
LG全自動洗濯機（家庭用) 

取扱説明書 
品番-WF-B47W 

'WF-47SB 
WF-C47PW 

F45P8 

WM-T45HG 
WM-45NH 
WF-N52SW 

この度はLG電子全自UM*をおKい上げ 
aきましてyまことにfcyがとうございました。 
使用になる曾に『取撅いK明軎Jをご»，下古い。 
おになつfcttttffilHtと共に大切に保管して下sい。 
保E書は必ず『お!!い上げ日■販充店Jなど紀入をお確か 
め©上，販充店からお*け取y<ださい， 

•この洗用機は一tt家麇用に製逢されたHAです， 
業務用店事所華でご使用された壜會での故障は供 
ie期間中でも有憤修理になyます， 

180mm x 2S0nvn 3828EN3791U 



KBの特畏 

h 

全自動4コース 

(mm.スビーディ，辟，0-ル) 

*法灌物の置，mm,汚れ具合によつて 
な洗«コースを最択することができます 

最聚 
r„ 

革新的な新パルセーター採用 
* 3つ©ミニバルセーターと大きなパルセーターが汚れ* 

し。かリ鳶とします. 

♦バルセーター中央のttj■パン于は布がらみを少なぐ 
しっかり洗えます， 

1水位、洗剤使用麗の自動表示 
(洗濯物の量を感知して，木位とftMtt用置 
山奄表示します， 

h 

電源周波数(5(V60Hz)の共用 
■WH波数（東日本SOHz,西日本60Hz) 

のnなるiUでもご〇£用になれます. 

漫透 
h 

分解 
水ft9Uaして汚れtいづでやさしく 

を真め《汚れはがします， し。かyftいます■ 
せます* 

3ステップ 
*三SHの具なる水位で洗濯します， 
洗Mの力を最大Kに充揮し、前№9 
も不必果な< らい、頑固な角れもき 

れいに洗flします• 
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給水/*水/ふたH者/木位/振* 異常点検 

d水ロフイルター©ft手入れ/糸Cf?イJU*_©fc手A 
れ/薦供の坊ぎ方/^UUSしMl合 

コース別要時間 

Wti_ ド灌細：(&木ホ 
つなぐ方法/#*ホースをつな法/*Mff/tt 口に 
給*tK-スわ 

据え付№5法 

24 
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33 

水位/洗劑/漂白剤/ソフト仕上劑の使用方法 

洗い.すす苦.松水を別苻にする方法 

予拥洗灌の方法 

つけ洗いコース 

ウールコース 

期準/スピーディ/ft音/相洗浄コー， 

の感知と洗翔使用置表^ 洗翻の 

洗濯前脚備 

各和名称__ 

各ボタンの機® 

使用上のご注意 

上手な 

使い方 
設■及び33手入れ 

上手な 

使い方 
設■及び33手入れ 

いろいろな 
お洗灌方法 

:;ろ：；i 
お洗灌方法 

1J使用の前に 

ご使用の前に 



安金上のご注意 
■ご使用前にこの『安全上の， をよ<おのう正し（お使いください ■_ 

へのft軎や擓害 ここに示した注意事項は.H品を安全にS使いいただき、ご使用者や他の人々， 
を未Mに防止するためのものです，また.注意事項は，危害や揚畜40大き古と切苗のft度を明 
示するために、kつたいをすると生じることが想定される内赛をm&j，『注童』の 
2つIごB分しています*いずれも安金1ご■する重■な内容1?すので*必ず守〇て<ださい* 

A薑告 
この表示をkAして# Kつた取リftいをすると、人が死亡または重傷を羹 
ラ可IK住が9定される内饔を示しています， 

注s この表示在AlAして1 RftoたJKiJftいをする1人が傷害を負う苟齙性が 
S定される内赛および、物的損害の典生が■定される内春を示しています， 

1 

春おtt*になゥfcfcとは* te使いtなる方がいつでも見られるところに必ず保管してください• 

絵表示の例 

A 
△記号(±、庄童C&K■蓍告を會む）を示します， 
具体的な注意内4は、nの中や近 < に文章や給で》します• 

I；左nめ壜合はrmn^rniを示します4〕 

⑤ 
©E号は，蒙止くして1±いけないこと）を示し丰す* 

具体的な饞it内赛は、bの中や近くに文章やm示します。 
〔左■の場食はr分在示します。〕 

落 
■ 強n (必ず守ること〉を《します. 
具体的なttM内容は、■の中や近くに文章や！!で示します。 
〔左Bの場合はHIし込プラグをコンセントか&抜けJを示します，〕 

0 FK止！を表します， 

⑩ ftnないで<ださいa ㉘ 水をかけないで < ださい。 

n 
『必ず守ってはしいこと』を*し 
ます。 ⑩ 濡れた手でIIMxないでくだ 

さい* 

O 必ずアース幢を嫌してください* 

_J 



お手入れの_は必ず電祖プラグをコンセン 
卜からいてください.また、aiMiた手で 
捶き差しはないで<ださい•感電やけがを 
することがあy*す， 

洛塞ゃM風にさらされる場所など、M気の 
多い場所には醫ぇ付けないで < ださい，* 

電や漏■による火》の_於あLJます， 

水中、各たを_けてから16秒以内にK水 
槽が止まらない場合は、竄ちに使用を中止 
し、修理を依頼してください。けが0)1因 
になります* 

アースを镳実に取り付け、専月の雪«遮断 
*を|»して <ださい，故Bや漏電する》 
れがあyます.アースの®y付けは販*店 
Iごご相期Kださい* 

(工事費は*右薦です，） 

ド；.-)嗜 

△警告 
•修理技術者以外0人は、ft対に分解したり 
修扇■改逢は行わないでください， 
典火■故Kの明因、M常U作してけがをす 
ることがあyます* 

■修aはお買い上げの贩充店又はお班くの 
LGカスタマーセンター*でご逋絡 < ださい• 

■定格ISA以上©コンセントを単致で使って 
ください，他の瀑具と併用すると分岐コン 
セントtfが！！常ffftして»火することがft 

yます〇 



安全上のご注意 

△警告 
♦お手入れすると#などでは、本休备部に寘|*联水槽が安全|ご止まるまで11、tt対|ご中の 
撩水をかけないでください•ショート■癧 洗灌»などに手などを儀れないで<ださい。 
電の！IB〖=なリます。 ゆるい回4£でも№1物が手に鏖きついてけ 

