
 
 

 
平成 24 年 2 月 28 日 

報道関係 各位 
 

手洗いのように優しくていねい 大切な衣類をしっかり洗う 

 

6 モーション機能・DD インバーター搭載洗濯機 
2 色 4 モデルを新発売 

3月上旬より順次発売開始 
 

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社 

 
 LG エレクトロニクスの日本法人 LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社(代表取締役

社長：李揆弘  本社：東京都港区)は、6 種類の洗いかたで、最適な仕上がりを実現したタ

テ型洗濯機を 3 月上旬より順次発売します。 
今回発売するモデルは、DD（ダイレクト・ドライブ）インバーターを搭載し“パワフル

さ＆静音性”を両立しました。 
容量は、洗濯・脱水が 7kg、簡易乾燥が 2.5kg の「WF-D70」と、洗濯・脱水が 8kg、簡

易乾燥が 2.5kg の「WF-D80」の 2 種類です。それぞれに、ホワイトとメタリックシルバー

の 2 色のカラーバリエーションがあり、合計 4 モデルです。価格はオープンです。 
製品の特長および仕様については次ページのとおりです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホワイト】 【メタリックシルバー】 
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■発売概要 

  ホワイト 

型式 洗濯・脱水 
容量 簡易乾燥(送風)容量 価格 発売日 

WF-D70WSA 7.0kg 2.5kg 
オープン 3 月上旬 WF-D80WSA 8.0kg 2.5kg 

メタリックシルバー 

型式 洗濯・脱水 
容量 簡易乾燥(送風)容量 価格 発売日 

WF-D70VBA 7.0kg 2.5kg 
オープン 3 月上旬 WF-D80VBA 8.0kg 2.5kg 

 

■主な特長 
  

１． 6 種類の洗いかたで最適な仕上がりを実現した「6 モーション機能」を搭載 

手で洗うような 6 つのモーションでやさしく繊細に汚れを落とし、衣類の傷みも

防ぐ「6 モーション機能」を採用。 
洗濯槽の動きと注水方法を組み合わせることで、手洗いでお洗濯するときの優し

さやていねいさを再現しました。洗いかたは全部で 6 種類。洗濯コースに合わせて

6 種類の洗いかたを組み合わせることで、衣類の素材や汚れ具合などに応じて最適

な洗いかたを実現します。限りなく手洗いを再現し、しっかり洗いながら、衣類の

傷みを防ぐことができます。 
 
＜6 種類の洗いかた＞ 

洗い方 内容 

たたき洗い 水を衣類にたたきつけることで、繊維の編み目に絡みついた汚れを落とす。 

もみ洗い 洗濯槽が回転・反回転を繰り返すことで、衣類同士をもみ合わせ力強く洗う。 

押し洗い 強力な遠心力で衣類を洗濯槽に押しつけて洗濯。衣類同士の絡みつきを防ぐ。 

ゆらし洗い 洗濯槽が優しく回転・反回転することで、からみついた衣類をていねいにほぐしながら洗う。 

こすり洗い 優しく、そしてむらなく、手でこするように洗うことで、衣類の傷みを防ぐ。 

おどり洗い 最小限のモーターの動きで、衣類をゆらゆらと踊らせるように洗濯。摩擦による痛みを防ぐ。 

 
２.“パワフル＆静音”仕様の DD インバーターを搭載 

ベルトのない DD（ダイレクト・ドライブ）方式

を搭載。DD（ダイレクト・ドライブ）方式は、水

流を効率的に利用することで衣類をかくはんし、汚

れを落とします。これにより、パワフルかつ静かに

洗うことができ、耐久性も向上しました。 
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３．洗剤の量を自動的に感知する「アイ・センサー」 

 水温と洗濯水に含まれる洗剤の量を自動的に感知する「アイ・センサー」を搭載。

「標準」「パワーすすぎ」コースを選んだときに洗濯水の洗剤濃度を自動調整し、

常に効率的な水量と運転時間で洗えるように 
します。衣類の洗剤残りを少なくし、しっか

りすすぐことができます。また、すすぎ過ぎ

を防ぐこともできるため、水の無駄を少なく

します。 
 
 

