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三菱電機株式会社
寝ている間に人の顔周りを保湿する「新保湿スタイル」で、肌・のど・鼻を潤す

三菱パーソナル保湿機「SH-JX1」新発売のお知らせ
三菱電機株式会社は、独自のスチーム搬送技術により、寝室全体ではなく人の顔の周りに低温
スチームを届けて寝ている間（最大 8 時間）に肌・のど・鼻を潤すパーソナル保湿機「SH-JX1」
を 11 月 14 日に発売します。
睡眠時の肌の乾燥や起床時ののど・鼻の違和感解消に役立ち、快適な眠りをサポートする湿度
環境を実現する「新保湿スタイル」を提案します。

SH-JX1-W（ホワイト）

SH-JX1-P（ピンク）

新商品の特長
1．寝ている間に人の顔周りを保湿し、肌・のど・鼻の潤いを保つ
・上下 2 段の吹き出し構造により、約 75cm 先（推奨距離）まで水平方向にスチームを搬送させ
る独自の技術を採用し、寝室全体ではなく人の顔周りを保湿
・顔周りを保湿することで、顔の肌水分量が運転前と比べて約 1.5 倍に向上※1
・寝ている間中（最大 8 時間）保湿状態を保持
・保湿しているエリアの浮遊ウイルスを抑制※2
※1：環境・個人により効果は異なります。詳細は 3 ページ目を参照
※2：密閉した 25m3 の試験空間での試験結果。実使用環境での効果とは異なります。詳細は 3 ページ目を参照

2．顔周りに低温スチームを届けることで、寝室の結露を抑制
・本体内で高温スチームと室内の空気を混合させることで、吹き出し温度を約 45℃まで下げ、
安全な低温スチームを実現
・水平方向にスチームを届けることで、寝室全体ではなく寝ている人の顔周りを集中的に保湿
するので、水の使用量を抑え、窓や壁の結露を抑制

3．眠りを妨げない静音設計と寝室に置けるコンパクトなデザイン
・睡眠を妨げない、ささやき声※3 より静かな 27dB の運転音
・操作スイッチの簡易化と、水タンクの小型化（容量 970mL）により、ベッドサイドに置ける
本体幅 15cm を実現
※3：ささやき声は 30dB

発売の概要
商品名
パーソナル保湿機

報道関係からの
お問い合わせ先

形名
SH-JX1

希望小売価格
オープン

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
三菱電機株式会社 広報部
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発売日
11 月 14 日

TEL 03-3218-2333

月産台数
2000 台

FAX 03-3218-2431

発売の狙い
当社調べでは、20～60 代の男女 210 名のうち、睡眠時の乾燥を「気にしている」と回答した人
が約 77％、そのうち、就寝中の乾燥対策として、寝室で加湿機や加湿空気清浄機を使用する人が
約 29％、マスクをして寝る人が約 15％ということが分かりました。
当社は今回、寝室全体を加湿するのではなく、寝ている間に人の顔周りに集中的に低温スチー
ムを届けて肌・のど・鼻を保湿する「パーソナル保湿機」を発売することで、睡眠時の新しい保
湿スタイルを提案します。
また、新保湿スタイルの提案は、快適な睡眠をサポートする機器やサービスの開発に取り組む
オムロンヘルスケア株式会社と共同で行います。このことから、本製品は当社ブランド以外に
オムロンブランドでも発売いたします。
特長の詳細
1．寝ている間に人の顔周りを保湿し、肌・のど・鼻の潤いを保つ
（1）スチーム搬送のメカニズム
一般的なスチームファン式加湿機のスチームは温度が高いことから、本体から吹き出され
ると天井に向かって上昇してしまいます。当社は今回、上下 2 段の吹き出し構造を採用し、
上部吹出口からの常温風で下部吹出口からの低温スチームの上昇を抑えることにより、スチ
ームを水平方向に届けることを可能にしました。

（2）肌保湿
本商品は、適温でやさしく包み込むスチームで、朝まで（最大 8 時間）顔周りの保湿状態
を維持し肌表面の水分を逃がさないことで、肌水分量を運転前より約 1.5 倍に向上させて睡
眠時の肌の潤いを保ちます。
＜睡眠時の顔周りの肌の潤いを保つポイント＞（東北大学病院 皮膚科 医学博士
①顔周りを朝まで適度な湿度に保持すること
②肌表面の水分を逃がさないために、冷たく強い風を直接肌に当てないこと