がをする》れがあります，特にお子様Iこは 

■洗通-联水槽〖=はk灯油、ifV 'J ペン 
ジン、シンナー，アルコールなどやそれ& 

が忖着した洗濯ftを嘛対に入れたfJ近付け 

■幼児に№1 ■脱水相の中をのぞかせないで 
<ださい，また、洗層機の近<〖こ物を霞く 
などしないでくだ古い，洗灌-K水槽の中 

たりしないで<ださい„像》や火货の》れ に#ちてけがをすることが#yます》 

*電飄プラグは，刃右よび刃のAリ付け面Iこ 
isこyが付着している*合はよくふいて< 

ださい 
火災のKBになy末す, 

Q 

〇 

6 



△注意 
プ？グを抜<と#tt、■灑コードを持 

たずに必ず先*の電麗プラグを持って引き 
ftいてください*感電やけがをすることが 
あります* i-^ 

f蹲.. ❶ 

_電■コードや電狐プ，グが«んだy*コン 
セントの釐し込みがゆるいときは使用しな 
いで < ださい• »電■ショート■ ft火の]! 

bになリます， 
■置*コードや■»プラグ®修 
理は阪AAか里社サービスセ 
ンターtご相饋< ださい* // 

*««コート+奄«つけたy* »損したy*加 
エした嫵理に曲げた1^ひゥばゥた 
ねじったり，たばねfcyしないでください。 
また、■いものを載せた 
^んた^^加工したyす 

ると、WS=i_KMWiし， 
火災■■電のKBになfilます， 

奉交班100V以外では使用しないで < ださい, 

火炎■感電の11因となります• 

::.Q 
-- —zTV 

•M時にfi水を使用す 
る場會、60%以上のお 
鼉は使用しないでくだ 
古い，プラXチック部 
Aの，»や傷みによL 
感電や漏電<D»れがA 
yます。 

|_赞 

»矍転中は洗灌機の下に手里などを入れない 
でください，BlEfflがあけがをするA 

&が*ります• ，奪：，、 

r.y# 

法fl機の上にのぼった 
y,重いものを載せた 
yしないでください• 

表《■碥植によりけが 
をする恐れがfcyます_ 

攀最期間ごtt用にならないときはk必ずM 

プ5グをコンセントから抜いて < ださい， 
n鐮劣化による感電や 
爾電火货のkbになy 

ます* 

ftfl機の上に■石■充 
電含など在置かないで 
ください, 

«*ハブラシ等©充電 
會を近づけると誤動作 
め厲因彳こなyます 

參 
7^ 

V 

防水性のシートや衣類は洗い■すすぎ■脱 
水をしないで<ださい6 at**が傷んだy、 
飛び出したり，具常な裱動でけがをする想 
れがあります，c自4»_ へ 
パィク■自のカバ-、 
兩ガ，パ，オムツカパー、 
スキーウエ7\サウナスー 
V、ウェットスーツ、ウィ 
ンドバーカー等） 

S 

ご使用の前に 
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使用上のご注意 

♦万一の水漏れや火災を防ぐ 
fcめです， 

後始末を忘れずに 
1■水隹奄Rじる。 
2.電臃プラグをコンセントか 

(MRHM しな 
いとき） 

△注意 

«利な物でボタン 
を押さない 

*«操，故Kの1SBになリま 
す* 

火気を近づけない 
ストーブ、たばこなど， 

*資》や火災の琢西になリま 
す* 

〇 

〇 

お洗*前は、必ず蛇口を開いて 

給水ホースの接嫌を確Sする0 
*ねじがゆるんだりしていると、水湯れし 
て通わihIMIt相くことがあ》J末す。 

給水ホースの本休接ftのナット1 

はしっかy締めつける。 
«ねじがゆるんだリしていると、水漏れし 
てAわ害在相< ことがあリます6 

〇离水位で多量の洗灌物を洗*すレ^丨へ 
る場合など、水滴が下に*ちる/ \ 
場合があyます。防水パン®ごf \ 
使用をおすすめします。 \ 

SH100V 

(ヘルツフM -) 



各部名嫌 

ぶた 

予拥洗■専用 
粉末合成洗刺 , 
投入ケースi £j 
洗9*脱水幢 

yフト仕上射注入口 
^ *H [包） 

msm^o 
2s^mmi 

パルセーター 

• の量Iこ比ぺ水の*い場^ 
布が&みができやすいので適切な 
水の高さにしてください， 

9 
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槽洗浄をしたい時w ■99 

• f予とmmボタンをn時に押すと自動的に 
r*j水位在a承し末す. 

系環を入れてください（約300ml)、『スタ 
一卜/一W停止』ポタン*押しrft_t綸めます。 

*この»作で洗通«をわない7<ださい，酸素系a 
白Mは«E用しないで < ださ！^ 

予約洗*をしたい時^^•明一 
*予的在したfj予»時！！]をR定する時に 
ご使用ください。 

|予的時間は6畤閬と8時間と15，閬の39 
鑲です. 

1『ウール』コースでは予«ができませ 
ん〇 

水位を■節したい時- 

■ボタンを押すにつれ1中=>畜=>少=^』を反ftします， 
• rwj.『スビーデイj , m**jコースでは诜鼉 
物め置に従い自動的に水位を表示します 

■ウールコースでは『中j水位を自»的に■択します* 

*すすぎまたは，すすぎと脱水1?は自»的に『中j水位 
を表示します 

_ ttSWの量を自動BAしてW定された水位が高か7た 
_/ t y — ftいIttはポタンを#して•夏しXください■ 

*0:3ス亍，加■もみプログラム"l*»Pプログラム《)中/低*位にだけ镛できます， 

备ボタンの機饑 
各機能を麦更しfcい時は『一時停止』の状態でお望みの機能に变更 
してください。 
洗濯機が運転中は通択ボタンが作動しませんA 
■洗#!使用置表示一 
■洗濯«を入れると洗灌物の鼉に従い遍 
切な洗M使用置去*承し末す• 

•表示は濃入れmです， 

• 一Ift合成洗葙は表示量0約Z倍の置を 
入れて《ださい。 

■つけ洗い、洗灌、すすぎ、脱水を— 
手#!で遇択したい時^ 

_手動で遇択したい時にご使用 < ださい* 

•ボタン#押すとSftみ<0行相の9ンブが点灯します， 
■ボタンを押すごとに『洗い+すすぎすす 
ぎ^联水。すすぎ=*洗すすぎ=>洗い=> つけ洗Lw洗 
い+すすぎfia*=>つけ班い+班^vtすすぎ=►つけ洗い 
■HfeいJ在反ftし末す， 

•つけ洗いは手*で羣択できます， 

10 



■チャイルドロックを設定したい時 

スタート/一時停止をする時- 

*洗濯機を通転させる時、または一時停止にした 
い時に使います, 

響ボタンを挎す〖こつれf運IEと一時停止Jを反tt 
します* 

• r一明#止j状_で1〇分たつと自勤的に 
切れます* 
^_； 

•チヤイルドロックとは 
&邐機が運ie中幼兜や子供が篇〇て各ボタン在操作するめを防止する撤liです， 

•チャイルドロック©tot『スタート/-時停止jポタン*押し，m機が運転し»めてからr行&I t 
i■コースjボタンをa時に押せばチャイルドロックになります，（こ©とき電■ポタンを»<すべての 
ボタンが通択できません. 

