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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 仁奎＇イ・インギュ（ 本社：東京都 

中央区（は、二層ドラム式洗濯乾燥機「LG DUALWash™＇エルジー・デュアルウォッシュ（」の 4モ

デルを 2018年 10月 26日＇金（より、全国で順次発売します。 

全 4モデルのラインアップでは、究極のデザイン美と、最先端の技術を集結した LGのプレミアムブ

ランド「LG SIGNATURE＇エルジー・シグネチャー（」モデルの「LG SIGNATURE DUALWash™」

を始め、「LG DUALWash™ Steam」を 2モデル、スチーム機能非搭載の「LG DUALWash™ 

Non-Steam」モデルを展開します。 
 

「LG DUALWash™」は、洗濯容量 11kg＇乾燥容量 6kg（のメイン洗濯乾燥機の下にもう一つ、

2kgのミニ洗濯機を備え付けることで、「同時」に洗ったり、「分けて」洗ったりと、ライフスタイルに合

わせてさまざまな使い方ができる、日本初上陸の洗濯機です。 

家族の衣類やタオル類、毛布やシーツなど、1度では洗えないような大量の洗濯物も、合計

13kg※1の大容量で同時に洗濯でき、手間と時間の短縮に。さらに、メイン洗濯機を使用するほど

ではない少量の洗濯物なら、ミニ洗濯機だけを使えば、水や電力の節約にもなります。 

また、白いシャツと、ジーンズのような色落ちしやすい素材も、二層で同時に分け洗いすることで

色移りを予防。それぞれ異なるコースを選択できるため、おしゃれ着や下着などのデリケートな素材

は「デリケートコース」で、それ以外の衣類は「通常コース」で、とコースを分けて洗うことも可能です。 
 

「LG SIGNATURE DUALWash™」の洗浄力においては、独自開発の DD＇ダイレクトドライブ（

モーターによって、洗濯槽の回転を自在にコントロールし、まるで手洗いのような 6パターンの洗い

方が自動で切り替わる「6モーション洗浄」を採用。60℃までの温水設定※2によるパワフルな洗浄力

に加えて、徹底した低振動・低騒音設計を追及しました。さらに、洗剤・柔軟剤の自動投入機能を備

え、スマートフォンの専用アプリで外出先からも遠隔操作が可能です。 
 
※1： 2つの洗濯機を同時に使用した場合 
※2： 設定できる水温はコースによって異なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗濯容量最大 13kg※1！ 2つのドラムで「同時」に洗う、「分けて」洗う 

二層ドラム式洗濯乾燥機「LG DUALWash™」 
プレミアムブランド「LG SIGNATURE」を始め、4モデルを 

10月 26日＇金（より全国で順次発売 

LG SIGNATURE DUALWash™ 
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＜発売概要＞ 

■「LG SIGNATURE DUALWash™」モデルの主な特長

※「LG SIGNATURE」とは…
本来家電があるべきその本質とその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。
現在、日本における「LG SIGNATURE」製品は、有機 ELテレビのハイエンドシリーズ「OLED W8P」と
「OLED G8P」を展開しており、今回の「LG SIGNATURE DUALWash™」が、洗濯機では初の「LG