菊地克子）

【肌の水分量試験データ】

※4：＜測定方法＞
低湿環境（室温 20℃・湿度 30％）に肌を 30 分間馴化＜使用前＞
その後 60 分間運転［連続運転 30 分→間欠運転 30 分（60 秒 ON／90 秒 OFF）］→運転停止＜使用直後＞
頬中央の角層水分量を測定（当社測定方法）
。使用前を 1 とした場合の角層水分量増加率で表記。
保湿効果は、環境（温度、湿度、使用時間等）・個人によって異なります。
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（3）ウイルス抑制効果
本商品の運転中にスチームが当たらないエリアでは、ウイルスを抑制するのに約 27 分か
かるのに対し、スチームが当たる保湿エリアでは約 17 分でウイルスを抑制することから（当
社調べ）、寝ている間に顔周りを保湿することで、ウイルスの抑制効果が期待できます※5。
【ウイルス抑制試験データ】
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密閉された 25 m3 の試験空間での試験結果。
実使用環境下での効果とは異なります。
※5：＜試験機関＞独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 臨床研究部ウイルスセンター
＜試験方法＞25m3（24℃・相対湿度 30％）の部屋に浮遊ウイルスを充満させ、商品を運転
（60 秒 ON/90 秒 OFF の間欠運転）
。
自然減衰に対する、スチームが当たる保湿エリアと
スチームが当たらない室内の周辺加湿エリアのウイルス抑制率を測定。
＜試験対象＞浮遊した 1 種類のウイルス
＜試験結果＞自然減衰に対して 99％抑制するまでの時間。保湿エリア…約 17 分、室内周辺加湿エリア…約 27 分

2．顔周りに低温スチームを届けることで、寝室の結露を抑制
一般的なスチームファン式加湿機は、高温のスチームが天井に向かって上昇し、部屋の外周
から湿度を上げるため、人の周りの湿度を上げるのに時間がかかり、窓や壁の結露の原因にな
っていました。
今回、約 90℃の高温スチームを本体内で常温風と混合させることで吹き出し温度約 45℃の
安全かつ低温のスチームを実現しました。また、水平方向にスチームを届ける独自のスチーム
搬送技術により寝室全体ではなく、寝ている人の顔周辺を早く集中的に保湿するので、水の使
用量を抑え、結露しにくい環境を作ります。
【吹き出し風の気流可視化画像】
＜当社スチームファン式加湿機 SV-S30D＞

＜パーソナル保湿機 SH-JX1＞

顔
顔
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スチーム

【 商品 使用時 の室 内の湿 度分 布 ※ 6 （ 当社 スチー ムフ ァン式 加湿機 SV-S30D と の 比較）】
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人の顔周りが 40%に到達したとき：45 分後
（当社スチームファン式加湿機 SV-S30D）

人の顔周りが 40%に到達したとき：5 分後
（パーソナル保湿機 SH-JX1）

※6：6 畳、室温 20℃、相対湿度 30％の環境で試験

3．眠りを妨げない静音設計と寝室に置けるコンパクトなデザイン
（1）静音設計
ささやき声※3 より静かな 27dB の運転音で睡眠を妨げません
（2）シンプルで洗練されたデザイン
・「電源スイッチ」と「運転切替スイッチ」のシンプルな 2 つ
の操作スイッチ
・水タンクの容量を 970mL と小型化したことで、ベッドサイ
ドに置ける本体幅 15cm を実現

主な仕様

スチーム発生量
消費電力
運転音
給水タンク容量
本体寸法
本体質量
転倒防止機能

SH-JX1
ホワイト（W）
ピンク（P）
切タイマー（2～8 時間）
連続（最大約 4 時間）
210mL/h
210W
27dB
970mL
高さ277×幅150×奥行き328mm
2.9kg
○（マグネットプラグ付電源ケーブル）

湯漏れ防止機能

○（転倒時湯漏れ防止キャップ）

空焚き防止機能
製造国

○
日本

形 名
本体カラー
運転モード

商標関連
「パーソナル保湿機」は商標登録出願中です。
特許
12 件出願
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製品担当
三菱電機ホーム機器株式会社
〒369-1295 埼玉県深谷市小前田 1728-1
TEL：048-584-7391
お客様からのお問い合わせ先
三菱電機お客さま相談センター
フリーコール：0120-139-365
参考情報
【オムロンヘルスケア株式会社の眠りビジネスの概要】
1．機器の概要
ねむりに関する機器として、以下のような製品の開発、販売に取り組んでいます。
（1）「オムロンねむり時間計 HSL-002C」
枕元におくだけで、寝返りなどによる寝具の動きから寝つきにかかった時間や睡眠時
間を測定

（2）「オムロン睡眠計 HSL-101」
ベッドサイドに置くだけで、電波センサーが睡眠中の胸の動きや寝返りを検知し、ね
むりの状態を測定

※参考 URL

http://www.healthcare.omron.co.jp/sp/hsl002c/

2．サービスの概要
「ねむりラボ」は、オムロンヘルスケア株式会社が 2011 年 10 月から運営する、睡眠に関す
る情報サイトです。モニターによる眠りの実態調査や睡眠改善のチャレンジ企画のほか、快
眠のコツや睡眠に関する知識を掲載しています。
※参考 URL https://nemuri-lab.jp/
3．オムロンヘルスケア株式会社に関するお問い合わせ
（1）報道関係者からお問い合わせ先
オムロンヘルスケア株式会社 広報渉外部 担当：北村
TEL：03-6718-3595／E-Mail：pr_ohq@omron.co.jp
（2）一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル：0120-30-6606
（受付時間 9：00～19：00［祝日を除く月～金］）
http://www.healthcare.omron.co.jp/support/contact/
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