•チャイルドロックの取y消しr行fijと【コース』ボタンを间時に押せばチャイルドロックが取y消さ 
れます* 

I*チャイルドロック©*示は、rコースjのランプ©うち*選択したランプ以外©も©が由滅します• ^ 

■洗*コースを*択^ 
したい時 

攀洗灌コースを選択したい時 
に使います* 

•ボタンt押すにつれimm 
=>スビーデイ=>»音する一 
ラjを反愾します* 

し j 

■電源ボタン- 

«洗灌41アすると自動的に切 
れます。 

■スタート甘ずtt置している 
とID^Hfeに切れます， 

«電源ポタンを『切』にする 
と電»が切れ丰す。 

^ j 

、圓ミュート -- 

*もしプザー音を消したい場金 
|±,水位ボタンと行aボタン 
を同時〖こ押してください. 

•またブザー音#*らしたい!* 
\i,再度水位ポタンと行费ポ 
タンをH時に押してください。 

V. j 

ご使用の前に 

11 

180mm x 2S0nvn 3828EN3791U 



洗濯Mlの準■ 
■洗灌物のお手入れ 

ポケットに所持晶が入って • isこyやどろがついtilは前筆水洗い*^r«な衣細かどう 
いないか確かめてください， もってはた含蓽してくださかmnxださい。 

(入ゥていると洗濯物** » Lfr©w分は必す班mrに 
toty、故！!の*，に*y *してい■ 

いないか確かめてください^ 

(入っていると洗濯物を傷 

めたリ、故■のJisになリ 

lEfe, 

免物のAと白いJlftを分けて 
ft通して < ださい， 

|f_ 

編 

長いひ去が付いた置や長め 
の衣№№9すると布から 
みが多<*リ打_ひ抹む 
すんだt入洗*ネット《っ 
てく路、。 & 

サイズが大き<«い洗濯物 

は水に洋くことがあyます 
ので少しずつ洗灌してくだ 

さい. 

ゾ〆-.义ク今ン 

- •洗漘ネット* ttう時_洗知を治 
ata*^±t=：»<i：* かして人れると細〇>策け残y 
む》れが&yます* ができ*せんa 

•洗灌本ットは用途、販充店で羼 
入してください■ 

■洗灌の準備 

1排水ホースをおろ2給水ホース在つな3電源プラグ在コン 
して<ださい。 いで蛇口を開けて セントに差し込ん 

<ださい。 で < ださい。 



運転開始から洗剤置目安表示までの動き 

洗灌物を入れ[fス 
タート/一時停止』 
ポタン在押して< 
ださい. 

ヘアアビンなど 

*理貨などを入れまま洗灌 
すると故»)原Bになリま 

2水®しで約4秒間3洗剤使用■と水 
11ルセーターが左 位を表示します• 
右に回転して洗灌 
物の麗を感知しま 
す。 

、0 
广 l/U 

高、 ■「0 
中 1. F 〇 

貪轉;i 
低 
少 

■lhT c 
レgJ 

*洗灌槽に水が入つていたfj ■ 
れた洗濯•を入れた場金水位 
が資わることがあります， 

•サイズが大きく 

水位をn節してください， 

■表示に合わせて洗mを投入 
します。 

洗灌相の置感知と洗M置(S安)水位表示 

洗剤使用■表示による洗剤の入れ方 
洗刻カップマークは、蠢縮ft未洗の箱に入ってい 

スプーンの投入量在表しています■ 1一- 

■hwossi^ スプーン(yツ1_ 

トル）<沈して*t«3WW:しています。 
秦カップマークの表示に従つr*洗flt入れてくだ 
さい， 

•その 

(粕『高』水位©*e 
洗M量のS安表示 

U1 
a 

スプーン1杯（»32«) 
t入れてください。 

スプ- 

(洗JH メーカー©«示例） 

其ブーン1冷 
M1W 

_#«をごHください• 

ft■スプーンの量 
msg) 

r注童 、__■■ 

tt置スプーン母大きさが* awnメーカーや• 

相によって異なるものがあy*す， 
針量スブーン1杯が*^ ■以外の*食ii通品 
の水置表W=合わせて法JHをBHBUご使用 
<任さい， 

ご使用の前に 
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欏準/スピーディ/靜音/j■洗*コース 
一回の操作で洗灌機が自動的に全行程在行います。 

-/ a源ポタンを押し 〇コースを選んで< 
て < ださい- ださい. 

3洗灌物を入れて 
ください。 

電灑 

A7W 

■スビーデイ 
»静資 
〇ウール 

•ポタン，フアスナー、アクセサ 
リーなどがついTいる洗雇物tt 
それ&によって洗■物を傷める 
ことがAyますので裏sしにし 
fey.洗層丰ットに入れて洗層 

• mm. xビーディ、静音コース してください， 
のうちおftみのコースをjlAiで• K灌ネットば！MB、販充店で期 
ください， 入してください， 

14 



4スタート/一時停 
止mタン在押し 
て < ださい。 

*ふたが■いていると联水が行わ 
れずブザーが嗚yますt 

•洗*が終わ*とブザーが鳴 
■洗剤使用置を見T洗fflを入れて後、的10抄後に自動的1=電mが 
ください， 切れます， 

*洗通Mの置を感知して法刻使*予的洗通の時〖=は、粉末食成洗*ご使用後は、必ず水栓をnめて 
用量**示して給木が行われ ws入ケースI二入れて<ださい. <ださい〇水もれ*防止するた* 

ます。 です^ 

■iwmコースとは 
•班灌物の量、霍|»どを感知して、最»«»«自•的丨决めてい玄す. 

■『スピーディ』コースとは 
_ •い角れ押早いたい*#■し^r. 