SIGNATURE」モデルとなります。

＜洗濯機がふたつ。洗濯が何倍も自由になる＞ 

洗濯容量 11kg＇乾燥容量 6kg（のメイ

ン洗濯乾燥機の下にもう一つ、2kgの

ミニ洗濯機があることで、シーツのよう

に大きなものはメイン洗濯機で、まくら

カバーやタオルなどの小物類はミニ洗

濯機で、同時に洗濯が可能。色物衣

類と白い衣類も同時に分け洗いできま

す。

また、2つの洗濯機を同時に使用する「同時洗い」なら時間の短縮に、「少量洗い」をミニ洗濯機で

行えば、水と電力の節約にもなります。アイデア次第でさまざまな使い方ができる洗濯機です。 

モデル名／型番＇カラー（ 価格＇※予想実売価格・税別（ 発売時期 

【LG SIGNATURE DUALWash™】 
「SGDW18HPWJ」 ＇ホワイト（ 

オープン価格＇458,000円前後（

2018年 

10月 26日
＇金（ 

【LG DUALWash™ Steamモデル】 
「DULW18H3VJ」 ＇ステンレスシルバー（ 

オープン価格＇338,000円前後（ 
※メイン洗濯機のみの場合、248,000円前後

【LG DUALWash™ Steamモデル】 
「DULW18H3WJ」 ＇ホワイト（ 

オープン価格＇328,000円前後（ 
※メイン洗濯機のみの場合、238,000円前後

【LG DUALWash™ Non-Steamモデル】 
「DULW18H3WJN」 ＇ホワイト（ 

オープン価格＇308,000円前後（ 
※メイン洗濯機のみの場合、218,000円前後

【メリット① 同時洗い】  

同時洗いで、大幅な時短が実現！ 

【メリット② 節約】 
少量洗いならミニ洗濯機で水も電力も節約！ 

衣類合計 13kgの場合 

ドラム式洗濯機で 2回洗濯 

衣類合計 13kgの場合 

メイン＆ミニ洗濯機で同時洗濯

メイン洗濯機で

洗濯した場合

ミニ洗濯機で

洗濯した場合

LG SIGNATURE 

DUALWash™ 
LG DUALWash™ 

Steamモデル 

LG DUALWash™ 

Non-Steamモデル 
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＜目指したのは、手洗いのような洗浄力＞ 
 

手洗いを再現する、「6モーション洗浄」 
独自開発の DD＇ダイレクトドライブ（モーターによって、洗濯槽の回転を自在にコントロール。機敏
でパワフルな回転と、最適な水温※1の組み合わせで、落ちにくいがんこな汚れもきれいに洗い流し
ます※2。 

メイン洗濯機では、まるで手洗いのように 6パターンの洗い方ができる「6モーション洗浄」を採用。※3 

コースに合わせて、自動で最適なモーションを選択し、デリケートコースなら、「ゆらし洗い→おどり洗
い→たたき洗い→こすり洗い」というように、衣類に最適なドラムの動きをアルゴリズム※4 で解析し、
組み合わせて洗浄します。ダウンロードコースでは、その組み合わせはさらに広がります。 
 
※1： 冷水、20℃、30℃、40℃、60℃が選べます。温水で洗うことでより高い洗浄効果を発揮します＇メイン洗濯機のみ（ 
※2： 当社実験によります。標準コースにて定格容量洗濯時。衣類の汚れは人工皮脂によるものです。 

衣類の量、汚れ、洗剤の種類、水温等によって効果は異なります 
※3： ミニ洗濯機では「3モーション洗浄」＇WAVEWASH™、ゆらし洗い、こすり洗い（を搭載 
※4： コンピュータによる計算・処理手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

衣類にやさしい、ヒートポンプ乾燥 

「LG SIGNATURE DUALWash™」には、独自の乾燥システム「ヒートポンプ」を搭載。パワフルな
のはもちろん、60～70℃の低温で乾燥させることで、衣類の縮みや傷みなどのダメージを最小限
に抑え、まるでクリーニング後のようなやさしい風合いに仕上がります。 

 

●デリケートコースで収縮率 71.9％※1オフ 

衣類の収縮率テストにおいても、ウール、ポリエステル、コットン全てにおいて、 

従来品と比べて大幅な収縮率の改善がみられました。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
※1： 2016年 6月 、Intertekでのテストによる。測定方法：100％ウール製ニット、100％ポリエステル製肌着、80％コットン+ 

20％ナイロン製ブラウスに 20×20cmの正方形をマークし、乾燥後の幅と長さを自社ヒーター式乾燥と比較し測定。試験
No. : 160400090SEL-001＇Intertek とは：イギリス・ロンドンに本拠を置き、試験、検査および認証を行う企業（ 

