
Electrolux Professional
Laundry

myPRO
高温除菌洗浄でプロ級の洗浄力
これからの洗濯機は「お湯で洗う」
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myPRO 
世界基準に選ばれたElectroluxのランドリー

myPROは、ご家庭からビジネスまで活躍できる脱水洗濯機&乾燥機です。

myPROを初めて知るあなたへ
エレクトロラックスは、全世界150カ国で年間約4,000万台も
の家電製品を発売しているグローバル総合家電メーカーです。
ランドリー業界においては、欧州最大の売上高を誇り、コイン
ランドリーを初め、ホテル、病院、工場などの業務用として
優れたパフォーマンスを発揮しています。

エレクトロラックスが開発、製造しているFOM71CLS*は、世
界中のランドリーメーカーの基準洗濯機として採用されてい
ます。こうしたプロフェッショナル市場における経験から得ら
れた洗浄力・乾燥力・作業効率などの技術仕様や部品を採用し 
ビジネスでもご家庭でも使いやすくしたものがmyPROです。

* FOM71CLSとは…ランドリー業界における洗浄性能試験のための基準洗濯機です。
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福祉大国スウェーデンで生まれたグッドデザイン myPRO

シンプルかつスタイリッシュなデザインで、節水や省エネなど 
環境にも配慮しています。

myPROは、ご家庭、ビジネスの区別なく、洗濯用途やニーズによりお選びいただけるランドリーです。
ビジネスでのご使用としては、老人ホームやクリニック、ヘアサロンなとに最適です。

このようなビジネスでのご使用に

クリニック
老人ホーム

小規模高齢者住宅
小規模工場
飲食店

ヘアサロン
理髪店

小規模ホテル
レストラン

保育園
教育施設

その他、様々なビジネスでご利用いただけます。

myPROは、長寿命でエコ・イノベーションをコンセプトに、欧州で最高値のエネルギーレベルA+++の省エネ・節水を達成しました。
このようなエコ対応は高く評価され、「グッドデザイン賞2015」を受賞しました（公益財団法人日本デザイン振興会主催）。
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myPROが選ばれる理由

プロフェッショナル仕様の洗浄力と耐久性

 ♥80℃の熱水で除菌洗浄が可能

80℃高温除菌洗浄試験
一般家庭用洗濯機と比較し、myPRO
は洗剤量が半分以下でも衣類に付着し
ている菌を除菌し、さらに24時間後も
菌の繁殖を抑えます。

洗濯前

▶

洗濯直後

▶

24時間後

24時間後も
菌の繁殖は
見られません

※試験結果の詳細については本カタログの8～ 9ページをご参照ください。

 ♥シンプルなダイヤル方式でプログラム選びも簡単
シンプルなダイヤル方式で、常温洗浄から温水、高温除菌洗
浄まで衣類に応じて選べます。16通りの洗濯プログラムから
お好みのプログラムを選択し、スタートするだけで最適な洗
い上がりを可能にします。

※パネル表記は実製品と異なる場合があります。

 ♥耐久性は家庭用の3倍

7,500

自社の実験環境における試験結果

耐久性比較 myPROは
3倍の耐久性

洗
濯
回
数

-66,7%
2,500

一般的な
家庭用洗濯機

Electrolux
myPRO

一般の家庭用脱水洗濯機では、2,500回（1日1回、年間250日の使用で10年の想定）
で設計されています。myPROでは、7,500回（1日3回、年間250日の使用で10年の
想定、または1日10回、年間250日の使用で3年の想定）で設計されているため、1日3
回～ 4回使用しても耐えられる設計がされています。

※業務用で使用されてもメーカー保証を設けています。

Washer 脱水洗濯機 WE170V

高温除菌洗浄でプロ級の洗浄力 
これからの洗濯機はお湯で洗う

※画像は海外仕様です。
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200V電圧のmyPROだから実現できた温水・高温洗浄

 ♥お湯で洗うことで皮脂、油汚れの洗浄に違いが出ます
 ♥お湯の温度が高くなるにつれ、洗浄力も上がっていきます

* ただし、一般的な皮脂の汚れには最適とされる60℃にも設定が可能です。

myPRO洗濯機（WE170V）の特長

Speed Soakドラム

プロフェッショナル仕様の技術を継承し、洗濯、脱水の
作業効率を高めるSpeed Soakドラムを採用。プロフェッ
ショナル仕様のドラムアクションで、洗浄水が均一に衣類
にしみ込み、洗浄力を高めます。さらにヨーロッパの厳し
いエネルギーレベルをクリアすることによって、低ラン
ニングコストを実現しました。