参洗Aft、脱水»中に一畴停止した後、再びK水をします.（V7MLUH自tt&AのたAonb 
作财，） 

■相洗浄コース 

暑相ft#コースを取_J霣したいm水tu：予的ボ«ン去IIAにIVし法す， 
•冬場など木九置水 <30%m>M用するこ拽おすすめし法す， 
« 了するまでI;つけお#洗い{2畤間)まで3時間Mかかります4 
.このコースiMS.UbKfl找时4コースM:«u诜暹物^入れな〇水だ执、 
•汚れfc**UJ：y卜’ラム«M_R*Wに汚れにftいや排水不具合©*■にM 
ことMfeUます■ 

•また、付着した汚れがttfl中に!±がれ汚すことがあ9未す。 
•1ヶ月に1囬つて<游い， 
■■fill糸ぐ广7イルターのごみを取9除いて<KSい■ 

5洗剤を入れて<だ5ふたを閉めて<だ 
さいd さし)。 

S3Sろなお洗灌方法 



1 

ウールコース 

洗灌物を入れて 
<ださい。 

wm 

• mm 
縟スビーディ 
■麯音 
〇ウール 

T- 

/ I 
約 

ふ上 

*水位はr中』Iこ自動的に選択され、 
洗剤使用量を表示します， 

*水の高さは法置_が傷末ないようIこ【中】水位以上(こなyます.efts物を傷めることがあ 
y*すのでFffiJ水位以下wc»択しないで < ださい，） 

•中性や家愈用ドライを使う場^Iここれらのの使用ft明書にあるの量を 
参考〖二してftffiを入れてください• 

•nm.力ーディガン*セーターなどを洗置するfttごmください• 

• fta物のuは1. okE以下〖二してください， 
*ボ#ンやアクセサリーなどがついた服は裏がえしtしてsfcaしてください• 

響ftaiiiこひどい汚れやしみが付いている中性^やM用ドヲイのnutを汚れの部 
分tつけて，手で«<搡んでからtt濯檣Iこ入れてください• 

• rウールjコースでは予齣ができません• 

16 
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4『スタート/一時停 5洗剤を入れてくだ Gぶたを閉めてくだ 
止』ポタンを押し|さい。 さい。 

暑洗濯が鴒わるとブザーが鳴った 
後，的10#後に自ft的に電麗が 
切れます 

•ご使用ftは，必ず水粒をmめて 
ください0水もれを防止するため 

■給水が行われます* ■中性洗«を入れて < ださい* です* 

■ウール衣類を乾かす時 

S3Sろなお洗灌方法 
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つけ洗いコース 
えそでなどのしつこい汚れちのを洗〇ときに選択します。 

1電源ポタン在押して < ださい。 2コースを選んでくださ(/V 

暑■準 
_スピーディ 

電源 *靜音 
〇ウール 

A/切 

%> 
■標準、髀資コースでつけ洗い行®を羣んでくだ 
さい， 

* fスビーディJ『ウールJコースはつttftいが 
できません， 

5スタート/—時停止ポタン在押し洗剤を入れてください。 
て < ださい。 

•洗»物の量を感知して洗和使用量を表示して» * 用量を見てffcflt入れてくださいt 
水が行われます^ 

18 



3行程を選んで<ださい( 

承っけ洗い 
〇浼い 
〇すすぎ 
〇肤水 

行« 

•ボタンを押すとおMJW0行JHランプが点灯しま 

ンを押すごとにrawすす#+iit*=>脱水 
=>すすぎ+ii水=> すすぎ=> 洗すすぎ=>*い=> 

つ时い+*い+すす#+供水=> つけ洗い+*i^す 
すぎ=> つtt洗い+*し\1を反復します* 

4洗灌物在入れて < ださい。 

1 
fl 'vimi 

きボタンtプアスナーt 7クセサy—などがつい 
ている洗灌»はそれ&によつて洗濯，を傷める 
ことがあyますので裏返しにしたり、洗濯ネッ 
卜に入れて洗濯してください。 

*洗潭ネットは9速、KA£でM入してくださ!^ 

ふたを囲めて<£さい。 
Iつけ洗いJ行程とは 

成分めたんぱ<K及び庸質分ft酵素を 
活性化させてがんこなよごれやUみを法い 
落とします4 

の»崇が充分に活性化するよう1時間 
予■決通をした後、本ft匿をし末す。 

(40—60%のお遍で使用するとJEに効果的 

_ふたがHいているとK水が行われずプザーが鳴 

yます， 
•洗通が終わるとプザーが鳴った後、銪10#後に 

自ft的に言翼が切れます， 

|ご使用後は、必ず水栓をmめて<ださい，万一 
の水もれを防Jtす*ためです， 

■糟内に水が入ってたり灞れ&&層 
»を入れた瀑食t 量と水性が 
竄わることがあ9ます* 

»サイズが大きく Kい洗Mltoは水位が《 
<■定される鳩貪があるので水位ボタ 
ンで謂節して< ださい* 

♦蒙色しやすいttJIWはfつけftいJ tt 
■はしないで< ださい* 

* ftMHttftllび注水する*合がftりま 
すがこjKtttt障でttfc y车廿ん• 

S3Sろなお洗灌方法 
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予約洗濯の方法 
終了時間在予約でSます。 

S源ポタンを押し 9コースを選んでく 3 
て < ださい。 ださい。 

予約時間を設定し 
て < ださい。 

電篇 
A/W 

•標準 
_スビーデイ 
•髀音 
〇ヴール 

(時M> 

參必裏な場食、水位をIMしてく 

ださレ_ •，的ボタンを押すと予的ラン 
• コースは，的がで# プがつきます， 
ません， 

■予約時間設定方法 
綱）今か66時閬後に洗濯を終わらせたい場合(洗灌鑛了まで残った時nが 

1予約ポタン 

(時間) 

，的 

*予曲ポタン*押して予的ランプがついて 
いるかどうか確Bしt<fc•さい， 

2予約ポタン 

(時閻) 

•予的ポタン在押して今から洗履在！!わらせる 
まで®時B飞時BTに合わせて< ださい， 

■子タンを1回押すと-ettir . z回押すと 
-9時nr 13回押すと_ie時間"になります, 

_コース、つけitい、水位などを手»で■択す 
る時には手動で3択後、r,的Jボタンで押 
しfcflK 「スタート/一時ffihjボタンを押し 
てください， 

20 
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5洗剤を入れてくだ 
さい。 

•粉末合成_投入ケースを引き 
出し《法剤表》置だけ_を入 
れた«L押し入れてください。 

「( 〇卜 •浼«は&ずft末合ritatfts入ケースに入れてください，洗濯櫓に盧1*入れて 
ご注意. 長時HA置したには洗濯«が部分!》するfiれがあ^!ます， 

•酔電気が典生しfc場合やふたが«いていると爷的がで#ません， 
•洗を入れる前Iこ粉末合成投入ケースめ水気を拭き取ゥて<ださい•一 
儀のjfeflの場食、水気があると团末ることがあります• 

• itwiT攙すぐにtt灌»«ay出すことができなし'*會、予的する時脱水を 
省略しr*洗い*すすぎだけするのが望ましいです。（しわ防止©ために） 

•子«洗濯中手ft遇択しtい時は*『スタート/一時停止！ポタンを押した後, 

予ftボタン以外の他のボタンを押して潭択してください* 

■予網しは電源を切ttめからやリ寘して下さい4 

S3S3なお洗灌方法 



洗い、すすぎ、脱水を別々にする方法 
洗し\すすぎ、K水のラち望みのコースだけS択し汜いまJtは、洗臞3〇!典：5E»も、洗す 
す芭、M水©ラち望み©コースだけを手動でB加したい時ご使用くださLk 

