
サポート
センター

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。
http://www.hisense.co.jp/support.html

http://www.hisense.co.jp/privacy/index.html
※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

0120-835-111 平日（月～金）9：00～18：00（土日、祝祭日、年末年始を除く）
FAX 0570-061-117（有料）

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへ
の対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた
場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●
ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情
報を提供し対応させていただくことがあります。

※お電話がつながりにくい場合には、お手数でございますがメールまたはFAXでお問い合わせ
くださいますようお願いします。返信は上記営業時間内になります。お問い合わせ内容によって
は、若干お時間をいただく場合がございます。

ハイセンスジャパン株式会社
ハイセンスジャパン ホームページ  　　http://www.hisense.co.jp

http://www.hisense.co.jp/support.html製品およびサービス・サポートに
関するお知らせはこちら

〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2新川崎三井ビルディングウエストタワー19階

このカタログの内容は2019年11月現在のものです。

HS-S012

保証書に関するお願い
●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能
部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

●このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。
●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、変形などのおそれがあります。
●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しないでください。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。
　また、故障の原因となります。
●防水性シートや衣類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（たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レイン
　ウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど）。
●お子様に使わせたり、ドラムの中に入らせたりしないでください。ドラム内にお子様が閉じ込
　められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いくだ
　さい。火災の原因になります。
●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おそれがあります。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。 

●洗濯機（洗濯乾燥機を除く）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。

●脱水槽が止まりにくい。 ●水もれする（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。

安全に関するご注意

経年劣化に係る安全上のご注意

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を！
●洗濯機・衣類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。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用の際、このような症状はありませんか？

こ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
抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

ご使用中止

ハイセンスは、適正な表示を
推進しています。

2019-11

HW-G55B-W

HW-DG80B

型 番

JANコード

洗濯・脱水容量

風乾燥容量

ドライ容量

標準使用水量

標準水位

標準コース運転目安時間
　　　　　　（50Hz/60Hz）

最短洗濯時間

予約タイマー

残り時間表示

すすぎ１回設定

槽洗浄

槽乾燥

消費電力（50Hz/60Hz）

消費電力量（50Hz/60Hz）

運転音（洗い／脱水）

ふたロック

チャイルドロック

外形寸法（幅は排水ホース含む）

ボディ幅

設置可能防水板（奥行内寸法）

排水方向

製品質量

HW-DG80B
4580341983942

8.0kg
(化繊)２kg

1.5kg

約106L

57L～20L

約42分

約10分

1～24時間（1時間単位）

●

●

●

●

365W／365W

68Wh

約38dB／約43dB

●

●

幅570mm
×

奥560mm
×

高さ990mm

530mm

530mm以上

左右、後、真下

約33kg

HW-G55B-W
4580341983799

5.5kg
(化繊)２kg

1kg

約98L

50L～16L

約35分

約10分

1～24時間（1時間単位）

●

●

●

●

360W／410W

102Wh

約41dB／約47dB

●

●

幅540mm
×

奥540mm
×

高さ950mm

500mm

498mm以上

左右(別部品を使用すれば真下排水可能)

約28kg

仕 様 一 覧
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商品イメージ
HW-DG80B

商品イメージ
HW-G55B-W
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BIGオリジナル

★オープン価格

ハイセンスのこだわり！

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。  印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

1 洗剤ケース

液体・粉末と同じ洗剤ケースに
柔軟剤を投入できるので準備も簡単、
かつ衣類にも優しい設計です。

2 新設計パルセーター

新設計のパルセーターが立体的で強力な
水流を生み出し、服の絡みを抑制
しながら、しっかり汚れを落とします。

3 シャワー水流

シャワー水流により、立体水流を
起こしムラなく、しっかり汚れを落とします。

4 洗濯板式 ステンレス槽

洗濯板のような凸凹設計を
採用することで洗浄力を
アップしつつ、ステンレス
素材で清潔感を保ちます。

ハイセンスのこだわり！

1 洗剤ケース

予約時に洗剤ケースに必要な分だけ
洗剤を投入すればいいので、
衣類にもやさしい設計です。

2 選べるお好みボタン

洗濯したい量や落としたい汚れなどに
合わせて、「洗い」「すすぎ」「脱水」の
それぞれの設定が可能です。

3 シャワー水流

シャワー水流により、立体水流を
起こしムラなく、しっかり汚れを落とします。

4 洗濯板式 ステンレス槽

洗濯板のような凸凹設計を
採用することで洗浄力を
アップしつつ、ステンレス
素材で清潔感を保ちます。

この凸凹で、強力洗浄！この凸凹で、強力洗浄！

★オープン価格

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。  印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

kg8.0 HW-DG80B

●運転音（洗濯／脱水） 約38dB／約43dB

洗濯・脱水容量

8.0kg 約106L

標準
使用水量

約42分

標準
洗濯時間

68Wh

消費
電力量

家族みんなのまとめ洗いも
ラクラクできる便利な8.0kg

インバーター搭載だからパワフルで静か！

●標準水位 57L～20L

●予約時間 1～24時間（1時間単位）

●ふたロック／チャイルドロック 付き

●洗剤投入ケース  （液体・粉末洗剤、柔軟剤）

●毛布容量 3.0kg以下（要洗濯ネット）

左右、後、真下●排水方向

●最短洗濯時間 約10分

●インバーター制御

kg5.5 HW-G55B-W

●運転音（洗濯／脱水） 約41dB／約47dB

洗濯・脱水容量

5.5kg 約98L

標準
使用水量

約35分

標準
洗濯時間

102Wh

消費
電力量

二人分のお洗濯、ラクラクOK！
まとめて便利な、5.5kg

洗濯物キレイ！大容量糸くずフィルター

●標準水位 50L～16L

●予約時間 1～24時間（1時間単位）

●ふたロック／チャイルドロック 付き

●洗剤投入ケース  （液体・粉末洗剤）

●毛布容量 3.0kg以下（要洗濯ネット）

左右●排水方向 別部品を使用すれば
真下排水可能

●最短洗濯時間 約10分

清潔感あふれる白を基調にした
デザインと、掃除もしやすいお洒落な

ガラストップを採用

オリジナル特徴
清潔感あふれる白を基調にした

デザインと、掃除もしやすいお洒落な
ガラストップを採用

オリジナル特徴

イメージ図

イメージ図 イメージ図
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