欧州のエネルギーレベルA+++を達成

節水、省エネルギーにおいて、欧州のエネルギー基準で最高
レベルのA+++*を達成しています。 

* 欧州で一般家庭向けの機器に対し制定された規則：エコデザイン指令に基づき評価。 
洗濯機はA+++～Dまでの7段階のクラスがあり、myPROは最高レベルA+++の評価を得て
います。
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Dryer 乾燥機 TE1120

国内最大クラスの乾燥容量* 
200V仕様だから実現できた 
乾燥パワー

効率的な乾燥プログラムでタオルもふわふわ 
ホテルのような高級仕上げに。

洗濯乾燥一体型と比較すると、myPROは乾燥機を独立させて洗濯容量と乾燥容量を同じにすることで、
洗濯・乾燥作業を同時に行い、効率よく進めることが可能になりました。

 ♥8kgの大容量ドラムで、一度にたくさんの衣類を効率よく
乾燥

 ♥残留水分感知センサーで、衣類に含まれる水分を検知して
最適な仕上がりを実現

 ♥myPRO洗濯機WE170Vと同じく家庭用の3倍の耐久性

* 国内最大クラスの乾燥容量は国内の一般小売店で販売している電気乾燥機と比較。 
（当社調べ）

※画像は海外仕様です。
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myPRO乾燥機（TE1120）の特長

洗濯容量＝
イコール

乾燥容量8kgで洗った分と同じだけを乾燥

たくさんの洗濯物も一度に乾燥。毎日何回も洗濯をする方に最適な乾燥機です。

残留水分コントロール機能で過乾燥が防げる

ドラム内のセンサーで水分量を感知。これまでの乾燥機にありがちな、乾きムラや乾きすぎを防ぎます。

200Vのハイパワー & 多彩なプログラムを採用

myPRO乾燥機（TE1120）は、エコ乾燥、デリケート乾燥などを含む16コースを搭載。衣類に応じてお好みの乾燥
コースを選択し、200Vのハイパワーでスピーディーに乾燥します。さらに乾燥後に発生する糸くずをドラム前
面のフィルターでキャッチ。お手入れは、取り外して洗うだけの簡単構造です。

業務用の強固なパーツで家庭用の3倍の耐久性

一般的な家庭用ランドリー機器の使用寿命は2,500回と言われています。myPRO乾燥機（TE1120）では、耐久
性を高める製品構造と業務用パーツを使用、その3倍の7,500回の製品寿命を実現しました。
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※画像は海外仕様です。

洗濯試験結果

除菌試験

洗濯前
洗濯後 試験条件

洗濯機 myPRO洗濯機、一般家庭用洗濯機

洗濯温度 myPRO洗濯機（常温／ 80℃）、
一般家庭用洗濯機（常温）

衣類重量 2kg

除菌力及び菌の繁殖率試験方法
ガーゼに大腸菌を染み込ませ、上記の各洗濯条件で洗濯。洗濯終了後、1組の
ガーゼに残っている菌数をカウント。

家庭用洗濯機 myPRO洗濯機 myPRO洗濯機

（常温） （常温） （80℃）

洗濯直後

▼ ▼ ▼ ▼

24時間後

 ♥ 家庭用洗濯機及びmyPRO洗濯機の常温洗浄では、洗い流すことで菌数は減りますが菌が残ってしまいます。
 ♥ myPRO洗濯機で80℃の高温条件では、高温の効果により菌が残りません。

※すべての菌に対して効果があるわけではありません。　※スタンプとは、洗い上がり直後のガーゼを培地と接触させたものをいいます。

菌の繁殖推移

生
菌
数（

cf
u/

m
l）

1.E+1 0

 家庭用常温洗濯

 myPRO常温洗濯

 myPRO 80℃洗濯

1.E+09

1.E+08

1.E+07

1.E+06

1.E+05

1.E+04

1.E+03

1.E+02

1.E+0 1

1.E+00
洗濯前 洗濯直後 15h培養 24h培養

※E+数字は菌の数を表す際に使用する数値です。例えばE+10は10の10乗（100億個）となります。 （当社調べ）
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温度別洗浄試験

