
カ タ ロ グ

冷 蔵 庫
2019年1月• このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

• 水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。
• 万一の感電防止のため、アースは必ず取り付けてください。
• �湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース･漏電遮断機を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・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。

• 冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理が厳しいものは保存できません。
• 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。
• エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな症状は
�ありませんか？

このカタログは2019年1月のものです。
商品の価格には配送 · 設置調整 · アース工事 · 使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集 · 運搬料金、再商品化など料金(リサイクル料金)が必要となります。

• 電源コード、プラグが異常に熱い。�•電源コードに深い傷や変形がある。�
•焦げくさいニオイがする。•冷蔵庫の床面にいつも水が溜まっている。
•ビリビリと電気を感じる。•その他の異常な故障がある。

安全に関するご注意

ご
使
用
中
止

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検をご依頼ください。
点検、修理費用は販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い 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、保存してください。店名、ご購入期日の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、その製造番号が保証書と一致しているかをお確かめください。

補修用性能部品保有期間 冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後９年です。

修理後は



T H E  A R T  O F  E S S E N C E



最先端技術を日常に組み込む

家電はいま、アート作品へと進化しました。LG SIGNATUREは、本来家電があるべきその本質と価値を極限まで追求し、

不要な要素はそぎ落とし、家電に本当に必要な性能と使いやすさ、デザイン美を最先端の技術をもって形にした

LGのプレミアムブランドです。総合家電メーカーだからこそできる従来の家電の考え方を一新した、そんな特別な製品です。

ブランドストーリー

STATE-OF-THE-ART 
LIVING EXPERIENCE

THE ART OF ESSENCE



LG SIGNATUREは、本来家電が果たす本質にこだわり、最先端の技術と経験によって確かな性能をご提供します。 
製品の本質的価値にこだわっているからこそ、時を経ても常に新鮮な驚きをもたらし、使用するその瞬間の満足をお届けします。

家電製品はこうあるべきという従来の概念にとらわれず、現代の最先端の技術やノウハウをもって
到達しうる極致となるプレミアム製品を追求したブランド。それがLG SIGNATUREのコンセプトです。

LG SIGNATUREの誕生 経験から培った技術による確かな性能



本来必要な機能をシンプルで使いやすくするため、人間工学に基づいた設計を心がけ、使うひとがより便利に
なるように様々なスマート機能を組み込む。LG SIGNATUREだからこそできる技術と提案です。

LG SIGNATUREは簡潔かつ端正な美しさを追求します。不必要な部分を果敢になくし、
洗練された洗練された美しさとディテールが、高級な素材と出会うことで究極の美しさにまで高まります。

本質に忠実だからこそミニマルなデザイン シンプルで直感的な使いやすさ



TASTING IS BELIEVING
THE ART OF ESSENCE

ライフスタイルに家電というアート作品を
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見るたびに溜め息が出る
そんな外観の美しさ

精巧な質感とデザイン
LG SIGNATUREは、耐久性に優れた�Textured Steel™�を
エクステリアの素材として採用。上質な質感とシンプルなデザインに仕上げました。
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優しくエレガントなライティングの円形モニターは、
冷蔵室 ·冷凍室それぞれの温度や消費電力量を表示します。
タッチで簡単に温度設定や機能のオンオフ操作が可能です。

Wi-Fiエクリプスディプレイ

ECLIPSE DISPLAY

* 画像はイメージです



窓のようなガラス扉を軽く２回ノックするだけで、
冷蔵室のドアを開けずに庫内に何があるかを確認できます。
開けるたびに逃げてしまう庫内の冷気を維持することで、
鮮度を守っておいしさを保ちます。

機能を再定義する
気品と使いやすさの提案 Vol.1
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プラチナムフレッシュウォール オートオープンドア オートオープンドロワー

ノック２回で庫内をチェック

人が近づくと足元にライトが点灯。片足をかざ
すと、冷蔵庫の右側の扉が自動でオープンしま
す。誤って開けてしまっても、一定の時間内に
開閉がない場合は自動的に扉が閉まります。

庫内の4面をすべてステンレススチール製
にすることで、高級感のある上品さを演
出し、庫内の温度を維持します。

* 画像はイメージです

冷凍室の扉を開くと、中の引き出しが自動で
手前に引き出されます。腰を深くかがまなくて
も、中に入っているものが見えるので、必要な
ものをすぐに見つけることができます。

Platinum Fresh Wall Auto Open Door™ Auto Open Drawer™ 
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毎日使う食品類の保存に

