
比较试验测试结果评价一览表

序号 品牌 样机图片 样式 标称型号 试验套数
购买单价
（元）

清洁性能
评级

干燥性能
评价

漂洗率评价
耗电量评价

（套）
耗水量评价

（套）
购买渠道

1 九阳 台式 X8   3 2199 ★★★☆ ★★★☆ ★★★★ ★★★ ★★★☆ 京东

2 华帝 台式 XWSC-30GB01H 6 1999 ★★★★ ★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆ ★★★★ 京东

3 西门子 台式 SK23E610TI 6 3599 ★★★★★ ★★★★★ ★★★☆ ★★★★ ★★★★ 京东

4 美的 台式 M1 3 2399 ★★★★ ★★★★ ★★★★☆ ★★★ ★★★☆ 马甸国美（北京）

5 松下 台式 NP-TR1WRCN 4 2680 ★★★☆ ★★★★ ★★★★☆ ★★★ ★★★ 京东

6 尊威 台式 X-02 3 1388 ★★★ ★★★ ★★★★☆ ★★★ ★★★ 京东

7 海尔 台式 EBW4711JU1 3 3599 ★★★★★ ★★★☆ ★★★★ ★★★ ★★★☆ 海尔专卖店（济南）

8 欧琳 水槽式 JBSW2T-OLP2N 5 8199 ★★★☆ ★★★★☆ ★★★ ★★★★☆ ★★★★★ 红星美凯龙西四环（北京）

9 尊威 水槽式 X13  4 2988 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 京东

10 米言 水槽式 JDPLS-E2 5 4499 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★☆ ★★★ 京东 

11 方太 水槽式 JBSD3T-Q6S 5 12199 ★★★★☆ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★☆ 苏宁香港中路店（青岛）

12 方太 水槽式 JBSD2F-Q5S 5 8499 ★★★☆ ★★★☆ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 济南国美和谐广场店

13 美的 水槽式 F3 5 10999 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★☆ ★★★★☆ 京东

14 浩泽 水槽式 S4 5 6500 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★☆ ★★★ 淘宝

15 霸帝 水槽式 BD005 5 4580 ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 淘宝

16 老板 嵌入式 WQP8-W702 8 8080 ★★★ ★★★☆ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 中塔大中（北京）

17 惠而浦 嵌入式 ADP10T9391B 8 5480 ★★★★☆ ★★★★ ★★★★☆ ★★★★ ★★★★ 京东 

18 西门子 嵌入式 SC74M620TI 7 5699 ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆ ★★★★☆ ★★★★ 苏宁香港中路店（青岛）

19 美的 嵌入式 WQP8-W3906B-CN 8 4599 ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ 苏宁香港中路店（青岛）

20 松下 嵌入式 NP-60F1MKA   8 6280 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★☆ 京东

21 海尔 嵌入式 HW8-1718 6 4299 ★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆ ★★★☆ 海尔专卖店（济南）

22 美的 立式 WQP12-7209H-CN 14 4599 ★★★★☆ ★★★★ ★★★☆ ★★★★★ ★★★★★ 中塔大中（北京）

23 西门子 立式 SR24E830TI 9 3954 ★★★★★ ★★★☆ ★★★★ ★★★★ ★★★★☆ 马甸大中（北京）

24 惠而浦 立式 WFC 3C22 P X CN 12 5480 ★★★★☆ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 京东

注：1.比较试验结果只对所购买的样品负责，不代表该品牌其他型号、批次的产品情况。任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。

    2.“价格”为购买时的实际价格，仅供参考。

    3.比较结果中某一项的“★”符号越多，说明样品的该项性能越好，“☆”代表半颗星。

https://mall.jd.com/index-1000001783.html