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

皮脂汚れ

洗
浄
率（
％
）

常温 常温 30℃ 40℃ 60℃ 80℃
一般家庭用
洗濯機 myPRO洗濯機

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

オリーブ油汚れ

洗
浄
率（
％
）

常温 常温 30℃ 40℃ 60℃ 80℃
一般家庭用
洗濯機 myPRO洗濯機

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

鉱物油汚れ

洗
浄
率（
％
）

常温 常温 30℃ 40℃ 60℃ 80℃
一般家庭用
洗濯機 myPRO洗濯機

試験条件

洗濯機 myPRO洗濯機、一般家庭用洗濯機

洗濯温度 myPRO洗濯機（常温、30℃、40℃、60℃、80℃）、
一般家庭用洗濯機（常温）

衣類重量 2kg

乾燥 自然乾燥

汚れ 皮脂汚れ、オリーブ油汚れ、鉱物油汚れ

 ♥ myPRO洗濯機の洗浄温度を上げるにつれて洗浄力が高まり
ます。

※すべての菌に対して効果があるわけではありません。
※スタンプとは、洗い上がり直後のガーゼを培地と接触させたものです。

消臭試験

足の臭い（イソ吉草酸） 家庭用 myPRO
（常温） （常温） （60℃）

洗濯前 4 4 4
洗濯直後 2 2 0.5
乾燥後 1.5 1 0

加齢臭（カプリル酸） 家庭用 myPRO
（常温） （常温） （60℃）

洗濯前 4 4 4
洗濯直後 1 1 0.5
乾燥後 0.5 0.5 0

臭気強度 0 1 2 3 4

判定基準 無臭 やっと感知で
きる臭い

何の臭いかが
分かる弱い臭い

楽に感知できる
臭い 強い臭い

試験条件
洗濯前後、乾燥後でそれぞれ臭いを官能試験で 5段階（0～ 4）で判断しその差を評価。

消臭サンプル 足の臭い、加齢臭を塗布して 1日放置した肌着

洗濯機 マイプロ洗濯機（常温、60℃）、一般家庭用洗濯機（常温）

乾燥 部屋干し

衣類重量 2kg

 ♥ お湯で洗濯すると、臭いの原因となる皮脂や汗を落とすことが
できるため、臭いを抑さえられます。

シミ汚れ洗浄試験

肌着 洗濯前
洗濯後

家庭用洗濯機 myPRO洗濯機
（常温） （常温） （60℃）

肌着
ソース
ケチャップ
醤油

肌着（拡大）
ソース
ケチャップ
醤油

 ♥ 家庭用洗濯機では薄くシミが残ってしまいますが、myPRO洗濯機
を用いれば、薄いシミはほとんど残りません。

※各汚れは、汚れを塗布後、即洗濯開始。

サラダ油 洗濯前
洗濯後

家庭用洗濯機 myPRO洗濯機
（常温） （常温） （60℃）

サラダ油

サラダ油
（拡大）

 ♥ サラダ油のシミは、一般家庭用洗濯機では綺麗にとりきれず、薄い
シミが残ります。一方、myPRO洗濯機ではきれいに洗浄できます。

※サラダ油は色がわかりやすいように赤く着色させたサラダ油を使用。

泥汚れ 洗濯前
洗濯後

家庭用洗濯機 myPRO洗濯機
（常温） （常温） （60℃）

泥汚れ

泥汚れ
（拡大）

 ♥ 泥汚れはどれもすべて落ちます。

洗濯条件

シミ汚れ ソース、ケチャップ、醤油、サラダ油、泥

シミ付着生地 肌着、タオル、軍手

洗濯機 myPRO洗濯機、一般家庭用洗濯機

洗濯温度 myPRO洗濯機（常温、60℃）、一般家庭用洗濯機（常温）

衣類重量 2kg
（当社調べ）
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myPRO Specifications
仕様一覧

商品タイプ 脱水洗濯機

型式
WE170V/5P（50Hz）
WE170V/6P（60Hz）

容量 8kg

ドラム容量 67L

消費水量 65L（1回洗濯、2回すすぎ）

消費電力量 0.7kWh

定格消費電力 1750W

推奨ブレーカー容量 15A

脱水スピード 1400rpm

コース数 16コース

操作パネル 大型LCD

トップ・前面パネル素材 ステンレススチール

ドラム穿孔サイズ 4.5mm

ドラムライト あり

チャイルドロック あり

排水方式 排水バルブタイプ

外形寸法

幅 597mm

奥行 624mm

高さ 850mm

重量 80.5kg

電源 単相200V 

オプション

液体洗剤投入接続キット

本体ベース

寸法 WE170V
前面 右側面

B 597 mm

A 850 mm

1

3

2

C  624 mm

D 1,066 mm

背面

A 高さ
B 幅
C 奥行
D ドア開口を含んだ奥行
1 操作パネル
2 洗剤ボックス
3 ドア開口
4 液体洗剤投入ホース接続口
5 温水
6 冷水
7 排水接続口