調味料やジャムの保存に

背の高くて重い飲み物の保存に

機能を再定義する
気品と使いやすさの提案�Vol.2

インスタビュー ·ドアインドア 冷気を逃さない ムービングバスケット
Less Cold Air Loss Moving Basket

2回のノックでドアを開けずにすぐ冷蔵庫
の中身を確認できるため、冷気が逃げるの
を防ぎます。

簡単に高さを調節できるため、
様々なサイズの食材を保存できます。

大きな冷蔵庫ではなく、まるでミニ冷蔵庫
のように、手軽によく使う食品を保存でき、
使いたいときにさっと取り出せます。

* 画像はイメージです



    

使い方次第で
いろいろな食材を保存できる

冷気が上部手前側からまるでシールド(盾)
のように降り注ぐことで扉の開閉によって
冷気が外へ逃げてしまうのを抑制し、庫内
の温度を効率的に維持します。

肉類や生鮮食品など、保存する食品に
合わせて温度設定を�フレッシュ�に切り
替えることができ、より低い温度で鮮度を
保ちます。

冷蔵室の棚部分にやさしく光るLED照明
をライン状に配置することで、高級感を
演出。庫内をより美しく、そして奥まで
クリアに見通すことができます。
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フレッシュシールド ·クーリング フレッシュケース ルミシェルフ
FreshShield™ Cooling Fresh Case LUMIShelf™

*  冷蔵庫の主扉を閉めたときのみ機能します。  
画像はイメージです。



庫内を除菌 ·脱臭*

４段階のフィルターシステムとUV LED付のファン

2段階 3段階 4段階1段階

1、4段階 光触媒フィルター 庫内を2段階で除菌

2、3段階 カーボンフィルター アルカリ性・酸性の
においをそれぞれ除去

LED 5つのUV LED 除菌や脱臭効果の活性化

ファン 専用ファン 庫内の空気を循環
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毎日家族が使うものだから
いつも自動で清潔に

＜除菌＞
•試験機関：北里環境科学センター
•試験方法：ISO028448:2009（JIS R1702:2012）に準ずる
• 試験結果：光触媒加工フィルターにUV LEDランプを4時間照射後、

試験菌（大腸菌 ･黄色ブドウ球菌 ･肺炎桿菌 ･リステリア菌） 
の減菌数を測定した結果、99.99%以上の減菌率を確認。

※ 試験結果は実使用空間の実証結果ではありません。

＜脱臭＞
•試験機関：日本食品分析センター
•試験方法：ガス検知管法
• 試験結果 : 光触媒加工フィルターをファンとともに109Lのデシケーターに入れて、 

ファンで20PPMのガスを撹拌して測定した結果、25分後に1PPM以下に減少したのを確認。

冷蔵庫の中をセンサーでモニタリングして自動で除菌 · 脱臭*。



外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ) 912 × 754 × 1,784

製品梱包時の外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ) 964 × 815× 1,875

電源コードの長さ (m) 約1.5

質量 (kg) 約193

電動機の消費電流 4.0A

製品の
特徴

インスタビュー ·ドアインドア O

Wi-Fi Eclipse Display  
Wi-Fiエクリプスディスプレイ O

Platinum Fresh Wall  
プラチナムフレッシュウォール O

LUMIShelfTM

ルミシェルフ  O

Fresh ShieldTM Cooling  
フレッシュシールド·クーリング O

Fresh Case  
フレッシュケース O

Hygiene Fresh+TM O

Auto Open DoorTM  
オートオープンドア O

Auto Open DrawerTM 
オートオープンドロワー O

Smart DiagnosisTM O

LG SIGNATURE冷蔵庫
製品仕様

•定格内容積は日本工業規格 (JIS C 9801-3:2015) に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品 (棚やケースなど) をはずした状態で算出しております。
•食品収納スペースの目安＜＞は、日本工業規格 (JIS C 9801-3:2015) に基づき、庫内部品を取り付けた状態で算出しております。実際に食品を収納できる空間の容積の目安です。

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークに
なります。商品をお選びになるときの参考にしてください。�省エネ基準達成率�及び
�達成率�は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。
%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

省エネ基準達成率

60%
15年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)目標年度2021年度

年間消費電力量

616kWh/年
省エネ性マークについて

型式 GR-Q23FGNGL

種類 冷凍冷蔵庫

定格内容積
＜食品収納

スペースの目安＞

全内容積 676L

冷蔵室 439L <342L>

うち野菜室 <36L>

うち
フレッシュケース <13L>

うち
ユーティリティルーム <4L>

冷凍室上段
（フォースター） <53L>

冷凍室中段
（フォースター） <50L>

冷凍室下段
（フォースター） <45L>

定格電圧 100V

定格周波数 50 Hz / 60 Hz 共用

電動機の定格消費電力 110 W

電熱装置の定格消費電力 440 W

消費電力量
冷蔵室ドア内側の

品質表示銘板に表示

据え付け場所の許容温度 5 ～ 43℃

冷凍室 (フリーザー) の性能は記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は、日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度 
( 食品温度 ) が次の表のようになるものをいいます。 
ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。