４．槽内も常に清潔に保てます 

槽裏側のお手入れも運転コースで選べます。水を貯めた状態で高速回転すること

で大きな渦巻きをつくり、槽内に付着する黒カビを徹底的に除去。洗濯槽を常に清

潔に保つことができます。 
 
 

５．脱水後も風の力でさらに乾燥サポート  

脱水後、洗濯槽の中に風を送って水分をさらに除

去。干してから乾くまでの時間を短縮できます。室

内干しや化繊のものを少量だけ乾かしたいときに

便利です。 
 

 

 

 

６．おいそぎコースなら洗濯・すすぎ・脱水まで最短 21 分で完了  

2kg までなら、洗濯・すすぎ・脱水まで 21～25 分で完了。短時間で洗えるため、

洗濯による衣類のダメージが最低限に抑えられます。少人数の場合や毎日のお洗濯

に最適です。 
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■主な仕様  
  
 

カラー ホワイト メタリックシルバー 
モデル名 WF-D70WSA WF-D80WSA WF-D70VBA WF-D80VBA 
JAN-CODE 49-89027-004177 49-89027-004146 49-89027-003613 49-89027-002180 
洗濯・脱水容量 7.0kg 8.0kg 7.0kg 8.0kg 
簡易乾燥（送風）容量 2.5kg 2.5kg 
チャイルドロック ○ 

風呂水ポンプ × 

排水方式 後ろ排水 

洗濯槽 ステンレス 

本体寸法 

（幅×奥行き×高さ） 
540×583×935mm 

重量 38.5kg 
標準使用水量 98ℓ 99ℓ 98ℓ 99ℓ 
消費電力（50/60Hz） 550／500W 
消費電力量（50/60Hz） 120Wh 
予約時間 3～48 時間 

水量表示（10 段階） 27～69ℓ 
洗濯コース 標準・ウール・おいそぎ・しっかり・わたしコース・ナイトコース・ 

パワーすすぎ・槽洗浄 

運転時間 標準 39～58 分 

おいそぎ 21～25 分 

つけ洗い 40・50・60 分 

風乾燥 60・90・120 分 

運転音 洗濯時 38dB 
脱水時 44dB 

 

 

■関連サイト 

 本製品の詳細は下記サイトをご覧ください。 
 http://www.lg.com/jp/home-appliance/washing-machine/LG-top-loader-fully-auto-WF-D70WSA.jsp 
 

http://www.lg.com/jp/home-appliance/washing-machine/LG-top-loader-fully-auto-WF-D70WSA.jsp


 
 

 4 

■LG Electronics Japan株式会社 会社概要 

 

 社  名  LG Electronics Japan 株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 
 本  社  〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館 9 階 
 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.lg.com/jp 
 設  立  1981 年 1 月 
 資 本 金  13 億 8 千万円（韓国ＬＧ Electronics 100％出資） 
 代 表 者  代表取締役社長 李  揆弘 （リ・ギュホン） 
 事業部門  ホーム・エンターテイメント事業  液晶テレビ、液晶モニター、デジタルサ

イネージ、ブルーレイプレーヤー、AV 機

器、光学ストレージ、記録メディア 
       モバイル通信事業 携帯端末、通信モデム 
       ホーム・アプライアンス事業    洗濯機、冷蔵庫、ワインセラー 
                         
 従業員数  約 120 名 
 営業拠点  LG Electronics Japan Lab 株式会社（東京都品川区） 
       日本デザイン研究所（東京都港区） 
       大阪営業所（大阪市中央区） 
       名古屋営業所（名古屋） 
       九州営業所（福岡） 
 
 
 

 

 
報道関係者からのお問い合せ先 

 
担当：LG 広報代理（共同 PR 株式会社）  

第一業務局 小林 
Email: m-kobayashi@kyodo-pr.co.jp  

TEL: 03-3571-5326（直通） FAX: 03-3574-0316 
 

LG Electronics Japan 株式会社 
広報担当 金 東建 （キムドンゴン） 

Email: donggun.kim@lge.com 
TEL: 03-3588-1917（直通） FAX: 03-3586-3984 

 