5
4

6

7

商品タイプ 乾燥機

型式
TE1120/5P（50Hz）
TE1120/6P（60Hz）

容量 8kg
ドラム容量 120L
風量 循環式のため記載なし
消費電力量（60℃ 120分） 4.65kWh
定格消費電力 2250W
推奨ブレーカー容量 15A

排気方式
コンデンサー
（ノンダクトタイプ）

コース数 16コース
トップ・前面パネル素材 ステンレススチール
ノイズレベル 70dB未満
ドラムライト あり
チャイルドロック なし

外形寸法
幅 596mm
奥行 625mm
高さ 850mm

重量 44kg
電源 単相200V

オプション

本体ベース

スタックキット

※50Hzまたは60Hzが選べます。
※2段積みの場合は別売のスタックキットが必要です。

寸法 TE1120
前面 右側面

B 596 mm

A 850 mm

1

3

2

C 625 mm 

D  1,072 mm 

背面

A 高さ
B 幅
C 奥行
D ドア開口を含んだ奥行
1 操作パネル
2 凝縮水タンク
3 ドア開口

2

オプション品について
スタックキット（品番：432730871）本体ベース、（品番：432730872）は別売となります。

液体洗剤投入接続キット
液体洗剤投入接続キットは、洗濯時に液体洗剤やソフターを自動で投入するための接続キットです。最適な投入量が自動で投入されるため、入れ過ぎを防ぐことができ、粉洗剤などのいれこぼしによる汚れも防ぐ
ことができます。特に1日に何回も洗濯をするビジネスでのご使用に最適です。
※別途設置工事が必要です。



11

Electrolux Professional myPRO

設置について

スペースについて 排水口の位置 給水口の高さ 設置時について
防水パン無し 防水パン有り 防水パン無し 防水パン有り

本体 850mm

本体高さ
＋

200mm

 ●本体設置前に必ず本体背面に取り付
けられている輸送用ボルトを取り外
してください。詳細は設置マニュア
ルをご覧ください。
 ●設置床面に十分な強度が無い場合は、
床面の補強が必要です。
スペースに応じた市販の補強板（別
売り部材）をお使いください。
設置前に販売店にご相談ください。

625mm

100mm

600mm100mm

100mm

850mm

防水パン

壁

床

580mm以上

825mm以上

防水パン

前 後ろ 本体

排水口 排水口

本体

排水口 排水口
防水パン

設置に必要な空間を確保してください。

パナソニック電工WN1932
または明工社ML1256

壁側コンセント
形状例

本体コンセント
形状

排水口が本体の直下にある場合はかさ上げ脚などで
高さを確保して設置してください。
本体の左右に排水口がある場合は問題ございません。

給水口の位置は上記の寸法を確保
されているかご確認ください。

【WE170V設置】蛇口の形状と給水口の高さ 排水接続
【取り付け可能な蛇口】
つば付の蛇口は取付可能
です。 200mm

排水口にエルボ（接続用L時継手）
がついている場合
• 排水ホースをエルボにしっかり差し
込み、ホースバンドで確実に固定し
てください。
ホースバンド（別売部品） 

エルボ 

排水口 排水ホーススリーブ

先の形状

 

【取り付け不可な蛇口】
つば付の蛇口でない場合は水漏れを起こす可能性が
あるため、蛇口の交換が必要です。

   

給水口は本体高さ+200mm確保してください。給
水口が本体設置スペース上に無い場合は200mm以
下の高さでも設置可能です。
また、蛇口は上記のような横栓水やつば付洗濯機用
水栓であるかご確認ください。
給水栓ジョイントが外れる可能性がある蛇口ですと
水漏れが発生する可能性があります。

排水口にエルボ（接続用L時継手）
がついていない場合
• 排水口に差し込む場合は、ホースの
先端を排水口に差し込んでください。

• 排水時の水の力や振動などで動く場
合があるため、排水口にしっかり差
し込み、抜けないことを確認してく
ださい。

床 排水口 

スタックキット（二段積み専用部材）の設置について

 ●二段積みは洗濯機が下段、
乾燥機が上段になります。

 ●洗濯機、乾燥機を縦に積む時はスタックキット（別売り）が必要です。
設置時は以下の条件で設置をおこなってください。
• 四隅が立ち上がっている防水パン使用時
• 床設置

※床設置の場合、設置床面に十分な強度があるかご確認をお願いします。
 強度が無い場合は、床面の補強が必要です。
 スペースに応じた市販の補強板（別売り部材）をお使いください。
 また漏水しないように排水施工をしっかり行ってください。
 設置前に販売店にご相談ください。