冷蔵室の性能

冷凍室の性能について

• 年間消費電力量は、日本工業規格 (JIS C 9801-3:2015)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

• 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の設定温度、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方などにより変動する場合があります。

冷蔵庫の消費電力量について

日本工業規格　消費電力量測定方法

種類 冷凍冷蔵庫スリースター、フォースター 冷蔵庫 冷凍庫

庫内温度
冷凍室 冷蔵室 冷蔵室 冷凍室

-18℃以下 4℃以下 4℃以下 -18℃以下

周囲温度 32℃及び16℃

周囲湿度 32℃測定時：70±5%、16℃測定時：55±5%

消費電力量の表示 年間消費電力量(kWh/年)
(周辺温度32℃測定による1日あたりの消費電力量205日分と周囲温度16℃測定による1日あたりの消費電力量160日の合計）

記号
ワンスター ツースター スリースター フォースター

冷凍負荷温度（食品温度） -6℃以下 -12℃以下 -18℃以下

冷凍食品の貯蔵期間の目安 約1週間 約１ヵ月 約3ヵ月



• 冷蔵室でも食品が凍ることがあります  
冷蔵庫の周囲温度がプラス5℃以下になると、冷蔵室内の食品が凍ることがありますが、 
庫内の温度調節をすると幾分凍りにくくなります。

• 保存期間の過信は禁物  
冷凍冷蔵庫での保存は、細菌の繁殖をある程度抑えらますが、 
傷む速度を緩やかにしているだけです。保存中も食品は変化します。

食品保存について

• カタログに表示の定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801-3:2015) に基づき、 
庫内の温度制御に必要でない庫内部品 (棚やケース等)を外した状態で算出したものです。

• 貯蔵室ごと (冷蔵室、冷凍室、野菜室等) に、定格内容積と併せ食品収納スペース 
(貯蔵室ごとの実際に食品を収納可能な空間の容積) の目安を表示しています。

冷蔵庫の内容積について

• ドアの開閉は少なく、手早く 
 開閉が多いと冷気が逃げてムダです。

• 冷蔵庫の周囲に適当な隙間をあけて 
周囲に隙間がほとんどない状態で設置すると、放熱ができず電気のムダになります。

• 食品の詰め込みすぎは禁物 
食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、 
余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。

省エネのための上手な使い方

• 熱いものは冷ましてから 
熱いものを入れると、庫内温度が上昇し、周りの食品温度もあげてしまいます。

• 傷んだゴムパッキング、ガスケットは取り替えて 
傷んでいる隙間から冷気が漏れて、電気のムダ使いになります。　 
名刺などをはさんで落ちるようでしたらパッキングを取り替えてください。

家庭用冷蔵庫 ·冷凍庫は、使い方が激しい業務には適しません。業務用の対応機種をご使用ください。据え付け方法は各製品紹介据え付け必要寸法図をご覧ください。

正しくお使いいただくために

正しい据付について
• 水気や湿気の多いところは避けて 

流し台の横など、水気の多いところに据え付けるとサビの原因にもつながります。

• アースの取り付けをおすすめします 
万が一の感電防止のためにもアースの取り付けをおすすめします。 
正しい取り付けについては販売店にご相談ください。

• 冷蔵庫は単独コンセントが必要です  
テーブルタップなどを用いた複数のコンセント接続は、 
火災・故障の原因にもなりますので、ご注意ください。

•  水平で丈夫な床に  
不安定に据え付けると振動や騒音の原因となります。 
水平で丈夫な床上でガタつく場合は、調節脚で安定させてください。

• 温度影響を受けやすい設置場所は避けて  
直射日光やコンロの側、直接外の空気が当たるなど、温度環境により、 
電気のムダや冷却運転に影響を与える場合があります。

• 風通しの良いところで、壁や家具と隙間をとって 
放熱空間、余裕をとって設置してください。

1,784mm

50mm

REFRIGERATOR 
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製品寸法
LG SIGNATURE冷蔵庫

• 本製品は重量(193kg)がある製品のため、設置する際には床部分の強度が必要です。 
必ず事前に専門のハウスメーカー等へ床の耐荷重などをお問い合わせし、設置可否を確認してください。強度が足りない場合は床の補強が必要です。

•黄色い斜線部分は冷蔵庫設置時に必要な空間です。    •冷蔵室と冷凍室とでドア開閉の角度が異なるため、ドアが開いた状態の寸法は上記の数値と異なることがあります。
•正しくお使いいただくために、製品周囲に適切な空間を維持してください。    •本機の搬入口のサイズが912mm(幅) ×754mm(奥行) 以下の場合、一度ドアを取り外す必要があります。 
•設置条件に応じ、若干変わる点があります。    •ビルトインで設置する場合は、冷蔵庫の扉の開閉のためのスペースを確保するため、左右の壁から20ｍｍ以上手前に置く必要があります。