『すすぎ』だけを行5®合 

©つけ先い 
〇洗い 
響すすぎ 
oft* 

_ f行fljボタンを押してすすぎランプ*®ん 
でください* 

•洗通«9の置『こ合れせ木位を_節してください， 

*_節しないと『中J水位に自動選択古れます， 

■この時は，ft通物の置を感知しません。 

『すすぎ』、〖脱水JIだけを行5遢合 

◎つけ洗い 
〇洗い 
■すすぎ 

• Ffraiポタンを押してすすぎ、R水ランプ 
を遇んでください。 

•洗通物の量『二食わせ木位在して < ださい■ 

»_節しないと『中J水位に自動選択されますe 

『脱水』だけを行ろfi合 

◎つけftい 
0洗い 
〇すすぎ 

■『行ftjボタンを押して联水ランプを通んで 
ください• 



㈣W也ifj 

『スタート/一時停 
止JIボタンを押して 
くださ 

スタ—卜 

ふたを閉めて<ださ 

巧 

おaみの行aがftわるとブ 
ザーが!*ったHu和0»ft 
rご自a的に切れます， 

-^ 上.■ノ ••■■ 

*すすぎだけ©»,すす 
#■K水だけ©ttttすす 
ぎの前にh給水去した後 
すすぎが始まyます* 

•すすぎだけ©時はすすぎ 
が終つた後でも#水しま 
せん• •水するAはM水 
ボタンt押してくださいt 

•各fcがBいていると联水が行 
われずブザーが鳴yます， 

•ご使用後は、必ず水#を 
てください•万一の水もれ在 
防止するためです6 

華ポケット®中に所持a 
がないか*かめてくだ 
さい* 

洗剤を入れてふたを 
閉めて < ださい。 

*洗ffl使用量の表示をJTC洗ffl 
を入れてください， 

* ntいまたは洗い■すすぎだ 
けの4Jには终了しても#水 
しません》 

擊株水する時は联*ポタンを押 
してください， 

『スタート/一時停 
止』ボタンを押して 
ください。 

スタート 

量が表示されます》 洗AM量が表示兰 

la灰が行われます, 

洗灌物を入れて 
ください。 

S3Sろなお洗灌方法 



水位/洗和/屬白鋼/ソフトの使用方法 

I 逋の目安屋| 
洗■置 枚数水置 

目安スフーン1杯 uue 
33gOD** 

A “ュト 

多“才:70g) 

jmir対して 咖氓して水3xt=«してjmir対して 
取财イプ25加0タイプ_のタイプ 

25L l n 

(少）^ 
|^20ml M33ml 

Ml6g 

(*tt°tteOg) Stt 

36L 

-(低) 
^ 4ft 

(木M ft150g) 

T | 的30ml «Mml 

的Z4g 

'愛/脚ftMQfl) 3枚 

ワイシャツ 41L . n ^T 
{M fiaOQfl) 3坎（中} l_I g 的站ml 

掏 

ブリーフ 
{木螓的SDg) 

パジャマ 1枚 
(上-T)pW*i5WflJ 

シーツ 

BT 的401111 n621111 



溧白剤使用方法 
_ W、*6する衣類だけ 
を分けてM白M注入 ヴ- re--^ 
口に从てくだれ、^/. 

*lfr末飄SMは水に®かし' 'Mノた旬 
室接ftflttの中に入れて ：_ 1 

ください, 

※觯しいことは^漏白ごらんください■ 

晚*中liLfrfctHけないで < ださい， 
ふたをWけた6vフト仕上Mが早く投入 
され期果がRまfjます， 
洗層機にソフト仕上Mを入れたまま一日 
以上mしないで < ださい* 

■豳aタイプ：水3«_に対してa.Bmiのタイプ 
_ —ftタイプ：水3«_に対して20ml5イブ 
•『すすぎ』.『すすぎ-**1 ©行a*®Rした 
時はVフト仕上Wが自動投入されません。給水が 
終つた後，ttWSに寘接»入して<ださい， 

タイブ 

I 1 I ■ 
卜仕上A置目安 

ソフト仕上剤使用方法 
• i&r,洗xする前に遍切な置をソフトせ上ft注入 
□izゆつく y入れて < ださい4 

•すすぎ®途中にVフト仕上*!が見えなくなる©tt* 
水の■心力で嫌の場所に移勤するためで、最ft 

のすす#Wに投入されます* 
Vフトtt上 し. Vフト仕上 

口 f <. M&Xa 

M- 

*洗II石けん庆霣曲服)を長い間使 
ラと洗通相にこびyついていた汚 
れがまfcMfcについてしまうこ 
とがあります* 

*を必要な置よリ多く使用する 
とすすぎがよくできない場合があ 
yます。また、m汚染の«bに 
もな1jますので蓮切な置だけご使 
用<ださい 

■班fiS■洗尚臟について 
•左の表の班UはJIS(日本工業規 
格)でa定された布地を洗濯した 
場合のものです* 

»班)1_の種類、大きさ、厚さなど 
によづて*える置が)fcわyます* 

*通常の衣爾では表示の7-BAIが 
遽当です，布のnきが北まるよ 
うであれば、浼履物の入れすぎ 
ですので，布©動#具合t見て 
_ましてください， 

畢計置スプーンの大吉さがftJH メー 
カーによつて！！なるものがft fil末 
す*針置スプーンIffが»33g以 
外の場合はII品の水置表示に食わ 
せTftffl奩針量し_ご使用<ださ 
い* 

象置について靜し< は、洗珀の 
表示をごKくださいtまたifefl物 
の取M撅いtt表示に示さ4VCいる 
Mを£使いください. 