 ●以下のような使用は禁止です。

スライドテーブルの耐荷
重は最大15kgです。

危険ですので絶対にお子
様のなど載せないでくだ
さい。

洗濯機が上段、乾燥機が
下段は禁止です。

乾燥機2台の2段積みは禁
止です。

洗濯機2台の2段積みは禁
止です。

オプションのベース台の
上に2段積み設置は禁止
です。



 安全に関するご注意

＜洗濯機　乾燥機＞
 ●このカタログに記載の洗濯機、乾燥機は国内一般業務・家庭用です。海外ではご使用にな
らないでください。
 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の200Vの電源コンセントに単独で直接接続し
てご使用ください。火災の原因となります。200Vコンセントは一つのブレーカーに1つし
か取り付けられません。 
ブレーカーは漏電遮断器内蔵の安全ブレーカーをお勧めします。
 ●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 
アースの取り付けは電気工事店または販売店にご相談ください。
 ●浴室や風雨にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、
火災、故障、変形のおそれがあります。
 ●防水性シートや衣類、フォームラバー製品（ラテックス製品）を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。
 ●植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル、エステ系
オイルなど）、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類や、
ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。
またスポンジの入ったものも乾燥しないでください。 
油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。故障の原因ともなります。
 ●お子様をドラムの中に入れさせないでください。ドラム内にお子様を閉じ込められて窒息
したり、やけどや感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。
 ●アース線のガス管への取り付けは絶対にしないでください。

 経年劣化に係る安全上のご注意
 ●洗濯機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示を
しております。
 ●長期にわたりお使いいただくと発火、けが等の事故に至るおそれがありますので、音やに
おいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検

 長年ご使用の洗濯機・乾燥機の点検を！

洗濯機、乾燥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。
このような症状はありませんか？

 ●脱水槽が止まりにくい。
 ●水漏れがする（ホース、水槽、給水栓継手）。
 ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
 ●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。
 ●据付が傾いたりグラグラしている。
 ●スイッチを入れても、動かないときがある。
 ●タイマーが途中で止まることがある。
 ●電源コード、プラグが異常に熱い。
 ●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

上記のような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源
プラグを抜く、ブレーカーを落として、必ず販売店または弊社サービスセンターに点検・修
理を依頼してください。

■保証に関して

本商品の保証期間は1年です。

 ●本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、大切
に保存してください。なおご購入年月日、販売店などの所定事項が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お確かめください。

■その他使用上のご注意
 ●洗濯機、乾燥機を正しくお使いいただくために
 ●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。
 ●水道水圧は0.05MPa～ 0.8MPaが適切です。
 ●床面強度が十分ある場所に、水平に設置してください。
 ●排水口や防水フロアーの排水トラップに糸くず等がたまっていないか定期的にご確認くだ
さい。排水異常や運転時間が長くなる等の原因になることがあります。
 ●冬期凍結の恐れがある場所には設置しないでください。

乾燥機を正しくお使いいただくために
 ●換気扇などで換気のできる場所に設置してください。
 ●乾燥してはいけないものウール・絹製品、毛皮・革製品、タンブラー禁止表示、平干し表
示のあるもの。
 ●契約電力が小さい場合は電気工事店にご相談の上、電気工事をしてください。
 ●水や湿気、直射日光があたる場所は避けて水平に設置してください。
 ●キャスターのついた台など指定部材以外には載せないでください。

Electrolux Group
エレクトロラックスはスウェーデンで100年以上の歴史をもつ世界を代表
する、家庭用および業務用電気製品メーカーです。
現在、約150カ国を超える国々や地域で、年間4,000万台以上の製品を販
売しています。
エレクトロラックスはお客様が抱える課題や要望に応えられるよう、考え
抜かれてデザインされたイノベーティブな製品を提供しています。

エレクトロラックスのランドリー工場は、
すべて ISO9001および ISO14001を取得しています。

エレクトロラックスは、環境に幅広く配慮した
製品作りを行っています。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
プロフェッショナル事業部

 0120-593-381 （受付時間：9:00 - 18:00　日曜・祝日休み）

myPROサイト：http://mypro.electrolux.co.jp/ 
業務用ランドリーサイト：https://professional.electrolux.co.jp

東京営業本部 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1（芝パークビルＡ館6Ｆ）
仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田100-1（スコアビル207号室）
名古屋営業所 〒444-0823 愛知県岡崎市上地3-39-8
大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34（江坂駅前ビル7Ｆ）
広島営業所 〒733-0862 広島県広島市西区草津浜町12-25
福岡営業所 〒811-1213 福岡県筑紫郡那珂川町中原4-38（オフィスパレア那珂川ⅡB棟2号）

お問い合わせは…
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