水口エルボの高さ　■床面の強度

しっかりした水平な床に設置してください。
　●本体設置後、上部四隅を押さえ、ガタツキのないことを確認してください。
　●ブロックや角材・レンガの上など不安定なところには据え付けしないでください。
給湯器などによる温水は使用しないでください。
定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。
排水口のトラップは外さないでください。排水管の臭いが逆流します。奥行内寸520mm以上の防水パンに設置できます。

ドラム式洗濯乾燥機 設置用別売部品

標準
使用水量

定格洗濯時　　　　約64Wh

定格洗濯時　　　　約35分

定格洗濯～乾燥時　約730Wh

定格洗濯～乾燥時　約162分

約79kg

消費電力量

質　量

機種名 TW-Z81SL/R

目安時間

定格洗濯時　　　　約65L
定格洗濯～乾燥時　約56L

「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時　約1150Wh

「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時　約113分

すすぎ強コース

大きい文字

肌にやさしい清潔仕上げ
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●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油を使用しています。

保証書に関する
お願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、
　必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、
　店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が
　表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

アプライアンス事業部

このカタログの内容は平成22年11月現在のものです。

詳しくは東芝洗濯機
総合カタログをご覧ください。

●この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。 

This product is designed for use only in Japan and cannot be used 
in any other country. No servicing is available outside of Japan.



洗濯コース終了後、洗濯物を取り出してドアを閉めて、
スタートボタンを押すと槽乾燥運転します。

肌にやさしい清潔仕上げ

キレイに洗ってしっかりすすぐから
衣類の芯まですっきり！ 夜や早朝のお洗濯にもおすすめ！夜や早朝のお洗濯にもおすすめ！

東芝ストア
ー

オリジナル

約4,700円 約5,900円 約5,200円

合計約15,800円

合計約39,700円
約10,400円 約24,100円 約5,200円

水道代

6kg洗濯乾燥時の年間ランニングコスト比較
ヒートポンプZABOON TW-Z81SL/R

当社5年前ヒータータイプドラム式 TW-130VB

電気代 洗剤代

水道代 電気代 洗剤代

年間約24,000円お得 ※5
※6

※7

ヒートポンプ除湿乾燥だから省エネ!ヒートポンプ除湿乾燥だから省エネ! 3つのセンサーで3つのセンサーで
見はって、上手に省エネ。見はって、上手に省エネ。

布質センサー
温度センサー
布量センサー

衣類の量、質や温度まで見さだめ、
水も洗剤もきめ細かく節約します。

省エネ

清 潔 低騒音
設計

まーっしろ

ふんわり

衣類を広げ、高圧のシャワーで汚れをはじき出す！衣類を広げ、高圧のシャワーで汚れをはじき出す！

衣類を広げ、低温風・大風量でムラなくふんわり！衣類を広げ、低温風・大風量でムラなくふんわり！

高圧ダブルシャワーで、繊維の奥まで洗剤液が浸透して、
さまざまなドラムの動きで、汚れを引き出します。

衣類を上から下に
たたきつけます。

ドラムの回転・反転
によりシワを抑えます。

前後左右に衣類
を動かします。

スポーツウェアやタオルもさわやか！

パワフル
たたき洗い 手もみ洗い

遠心力で衣類の
芯までキレイ！

遠心力でムラなく
温風が行き渡る！

ヒートポンプ除湿乾燥 遠心乾燥

節水ザブーン洗浄
アクティブ制御システムが
ドラム式の常識を変える

モーターの磁力を変えて、
効率よく運転。
洗浄力と省エネを両立！

サスペンションの硬さを
変えて、振動を抑え
しっかり洗う！

サマリウムコバルト磁石
可変磁石

MR流体

電磁石

ネオジウム磁石磁力を与えると粘性が高まる液体

固定磁石

アクティブ制御システム

洗濯スピードNo.1 低振動・低騒音設計 バスマットも洗える

ドラム式洗濯乾燥機において。

かさばる衣類も
しっかり洗う!

1

振動を抑えて
スムーズに!

2

1 パワフル回転
で高洗浄!

2 高速回転で
しっかり脱水!

たっぷり9kgの衣類を約35分で洗う かさばる衣類も振動を抑えてお洗濯 いままでドラム式では洗いづらかった

衣類にやさしい乾いた低温風で、
ふんわり上質に仕上げます。

DSPコントロール
センサーで最適運転

振動を抑えてスピーディ エコしてパワフル

アクティブサスペンション アクティブS-DDモーターActive control system

抗菌水で洗う
衣類の雑菌繁殖を抑えて、部屋干し
や汗のニオイを防ぎます。

タンブラー乾燥

ヒートポンプユニット

靴下の縮みをふせぎます
熱によるダメージを
抑えてふんわり！

ヒートポンプ
除湿乾燥

従来の
ヒーター乾燥

洗濯9kg/乾燥6kgクラス洗濯乾燥機において

洗濯9kg/乾燥
6kgクラス洗濯
乾燥機において

高圧ダブルシャワー 遠心洗い

※1

※2

※3

※4

洗い 約31ｄＢ　脱水 約38ｄＢ　乾燥 約42ｄＢ

世界初

※1 TW-Z81SL/R。2010年9月21日現在。 ※2 TW-Z81SL/R。2010年9月21日現在。9kg洗濯時、標準コースでの洗濯時間約35分。 ※3 抗菌について●試験依頼  先/（財）日本紡績検査協会●試験方法/JIS L1902に基づく菌液吸収法●抗菌方法/銀イオンによる●対象部分/洗濯槽内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上●
抗菌水とは、抗菌水ユニットから抗菌成分が溶け出したものです。 ※4 当社5年前機種TW-130VB。 ※5 当社5年前機種TW-130VBとの比較。 ※6 電力料金目安単価  22円/kWh（税込）、水道料金・下水道使用量228円/m3（税込）［内訳：水道料金128円/m3（税込）、下水道使用量100円/m3（税込）］、新洗剤価格単価0.35円/g（税込）、
年間洗濯回数365回にて計算。 ※7 カビ抑制について●試験依頼先/環境生物学研究所●試験方法/洗濯終了後「ピコイオン カビプロテクト」を60分間運転。試験開始   3日後、カビセンサーにてカビ菌糸の発芽の有無を確認●カビ抑制方法/ピコイオンによる●対象部分/洗濯槽●試験結果/菌糸の発芽抑制を確認　

カビプロテクトで手軽に槽のカビ予防！カビプロテクトで手軽に槽のカビ予防！
洗い 約31dB　脱水約38dB　乾燥 約42dB

アクティブサスペンションは、
快適性、スピード、低振動を
実現する技術として、さまざまな
分野で応用されています。

アクティブ
サスペンションが
快適な乗り心地を

実現！

洗濯機で洗える表示のあるマット類にかぎります。表示のある物でも、
ドラム式では洗えないという記載のある物は洗わないでください。詳しく
はバスマット等の取り扱い表示に従ってください。また、吸水性の高い
バスマットは洗えるという表記があっても脱水できない場合があります。

すすぎ強コース

（イメージ図）

（イメージ図）

（イメージ図）