■Rい汚れの場合は、在の表の半分 
程度が3■当です， 

上手S使い方 

-wV/■■丄:A;」d ㈣if■咖 



Mえ付け方法 
電源コード■アース線をつなぐ方法 

アース_は®ず取リ付けて < ださい， 

*万一届電の時a電事故を防ぐためです*また, 
肩電速断ftの取り付けtお働めします，, 

r: 
アースw子がseaa r 
•アース鼸をアース*子に確実に接縞して]」 

<ださい 一 

7—ス■子 
ア ーX練 

アース鏽子がない遍合 
•アースエ事をしてください_ (工事は有料です販充店にご相»<ださい） 

ラース個r 

く工事される方ぺ:> 
アースtfkiMK違断■の取り付けは、電気ffHM技術基準および内HA走1=從ゥてください. 
(アースは第3種接地工事が必要です。〉 

ご注意 

次のようなところ『二は、絶対にアース繡をtttlしないでください， 
•ガス& 避墜針 
水道膂は逢中よy埴ビ管になっているところが多いため避けてくださ 

2ホース連結器と給水□のつなぎ方 
■ホースてて口 UEし 

aA/TRt、 

0ホース遽結器を締める 
_ホ，ス遽かんで、時向に 

M回まわしなゆ必と閉めて<*5*^ 



^ #水ホース©位置を觐AfcflK木ースが折れ曲がっていないfrどう*鐘■してください■ 
»水ホースの位置を麦えfc後は、必ず行!^水麗れゃ興#青が»生しないか確Rしてください• 

排水ホースの位疆を変える方法-N 

■楠包時は捵水*—ス©*Aは右tt〖=な。ています* 

イバック*パー©*J中のホースを本体水ホースつなぎyfパックカバー*W 
/ 4«の本ジと择水匕の反対Aのつなぎ〇 口のネジ奄締めて呼びRじて本ジで_ 
ホースつなぎ口© 口に折れないよう B走しt ください* *r<*=*i\ 
丰ジ在ゆるめて< に差し込んでくだ （ホースがアウト 
だされ 

パク* 
Jb/t— 

'■ 

ケースや用辺Q9 
AI二あたらないよ 
ラにご注意くださ 
1\ ) 

接 

M和 
な#DI 

トスウ 
0本ジ 

中(6*K—ス 
**水ホース©位霣を資える時 
には、必ず、反対脅の被水ホ 
ースの穴1=11水ホースふたを 
Bめrください，（感電やけ 
がの》九があyます，） 

J<免. 
スウ 

なぎ口 〇> 本ジ 

パ？クカM— 

*愎面で*えてください，前翮で*える場合#水がねじれて#水ができない場合があyます, 

排水ホースのつ®ぎ方 
A锛水ホースをftM欐本休の捵水ホース 
I つなぎ口につないで < ださい* 

费5&き.'，. 

2ホースクリツプを本休の方に押し付け 
て絵めようtra走させてください， 

(ホースクリツプ©つまみを下に向け 
た後*神し入れてください* > 

:# 
*~xクリップ 
を、-— 

■く:-.--夕》.: tmOLT 

•12«が&る場命 

IMが。*«塌 
食^4•す 

ItafiU 
HM朽*«場 

す 

ホースをつぶさないよ*«と洗灌機の間にホー暑ホースの失が下 

>つない1?使用する 
塌食 

うにしてください_ 

—j ます 

■** | --i 

*ホースに折れ曲がyが 
出来ないように固定さ 
せてくださ！^ 

スが入ってつぶれない 
ようにしてください， 

水口の水につか 
&ないよ3にし 
て（ださい。 

• ホースを切断して使用する塌會 
» -，-了 ■「「マーir-i—r r卜| 

卜.*'» ' 

水申ース*ft<するとき、切断部 
CAまたB)を切った後»水ホーXをW& 
器CAまたB)にはめて<ださい0 

設匾及びお手入れ 



搌え付け方法 
雄水ホース®也*を*えた後、ホースが析れ曲がつていないがどうかft®して<ださい， 
tt水ホースの位置をKえた後は、必ず试運《安行い，水颺れや異常音がft生しないか碥Rして < ださい 
»水は霄«で行います^ 

排水ホースをつなぐ方法 
4 fiMCホースをfttt口に差し込む■ 
'止まった所から更に「力，ッ」 止まった所から更に「力，ッ」と音が 
するまで差し込*^ 

TK-^KmtreAttcwci 

2ホー；UtンPを"FBの位置に#して止 
める. 

:,»<3fU&AiT< 
+_ス#tt_口に2ホース/<ンドを 
確実に薑し込む 奥までず&す 

№517ばつmra 
ovonuc<££bv 

-3trc<tS&a\ 广m 

凸部が％る ホースSつ5fさないよ5にして < ださい■ 

里と洗®機©圃Cホースが入って * 
つ(3れ®いよ3にしてください* 

て _ホース□の水 
. にしてください* 

につからないよラ 

つ!で使用する爾合 

レ 
28 



洗濯機在正しく据え付けないと騙音が大き<な0故8*の!！因にな0ます 

■高さの調節方法 

水平調節 

• n*uを左■右で回転させて水平状鱷を 
して <ゼさい* 

f- - 
ブ据ぇ付け揚所の選び方 

•床が丈夫で水平なところに*え付けて 
ください. 

j 1 
1 

i j 

m:ク; 
7/ 

1 へ''.•■■■■■へ*" ■ ■■■, 么:治 

<_ _J 

^水平獅 

* 2の椹に水平状態を镳かめて<ださい， 
(ゆらすとガタガタしないか確か*てく 
ださい*) 