※2： 2014 年製自社ヒーター式乾燥モデル FH4U1JBH2N 

1．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 

しっかり落とします。 

2．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、 

力強く洗います。 

3．押し洗い 
強力な遠心力で衣類を洗濯槽に押し付けて

洗濯。衣類同士の 

絡みつきを防ぎます。 

4．ゆらし洗い 
洗濯槽が優しく回転・反回転することで、絡みつ

いた衣類をていねいにほぐしながら洗います。 

5．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、衣類の傷みを防ぎます。 

6．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 

躍らせるように洗濯。摩擦による傷みを防ぎます。 
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＜低振動・低騒音設計＇洗濯時のみ（＞ 
 

「LG SIGNATURE DUALWash™」は、徹底した低騒音設計の DD＇ダイレクトドライブ（モータ

ーと、4つの独自機構によって、騒音・振動を軽減します。不快な振動や騒音の原因となるベルト

やギアを使用しないため、スムーズで静かな運転が可能になり、動力伝達のロスも少ないため、パ

ワフルで高い洗浄力を実現します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

【振動感知センサー※1】  
大きな振動が発生した時に 

センサーが自動で回転速度を調整します 

【デュアルボールバランサー】  
ドラム内で衣類が偏ったときに内部の 

ボールを移動させ、ドラムのバランスを調整します 

【振動低減構造※2】  
柔軟に動く振動低減構造で筐体に 

伝わる振動を低減します 

【サスペンションシステム】  
3つのサスペンションと 

2 つのダンパーで振動を緩和します 

運転音の目安 : ささやき声… 30dB、図書館の中… 40dB 
※運転音の表示は一般社団法人日本電機工業会洗濯機性能評価基準による 

※1： ※2： 衝撃を緩衝する機構 
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＜その他の特長＞ 
 

洗剤までも、洗濯機まかせ。洗剤・柔軟剤自動投入機能 

毎回計量カップで洗剤を計って洗濯槽に投入、という面倒な 

手間を解消するため、洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しま 

した。専用ケースには、洗剤と柔軟剤を約 20回分※補給でき、 

洗濯物の量や洗濯コースに応じて自動投入します。 

※ 標準コース：6kg の洗濯を基準とした場合 

 

IoT対応で、外出先からでも遠隔操作 

「LG DUALWash™」は、IoTに対応しており、外出先でもスマートフォンの専用アプリによる操作が

可能です。洗剤・柔軟剤自動投入機能もついているため、外出前に洗濯物だけを中に入れておけ

ば、帰る時間に合わせて遠隔操作ができ、時間の節約にもなります。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

※スマートフォン/ Android OS 4.1 以上、iOS 9 以上 ・インターネット接続できる環境/ プロバイダの契約が必要です 

※無線 LANルーター/ LG Smart ThinQ で洗濯機を使うには、無線 LAN ルーターを経由してインターネットに接続する必
要があります 

※本機をインターネットに接続する際には、必ず通信を暗号化＇WPA2 を推奨（できる無線 LAN ルーターに接続してください 

※ダウンロードコースは各製品ごとに異なります。コースの種類、及び数は予告無く変更される場合があります 

 

あらゆる操作が直感的でわかりやすい、ユーザーインターフェイス 

メイン洗濯機はすべてタッチパネルで操作可能。豊富なコースからも、

直感的かつ簡単に選択することができます。 

使用頻度の高いコースを登録したり、コースをダウンロードしたり、編

集機能を使ってオリジナルのコースを設定することも可能です。 
 
【日常コース】 普段・日常よく使うコースです。※初期設定では乾燥は行いません 

【特別コース】 デリケートな衣類や大きな洗濯物を洗うとき、衣類の状態に応じた特別な洗濯を行うコースです。 

【乾燥コース】 乾燥を行うコースです。洗濯＋乾燥コースは、洗濯から乾燥までセットで行います。 

【ダウンロードコース】 Wi-Fi を通じて本機にダウンロードしたコースで洗濯を行います。 

【わたし流コース】 よく使用するコースを選んで洗濯するコースです。使用回数の多いコースが 3つまで登録 

され、その中から選べます。 

 

