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製品内部の各名称と説明
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製品の主な仕様

製品型番 S3RERB（ブラウン）/ S3BERB（ブラック）

デザイン グラスデザイン(リネン柄)

機能

コントロールパネル タッチパネル

テクノロジー

TrueSteamTM

インバーターヒートポンプコンプレッサー

操作音 On / Off

付属品

ハンガー 2本

ズボンハンガー 1本

棚 1個

外形寸法(W×H×D/mm) 445×1850×585

消費電力(Wh)
489Wh*(リフレッシュコース/標準 使用時)

※消費電力は各コースごとに異なります。

運転音 40dB

収納容量
5.2kg / 4アイテム(ハンガー3＋ズボン1)

※付属のハンガーは2本です。

本体重量 製品のみ 83kg
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衣類のお手入れガイド
§ = 衣類の洗濯表示マークを確認

= 対応

一部の特殊な素材を使用した衣類、及び小物類には、

本製品をご利用いただけません。

http://www.lg.com/jp/

お客様の大切な衣類を守るために 以下の素材、及び衣類には

本製品をご利用いただけません。

・お子様を製品の上または内部で遊ばせないでください。

　製品の近くにお子様がいる場合は、

　お子様から目を離さないでください。

・作動中にドアを開けないでください。

　熱風やスチームが漏れ出し、やけどやけがの危険があります。

・衣類についている洗濯表示をご確認の上正しくご利用ください。

  誤った使い方は、衣類や素材を傷める場合があります。

・熱に弱い素材や、水洗いに向かない素材は、

　スチームを使用せず「上質乾燥コース」をご利用ください。

注意 分類 使用できないもの

衣類
ストレッチ素材の衣類、
ビニール製品、
糊付けされた衣類

寝具類/
毛布

電気毛布、厚手の毛布 
(二重構造の毛布、重さが
1.5kg を超えるもの)

その他
靴、スポンジゴム製のアイテ
ム、粘着質のアイテム

生地
衣類等

コース
リフレッシュ

除菌
プラス

上質
乾燥

使用上の
ご注意しわの

除去
ニオイの
除去

天
然
繊
維

植
物
繊
維

綿

タオル、ソックス、
下着、ジーンズ、
スポーツウェア、
Tシャツ、毛布

綿100%の生地ではしわが
残ることがあります。
必要に応じてコースの後に
アイロンをかけてください。

リンネル、
麻、ラミー

夏物衣類、
テーブルクロス

一部のしわが残ることがあります。
リフレッシュ/除菌プラスコースを
使用する場合は、生地が洗濯/手洗い
可能であることを確認してください。
デリケートな衣類は棚に置いて
ください。
糊付けされた衣類には本製品を
使用しないでください。

動
物
繊
維

アルパカ、
キャメルの毛、
カシミア

コート、スーツ § § § ニットは棚に置いてください。
アルパカとキャメルの毛はスチー
ムにより縮むおそれがあります。

スカーフ、
ニットウェア

§

毛皮、革 コート、スカーフ  ▲*
*必ずLG Smart ThinQ® アプリを通して
エアフレッシュコースをダウンロードし
使用してください。

シルク

リボン、
スカーフ、
ブラウス、
シルクベルベット
プラッシュ

 ▲*
*必ずLG Smart ThinQ® アプリを通して
エアフレッシュコースをダウンロードし
使用してください。

ウール

セーター、
ニットウェア

§
ニットは棚に置いてください。
ウールはスチームにより縮む
おそれがあります。
リフレッシュ/除菌プラスコースを
使用する場合は、生地が洗濯/手洗い
可能であることを確認してください。
上質乾燥コースはほとんどの
衣類に対してご使用になれます。

冬物コート、
スーツ、
スポーツウェア、
制服

化
学
繊
維

アセテート
スーツの裏地、
ブラウス、
パジャマ

アクリル
保温下着、
ニットウェア

衣類を棚に置いてください。

ナイロン

ストッキング、
ランジェリー

衣類を棚に置いてください。

スポーツウェア、
カーテン

ポリウレタ
ン

伸縮性の衣類
(5%未満)

レーヨン スーツなどの裏地

左右に振動し、スチームを噴射させることで

簡単にしわを除去することができます。

振動ハンガーラック

ズボンのプリーツ(折り目)はしっかりと

残しながら、全体のしわを除去します。

TrueSteamTMを噴射し、ダニ対策※2、

衣類の雑菌※3やしわの除去をします。

簡単に取り外しができるタンクで、

給水も排水も簡単に行えます。

*ズボンのサイズは、幅96cm、長さ110cmまで対応。

ズボン折り目ケア

TrueSteamTMノズル

給水タンク・排水タンク

1

アロマフィルターに付属のアロマシートを

使用して、衣類に香りを付けます。

アロマフィルター4
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※2  ・試験依頼先：ITEA株式会社 ・試験成績書：T1610063(2016年11月21日発行) ・試験方法：ワイシャツ３箇所に生きたダニの入った袋を設置、
「除菌プラスコース（標準）」運転後、効果を確認。死ダニ率99.99%以上を確認。

※3　・試験依頼先：北里環境科学センター　・試験成績書：北生発2016_0243(2016年12月1日発行) ・試験方法：大腸菌及び黄色ブドウ球菌をワイ 
シャツに付着させ、「除菌プラスコース（標準）」運転後、培養法で菌数を測定。99.99%以上の除菌効果を確認。