設匾及びお手入れ 
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Hえ付け方法 

■洗灌機とホースと竃との距離は 

• ftfl機め财ホースと璧とめ祖liWOcnlfLh， 
£Mfl及び後面と蹙との里離は10cn以上はな 
してください。 

30 



■蛇□に給水ホースをつなぐ方法 

ガイド* ゴキ> 

水道蛇□が大さい湯合 

•油口の#Mfが大きかづた1J、S角鼉の睢口の 
場合B定ネジ«をゆる*て、中のガイド板 
を13:ずし3のよラにしてください* 

J連結器在締める 
• 4n«度ゆるめてSいた連！！*をもとの状tt 
になるよ3C右に回し4ネジ山のIIAる長さ 
がAn以下になるよラにしっかりと締めて< 

中B連結器と給水ホースのつ®苦方 

中間at»■からはすしたft水ホースの押しレ 
パーを下I二押してください。 

蛇口に連e器を垂碹に密aさせる 
•遽霸器を蛇口にanになるよラに上へ押し付 
け*連結»の中のゴムパッキンが先全に密着 
するようにしてください。 

•遽»«奎左に回し4n«A丰ジ山が里える状 
繼にしてください， GニニD 

ガイド《 

4mmぐらい 

中!■遍M 
聲f 

設匾及びお手入れ 



Mえ付け方法 

2 中閜逋結器と祐水ホースのはすし方 
押しレ/{一 を押したまま©状»で下におろ 
して遽liiiから鎗水ホースをはずして < だ 
さい 

_しレパ- 

R遑結器の固定 

ゴムパッキンttt口に密着させた状*で 
2*の本ジを手やドライパーで蛇口から落 

ちなし«^に嫌く ftめてください， 
*などで後がせ末< ド 
9イパーでI•ぬられな 、 
い場合は，臭®本ジを 
前もヮて■■しておい 
てください。 

Q給水栓つぎてと給水ホースのつ8ぎ方 

奪押しレバーを押し下げfc状*で中問連結器 
にsし込み、手をはなしてください。 

10 中闥;K器と給木ホースの*K)つけ確認 

•水5SSをHいて水tれのないことをご 
■Fさい* 



コース別通転所KMH 
[^Bl下の内容はコース別に洗灌機が自動的に設定しeaeの数字です。 

( 
コース つけ洗0、 s»aa^水位 洗濯 すすぎ 脱水 

. 、 

所B時闉 

標準 30分 

高 

少 

S-1粉 2回 5分 30^53分 

スピーデイ ■ 少 3分 1B0 Z4SJ 

静音 30分 

U 

少 

A-1M 2H 4分 39^53分 

ウール 一 中 3分 1回 無し 細 

權洗# 的分 5分 ID 無し ISO分 

•訢要時間は_水道水圧■楼水条件〖::よリ史わります> 

•ウールコースの脱水昧には+洗層_の傷み奋防止する洗漘檀が非常にゆゥ<リ回転し疽 
い》WT?脱水し末す。 

■水位選K洗層物の置を自動感知しTtt走された水位が*かった任い時には『水位Jボタン 
奄押して*Eすることができます， 

•標準、w音コースでつけ洗い行«の*択mo分a度予儋it濯をした後、本»漘をします， 
•すすぎ2回中彳回はシャワーすすぎ機ttです。 
_スビーディコースで少水位〇.»遣> 羅択時所要時間は17分租度です， 



洗濯機のお手入れ 
JfeK ロフイ；レ5-©33手入れ 

1お手入れする前に必ず電ク給水口のフィルター*手〇齒プラシなどT?汚れt落 
• *プラグとI&水ホースを < や工具で取yはずしてく 〇し、苒びfty付けてくだ 
抜いて<ださいB さい【 

■I™'* 

獻■ 

.翁.. ■ _ . •. 

糸くずフイ)1/5?—<0お手入れ 

づ糸<ずフイルターの取づク裏がえしにして糸<ずを〇再び*y付けて<ださ 

I手を矢印の方向に屮#出^取y出し、水ですすいで〇い， 

してください， ください, 

㈣部! 

^：-..：-r.l!-ii- 

I1, ' " -■■l ■■■' '.y- 

威 

”::::.旬 
..n: 

「r「，' 
ご注意 

糸くずフイルターわく在に差し込まないと中外れる》^があyます， 

糸くずフイルターを爾入するときはご媾入にな*?た*rt店あるいはrue/^- 

ツセンターJ OEL:03~5675-732O)lこご連絡くださいB 



設匾及びお手入れ 



■ 

•常点 
操作部に異常表示が出だらサービス在依頼される前に下のよ〇に確思 
して < ださい。 

状況 

給水異常 

®つけ法い 
来*い 
来すすぎ 
〇财 

糖水しなIVI■會上の表 
示の様に点滅します。 

排水異常 

©つけ法い 
〇 jfcい 
米すすぎ 
来财 

Vkfcしな含上の表 
示の様に点滅します。 

脱水異常 

©つけ洗い 
来洗い 
未すす# 
来财 

nt«しないm上の表 
示0MにAMします， 

ぶた開さ 

造)すすぎ 
来ftい 
〇すすぎ 
来财 

ふたが臞いて 

確認して<ださい 

為 
_ 
:----1ク I 

水道&を_き水這tt^h— K水してい »水ホースM口のフイ 
ましたか* スが3USして ませんか<■ jレターにゴ4がつ*ゥて 

いませんか* い*甘んか， 

ス* 

(S石していま 
すか• 

折れていたり10011班 
上C0富いto置にあy未甘ん 
か■ awしてい*甘んか■ 

• •, y 

糸くずがつ*。てい*甘 
んか■ 

私f气1:. 

ftfllkが一方に片寄っていません いた床面に置いていません 
か* か， 

.綱 r 

ふ ttnibt し 
ふtが■い1rい春とプザーl 

すす老と、金ません■ 

ふたをmめましたか、 
各たが驪いていると洗9がtt未y法 
廿ん， 

t 



状況 

水位調節異常 

水位去霱知しない時 

電源が入らない 

確認して<ださい 

修覊を依縝しr<ださい 

A/ffl 

r電厘jを押し 
ましたか* 

U[プ9グを確実 
に£し込んでいま 

すかI 

|家庭用しゃffttが切 
れていませんか， 

[ヒューズやブレ 
—カーが切れtいま 
せんか， 

運転しない 

1 

nP へ，1 
む ■ 

! 

脱水の時の振動音 
棚しい時 

スタート 

-BWjt 

為 

『スタート』ボタ■水道栓tw放しましたか，*予的中でftな 
ンを押してtふた■規定量の水が入っていま いですか。 
ifflめましたか• すか4 

すすぎまfcは脱水©途中 

でIWCとすすぎt*わる 

供いた床面に置いていませんか< 

洗■物が片寄るとすすぎを行い洗通Mめ片寄リを自_修IEしま 
す，（故隊ではあyません，） 

設e及びお手入れ 
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•aの寸法/tt様 
正面 側面 

WH5W | 

UKプ9グを差し込ん 

_I WiHSHH |_I 

だ状STは電子回»を動作させるため、的3W0Ht力在消ftしております• 

長年こ使用の班;！■の点検を 

この 
ような 
症伏はあ 
0ません 
か. 

•水》lMる•-ス.M. tt末ゥぎ幻 
•集げ臭いにおいがし■転申に!(常な 
資^•が»«■ 

•本体i=m秦とewev電ftMじ«• 
• _a付けjwiいfcyグラグラしてい春， 
•スイ，チ在スれてる_ mないときがある* 

* «*コ—.ブ，trmuttzm、 
•そd具常■ ttfftfある• 

このよラと 
きは.明*^MR 
itfljfcめ、スイツチ 
tfDM.コンセント 
か&Uプラグ«搶 
いてermAd 
m,«»ご相酿< 
的い* 

38 



• II行内寸がSlOmmfil上の防水パンにMで#ます。 

4仕搛本 

電S電E 3E5E100V 欉準水置 47L( FAI 水位） 

檷_使用水屋 100L 

蹋坡数 SOHz/BOHz# 月 水道水出 O.Oa-IMpaffJ^-IOkof/cnl1) 

製岛の耋さ 30kg 

WF-N62SW 5.2kg №№4の布の重さ） 水容量 
WF-NG2SW 5.2kg (KtWの布<0重さ） 

•置Sブラヴを釐し込んだtt觴では■子回ttをK作させるため、»3Wの■力を綱费しておtjます。 

愛情点挨 ■土—;SflrUiSIBIHIHHHHHHIHHH 

ご棚の 

BLこ© 

よラa 

症状は& 
〇雜ん 

か* 

• AMMま出こ“、 
• AlUvm^p C*-At AIT 
*董げ美いにaいがしたM中rc■常な 
雈ゃUがあん 

•本体にftlるとビVビV電Et_Cる* 
• »え#けがmいたyゲ3グ，している， 
•スイ7チをAKて基，_かないときがあ1, 
• M^-h\プラグ#具常に熟い_ 
•そM,員》'敵_^&るA 