使う人の動作を考え抜いた、「エルゴノミックデザイン」 

力を入れなくてもやさしく開くドアや、本体上部には、操作パネル

の視認性を上げ、タッチ操作が最もしやすいよう 17度の傾斜角を

つけるなど、細かく配慮された設計で、洗濯時のストレスを感じさ

せないデザインを追求しました。 

さらに本体表面に施されたエナメルコーティングは、美しい輝きだ

けでなく、傷や腐食、汚れに強い耐久性と、お手入れがしやすい設計になっています。 

●外出中でも遠隔操作 
おうちにいないときでもスマートフォンでかんた

んに洗濯を開始したり、残り時間や稼働中のコ

ースの状況を確認できます。 

●ダウンロードコース 
製品の基本コース以外にも、アプリからダウンロード

したコースを洗濯機で使用できます。 

●モニタリングデータ 
最近使用したコースや月別の電気消費量の推移を

スマートフォンの画面で確認することができます。 

●スマート診断 
故障かな？と思ったら、スマートフォンを通じて 

故障やエラーの原因を確認することができます。 
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■主な仕様 

 
※1： 洗濯機のインバータ制御とは、モーターの回転数を変化させ、効率よく運転制御する技術です。 

LGは洗濯内容に適した制御をするため、高効率のブラシレスモータを採用しております 

※ 容量＇洗濯量（は JIS＇日本工業規格（で規定の布地を洗濯した場合のものです。 

洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります 

※ 各データは日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」、「乾燥性能評価方法」によるものです 

※ 室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、 

使用水量・消費電力量・運転時間が増減します 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

モデル名(型番) 

【LG SIGNATURE DUALWash™】 

「SGDW18HPWJ」 ＇ホワイト（ 

メイン洗濯機＇FG1611HP1W（ ミニ洗濯機＇T2402NTWW（ 

外形寸法＇幅×奥行き×高さ（※給水・排水ホースを含む 600×730×850mm 600×730×365mm 

ボディ幅 600mm 600mm 

補強板寸法＇幅×奥行き×高さ（ 630×690×25mm - 

重量 約 94.5kg 

／ ノーマル：80W 

約 43kg 

洗濯容量 11kg 2kg 

洗濯～乾燥・乾燥容量 6kg 

 

- 

運転音＇洗濯/ 脱水/ 乾燥（ 33dB/43dB/47dB 31dB/39dB＇洗濯/脱水（ 

インテリジェント洗濯システム ● 

 

- 

水温設定＇℃（ 冷水/20/30/40/60℃ 

 

- 

乾燥方式 ヒートポンプ式 

 

- 

モータタイプ ダイレクトドライブ※1 

 

ダイレクトドライブ※1 

操作パネル 

 

フルタッチ式サークルディスプレイ タッチ式 

スチーム機能 ● 

● 

 

- 

洗剤・柔軟剤投入機能 ● 

 

- 

スマート診断 ● 

 

● 

フロントカバー ブラック強化ガラス ブラック強化ガラス 

Wi-Fi ● 

 

● 

標準使用水量 

(50/60Hz) 
洗濯 / 洗濯乾燥時 78ℓ/50ℓ 41ℓ/ - 

洗濯消費電力量

(50/60Hz) 

洗濯時 68Wh 40Wh 

洗濯～乾燥時＇標準/ECO（ 951Wh / 624Wh - 

目安洗濯時間 

＇標準コース時) 

洗濯時 32分 32分 

洗濯～乾燥時＇標準/ECO（ 130 / 147分 - 

糸くずフィルター ● 

 

● 

 
安全機構＇ドアロック / チャイルドロック（ ● 

 

● 
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※1： 洗濯機のインバータ制御とは、モーターの回転数を変化させ、効率よく運転制御する技術です。 