ハンガーの跡が気になる衣類やぬいぐるみ、

枕、帽子などの小物に使用します。

棚3



毎日でも使える標準のコースで、衣類や小物をLG stylerに入れてセットし、
簡単に手軽に使える「リフレッシュコース」。毎日着るスーツや普段
着から、クローゼットの奥に眠っていたおしゃれ着までお出かけ前に
きれいにリフレッシュ。(運転時間：リフレッシュコース（標準）約48分)

ウールやカシミアといったデリケートな素材の衣類を
やさしく乾燥することができます。

スーツや礼服などのプリーツ(折り目)はしっかりと残しながら、
全体のしわを除去します。

TrueSteamTMテクノロジーで、衣類についたダ二を99.99％以上対策
することができます※2。また、衣類の除菌※3や、花粉や埃などのアレ
ル物質を低減させることができます※4。

毎日着る服だから
衣服のしわやニオイを
リフレッシュ※1。

大切に着たい衣類を
やさしくお手入れ。

面倒なアイロンがけはもう不要
簡単にズボンのお手入れができます。

衣服だけではなく肌に触れる
寝具からぬいぐるみまで
しっかりとお手入れ。

設置イメージ

スチームジェネレーターで生成した蒸気により、

製品内部を一定温度に維持するTrueSteamTM

テクノロジーで、
衣類についたしわや、嫌なニオイを除去※1。
わざわざクリーニングに出さなくても、
ご家庭で簡単にお手入れができます。

※1 ・試験依頼先：韓国洗濯・洗浄技術研究センター　・試験成績書：SPHD14-00000750-1(2014年10月27日発行)　・試験方法：衣類にタバコ
及び焼き肉のニオイを付着させ、「リフレッシュコース（標準）」運転後、自然放置の衣類とニオイを比較。 評価者10名へのテストにより、
スタイラーでケアした衣類の脱臭効果を確認。

※1 ・試験依頼先：韓国洗濯・洗浄技術研究センター　・試験成績書：SPHD14-00000750-1(2014年10月27日発行)　・試験方法：衣類にタバコ
及び焼き肉のニオイを付着させ、「リフレッシュコース（標準）」運転後、自然放置の衣類とニオイを比較。 評価者5名へのブラインドテス
トにより、スタイラーでケアした衣類の脱臭効果を確認。

※2  ・試験依頼先：ITEA株式会社 ・試験成績書：T1610063(2016年11月21日発行) ・試験方法：ワイシャツ３箇所に生きたダニの入った袋を設置、
｢除菌プラスコース(標準)｣運転後、効果を確認。死ダニ率99.99%以上を確認。

※3　・試験依頼先：北里環境科学センター　・試験成績書：北生発2016_0243(2016年12月1日発行) ・試験方法：大腸菌及び黄色ブドウ球菌を
ワイシャツに付着させ、｢除菌プラスコース(標準)｣運転後、培養法で菌数を測定。99.99%以上の除菌効果を確認。

※4  ・試験依頼先：ITEA株式会社 ・試験成績書：T1610063(2016年11月21日発行) ・試験方法：スギ花粉をワイシャツにふりかけ、
｢除菌プラスコース(強力)｣運転後、ELISA法でアレルゲンを測定 。99.5％の花粉を除去することを確認。

低温乾燥により、ウール素材のパ
ンツやカシミアのセーターなど、
素材や繊維を傷めずやさしく乾燥
させ、お手入れします。

除菌プラスコースでは、雑菌やダニ、アレル
物質などをスチームで衣類からふるい落とし、
排水タンクへ廃棄することで
衣類を清潔に保つことができます※2 ※3 ※4。

スーツ

通常の乾燥 上質乾燥

ワイシャツやブラウス

ご宿泊
施設に

長期ご滞在のお客様も、LG stylerで気軽にお手持ちの衣服をケア。
何着も衣類をご用意いただく必要がなく、少ない荷物で気軽にご
宿泊可能なサービスを提供できます。

オフィスに 服装のお手入れが行き届いている人ほど好印象。毎日着て
いるスーツのしわやニオイをきれいに除去※1してくれる
LG stylerで商談もよりスムーズに。

リゾートに 海や川で泳いだ水着や山で遊んで汗ばんだ衣服もLG styler
でケアすれば、翌日も快適な着心地でお出かけできます。

レストランに スーツやコートについた様々なニオイを、レストランで
食事をしている間に消臭※1。お店を出るときにはいつも
快適に。

施主様に ご自宅の新築やリフォームのとき、LG stylerの設置をご提案。
新しい日常を迎えるお客様にワンランク上のライフスタイル
提案が可能です。

空港ラウンジに 搭乗までの待ち時間、空港のラウンジで衣服のお
手入れ。リフレッシュした衣服で目的地へと出発
できます。

※素材により仕上がりは異なります。

製品のドア側にあるズボン折り目ケアと付属の
ズボンハンガーを使えば、折り目はきれいに残
しながら、ズボンについた全体のしわを伸ばす
ことができます。

*ズボンのサイズは、幅96cm、長さ110cmまで対応。

セーター レインコート

面倒だった毎日の衣類のお手入れが、誰でも簡単におうちでケアできます。

パンツスタイルで気になるプリーツを残したまま、

様々な素材の衣服をケアできます。毎日洗いたくても洗えなかった枕や帽子、ぬいぐるみなども簡単お手入れ。縮みや傷みの気になる衣類のお手入れができます。

リフレッシュコース 上質乾燥コース ズボン折り目ケア除菌プラスコース

レーヨン素材のパンツ ウール素材のパンツスポーツウェア 寝具