► 
ご辆 

中止 

このような症状のと 

止®ため、スイSチ 
«iy,コンセント 
から■置ブ7グを_ 
いてAず《01=電 
«L 修9Cご％tft< 
ださ!^ 
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アフターサービスについて1 
mm しております） 
«|£書は、必ずrお霣い上げ日■厥亮庙 
名jなどの記入をお磧かめめラえ，贩充店 
から聱け取っていただき、内赛をよ <お陕 
みのあと、大切にft#してください* 
保&期m…お買い上げ日から1年間_ 

cteし一tt•庭用以外に使用さ 
れた！*合は除きます*) 

修理を依顆されるとき 
35—36ページの*にftつて■ベていただ 

Aらないときは必ず電厘プ7グを拔 
いてからvお*い上げ©阪充店または、 
お近くのl时■ー ビスステーションに*a 
在ご依籟下さい《 
•保BE期H中は 

(MiE*の■定にftつて籬料#理いたしま 
す，«!£期間中でも有料となる壜合がft 
ります（AC害の裏面Ctt参JVO 

•ご連絡していた?e苦£い内a 
•ご住所，ご氏名' 電括番号 
*HA名、A翟、おJUvhlf日 
• WtmiMtCD嘛贼るだけ#しく) 

*肪閾ご希fl日 

•保rasnm老rいると舌は 
有料で修理させrいtだきます。贩充店 
または、»近< のLGサービステーシヨン 

(別ISお8相サービスご相AUB□の案内参 
ffi)にtffflをご依K くだ古い。 

■離用性能部品の保有時間 
この全自勳诜漘機の褊修用性|&部品（tkte 
維持のため必要な«A> 有期Mは、製 
造打ち切年です，補修用性tmaとは、 
そのH品の植飽を！!抻するために必KなIV 
ftです* 

■アフターサービスSどについ 
て、®わかりに&5ないと苦 
い上げの販赤庙またはs近くのruaa« 

梅ごtms口J谰紙}に到nし哈M：下さい， 
と、大10に保存してくださ 

■廃棄時にご注意願います4 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、& 

害様がご使用済み〇法瑁■を麋棄される 
場食tt，ft集、邐撇料金t再商AHヒ等料 
金在杉支払いいただ#、対象Af販充由や 
市町村にSiEにき液すこtが求《6れて 
います, 

A 
■ * 

修理相Ml以外《人比mに分解したytfa■取aftは行わないで<ださい， 
しty* mm作してけがtすることがます• 

驂LG 

LG電子ジヤyTン株式会社 
样 
Ti»r-«ia HWimi-卩一aMt^f^-mM 

便利メモ(IE入してft くと便利です.） 

お買い上げ日 

WF-B47W WF-45PB 1 
存 s n a«WM7SB WM-T46HQ 
;月日 ffl_WFC+7PWWM^NH 

WF-NS28W 

阪壳店名 

社ご 
相攸ンター ■s()- 
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驂LG 

修理•操作•故障に関するお問合せ窓口 
TKJ 0120 - 813-023 

(フリーダイヤル） 受付肺■:10：{XH1&00(土 ■日.日.当社指定日を除く〉 
フリーダイヤノ M羽*#*かりません0 
携flmsco方f路地嫌^ビスストシヨンまで:^ください。 

修理に関するご案内 
「故№6、な？」と思つたら、•を再度確Eしていただき、直らなし躺こ 
ビスストシヨンまでをご依噴くださし、 
<mm> 
お!(上げの姻■を持込んでいただくか、最寄の弊社ザービスステーシヨンまで值3»如 
送付をお願いいたします。 
ノ出張こ関Lてゞ 
保証書に「出張*Miと明記してあるものや、玲藏庫■エアコン■雄テレビなとの^廉 
電製品I助脚W31をおこないます。最寄の弊ビスストシヨンfこご㈱ください。 

[tfeJS サ ビスステーション] 2006年8月現在 

窓口名 電話番号 所在地 サービスエリア 
札幢 
ikビスス^ション 

TEL 011-742-0603 
FAX 011-704-6110 

〒〇66*0018 
北海道札ft市東区北18条東8-1-26 

北海道全域 

仙台 
ikビススラーシヨン 

TEL 022-391-0488 
FAX 022-391-0278 宮城県仙台市区*子中央3-25-7 

靑森岩竽秧田 
宮城福A山形 

関束 
トビ;ジョン 

TEL 04-2965^385 
FAX 04-2965-7082 

〒358^0026 
埔玉*入間市小谷田2-140 

mm群馬茨城栃木 
埔玉長野静H (東部） 
東京千葉山梨 

神金川 
■iHビススラーシヨン 

TEL 0466-26-9510 
FAX 0466-25-9269 

〒251 >0003 
神楽川県麄沢市柄沢177小池ビル1n 

神奈川県全域 

名古屋 
サービスステーション 

1EL 0568-25-6535 
FAX 0568-25-2801 

〒4184002 
愛知県北名古B市片場大石62 

愛知岐阜 
靜岡（西部）三重 

トビ;wトション 
TEL 076-257-0639 
FAX07G-258-5932 

〒9204131 
石川9K金沢市百坂町口 88番 

石川&山福井 

大阪 
ビスス^シヨン 

TEL 072-^85-0445 
FAX 072-881-3145 

〒5714070 
大阪府鬥真市上野口 HT57-18 

大阪京霉亲良 
滋貧兵庫和歌山 

岡山 
トビ；wf-ション 

TEL 086-298-2662 
FAX 08^298-2661 

〒7014214 
岡山ft岡山市:!根657-1 

H山広島山口 
烏根裊取 

髙知 
トビ;wトション 

TEL 088-831-6993 
FAX OBS-832^0922 

〒780-8040 
S知KS知市神田2384-6 

香川铕島》纖 
K知 

トビ;wトション 

1EL 0940-43-7710 
FAX 094043-7712 

〒811~3224 
描HBWB津市手光1935 

福岡長嵴佐霣大分 
宮崎筋本窳児島 

サービスステーション 
TCL0OM76-0810 
FAX 096-876-0810 

〒901.2134 
沖浦添市港川410 

沖钃 

※窓口.電話番号，所在地，サービスエリアは交更する場合があリますのでご了承願います 

LG電子ジャパン株式会社 
〒107-8512 HCA«iJiBlk«2-17-22 

_板ッ^>»ヮーM帽 

P/No.:3828EN3791U 