LGは洗濯内容に適した制御をするため、高効率のブラシレスモータを採用しております 

※ 容量＇洗濯量（は JIS＇日本工業規格（で規定の布地を洗濯した場合のものです。 

洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります 

※ 各データは日本電機工業会・自主基準 「洗濯性能評価方法」、「乾燥性能評価方法」によるものです 
※ 室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、 

使用水量・消費電力量・運転時間が増減します 

 

 

 

 

 
 

 

モデル名(型番) 

【LG DUALWash™ Steamモデル】 

「DULW18H3VJ」 ＇ステンレスシルバー（ 

「DULW18H3WJ」 ＇ホワイト（ 

 

【LG DUALWash™ Non-Steamモデル】 

「DULW18H3WJN」＇ホワイト（ 

メイン洗濯機 

＇FG1611H2V／FG1611H2W／ 

FG1611H2WNS（ 

ミニ洗濯機 

＇TG2402NTWV（ 

外形寸法＇幅×奥行き×高さ（※給水・排水ホースを含む 600×730×850mm 600x730x365mm 

ボディ幅 600mm 600mm 

補強板寸法＇幅×奥行き×高さ（ 630×690×25mm - 

重量 約 76kg 約 43kg 

洗濯容量 11kg 2kg 

洗濯～乾燥・乾燥容量 6kg - 

運転音＇洗濯/ 脱水/ 乾燥（ 36dB/45dB/35dB 31dB/39dB＇洗濯/脱水（ 

インテリジェント洗濯システム ● - 

水温設定＇℃（ 冷水/20/30/40/60℃ - 

乾燥方式 ヒーター式＇ハイブリット乾燥（ - 

モータタイプ ダイレクトドライブ※1 ダイレクトドライブ※1 

操作パネル タッチ式 タッチ式 

スチーム機能 ●＇DULW18H3WJNのみ非搭載（ - 

洗剤・柔軟剤投入機能 - - 

スマート診断 ● ● 

フロントカバー ブラック強化ガラス ブラック強化ガラス 

Wi-Fi ● 

 

● 

標準使用水量

(50/60Hz) 
洗濯 / 洗濯乾燥時 80ℓ/58ℓ 41ℓ/ - 

洗濯消費電力

量(50/60Hz) 

洗濯時 58Wh 40Wh 

洗濯～乾燥時＇標準/ECO（ 2050Wh / - - 

目安洗濯時間 

＇標準コース時) 

洗濯時 32分 32分 

洗濯～乾燥時＇標準/ECO（ 165分 / - - 

糸くずフィルター ● 

 

● 

 安全機構＇ドアロック / チャイルドロック（ ● ● 
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報道関係者様のお問い合せ先 

LG エレクトロニクス・ジャパン株式会社 

広報担当：阿部／金 東建＇キム・ドンゴン（ 
Email: pr.jp@lge.com 

TEL: 03-5299-4603＇直通（ FAX: 03-5299-4699 

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から

「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社＇英文表記：LG Electronics Japan Inc.（」に法人名を変更しています

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社 名： LG Electronics Japan株式会社＇LG Electronics Japan Inc.（ 

本 社： 〒104-8301東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー15階 

U R L： https://www.lg.com/jp 

設 立： 1981年 1月 

代 表 者： 代表取締役社長 李 仁奎＇イ・インギュ（ 

事 業 内 容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は 5事業の営業を展開 

＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等 

＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、 

ホームプロジェクター等 

＜モバイル・コミュニケーション＞スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等 

＜ビークル・コンポーネンツ＞車載用機器等 

＜ビジネス・トゥー・ビジネス＞デジタルサイネージ、ソーラー事業等 

■LGエレクトロニクスについて

LG エレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリ

ーダーおよびイノベーターとして、世界 100以上の事業拠点に約 74,000人の従業員を擁しています。

2017年の世界市場の売上は 554億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーシ

ョンズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の 4 事業からなり、

テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。

詳しくは、www.lg.comをご覧ください。


