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2013年 4月18日 
株式会社日立リビングサプライ 

 
温・冷Ｗヘッド搭載で時短*1を実現する「ハダクリエ ホット＆クール」を新たに追加した 

保湿サポート器、イオンクレンジング器計３モデルを発売 

 

株式会社日立リビングサプライ*2（取締役社長：根本 久）は、温熱・冷却 W ヘッド搭載で、使用時間が

短く*1 なる交流式保湿サポート器「ハダクリエ ホット＆クール」をはじめ、保湿サポート器「ハダクリエ」、 

イオンクレンジング器「フェイスクリエ」の計 3モデルを 5月 21日から発売します。 
 
■型式・価格および発売日 

品名 型式 色 本体希望小売価格 発売日 当初月産台数 

交流式保湿サポート器 

「ハダクリエ        

ホット＆クール」 

CM-N2000 パールホワイト(W) オープン価格 5月 21日 7,000台 

保湿サポート器 

「ハダクリエ」        
CM-N820 パールホワイト(W) オープン価格 5月 21日 10,000台 

イオンクレンジング器 

「フェイスクリエ」 
NC-552 

ピンク(P) 
オープン価格 5月 21日 5,000台 

ホワイト(W) 

 
「ハダクリエ ホット＆クール」は「温クレンジング・温モイストアップ・温マスク・クール」の 4 つのモードが  

1 台でできる本格ホームエステ製品です。ふだんお使いの化粧水*3 とコットンを使って、毛穴の汚れを引

き出し、角質層までうるおいを浸透させ持続し、仕上げに毛穴を引き締めます。 
新たな機能として、肌を温め毛穴を開かせて汚れを引き出す「温クレンジング」と、開いた毛穴に保湿

成分を浸透させる「温モイストアップ・温マスク」の3モードに温機能を搭載し、更に背面の冷却ヘッドで仕

上げに毛穴をひきしめます。冷却準備時間が 10秒と短く*1なり、毎日使用しやすくなりました。 
「ハダクリエ ホット＆クール」は AC100-240V のフリー電圧対応となり、専用アダプターを使用すれば

海外でも使えるようになりました。「ハダクリエ」は充電・交流式両用のフリー電圧対応なので、満充電時は

約 10日間使うことができ、携帯にも便利です。 
「ハダクリエ ホット＆クール」「ハダクリエ」ともに、お肌にやさしいチタン製のヘッドにくぼみをつけたデ

ィンプルヘッドを搭載し、「温モイストアップ」「モイストアップ」モードではとろみのある化粧水がディンプル

に入り引き伸ばされるので、コットン不要で使えるようになりました。また、強弱レベルも 3 段階とお肌の調
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子に合わせたレベル設定が更に細かくできるようになり、毎日継続的に使いやすい機能を搭載しました。 
イオンクレンジング器「フェイスクリエ」は、毛穴クレンジングに特化した商品で手軽に持ち運びやすい

乾電池式です。金属に敏感なお肌の方も使いやすい導電ゴムを採用し、強弱レベルも4段階とお肌の調

子に合わせて強さを細かく選べ、ホームエステ製品を初めて使う方も使いやすい単機能タイプとなってい

ます。 
 

■開発の背景 

近年美顔器を含めたホームエステ製品が注目されており、家庭用美顔器はユーザーにとって身近な

商品となっています。日立は、エステ家電製品へ本格的に参入するため、2008 年 7 月にイオンクレンジ

ング器「フェイスクリエ」NC-550、2009年5月に保湿サポート器「ハダクリエ」CM-N800、2009年9月に

イオンクレンジング器「フェイスクリエ」NC-560、2011 年 5 月に「ハダクリエ クール」CM-N1000 とライン

ナップを拡大して発売しました。 
これら製品は、女性の視点を活かした製品づくりを目的として、製造元である日立マクセル株式会社九

州マクセル事業本部*4 と、販売元の株式会社日立リビングサプライや日立コンシューマ・マーケティング

株式会社の女性社員で結成したプロジェクトチームにより企画・開発したもので、発売以来、高く評価され

ています。 
今回、温熱・冷却Ｗヘッドを搭載した新製品「ハダクリエ ホット＆クール」CM-N2000 を発売することで

お手入れ時間を短縮*1することで、より継続的に使用しやすい製品へのニーズに応えます。 
 

*1 ‘11年モデルCM-N1000クレンジング・ミクロパット・モイストアップ各モード使用時間5分、クールエステモード冷却準備時間90秒との比較。 
*2 株式会社日立リビングサプライ： 日立コンシューマ・マーケティング株式会社の 100％子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、

販売。 

*3 ふだんお使いの化粧水： 温クレンジングモード、クレンジングモード、イオンクレンジング器の場合は、ローションタイプの化粧水を使用し、乳

液やゲル状のものは使用しないでください。鉱泉や水だけの化粧水など一部効果の現れにくい化粧水もあります。温モイストアップモード、モイスト

アップモードでは、とろみのある化粧水やゲル状などのオールインワンタイプも使えます。 
*4日立マクセル株式会社九州マクセル事業本部： 主な業務は、電気かみそり・美容機器・健康機器を中心とした製品の製造。 

 

■ビューティ家電ホームページ 

http://kadenfan.hitachi.co.jp/biyou/index.html 
 

■お客様からのお問い合せ先及びカタログ請求先 

お客様相談センター  電話：0120-3121-11（フリーコール） 
受付時間：9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）【年末年始をのぞく】 
 
■取扱事業部・照会先 

株式会社日立リビングサプライ ＭＤ商品本部 最寄・健康家電商品部 理美容グループ 
                                                   [担当：須藤 西澤] 
〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京 
電話：03-3260-9611（代表） 

以上 
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■交流式保湿サポート器「ハダクリエ ホット＆クール」CM-N2000の主な特長 

1.温モードで時短*1エステ。温冷Ｗヘッド搭載で、冷却機能も使いやすく。 

約 40℃の温熱ヘッドでお肌を温め毛穴を開かせることで、早く毛穴の汚れを引き出し保湿成分を角質

層まで浸透させるので、化粧水を塗布するのに比べ水分量を持続*2させます。 
背面に冷却ヘッドを搭載することで、冷却準備時間も約 10 秒と短くなりました。冷却ヘッドは周囲温度か

ら約－１０℃*3冷えます。 
*1 ‘11年モデルCM-N1000クレンジング・ミクロパット・モイストアップ各モード使用時間5分、クールエステモード冷却準備時間90秒との比較。 
*2 CM-N2000全4モード使用と化粧水の塗布のみの比較。温度25.5℃ 湿度45％の場合（当社調べ、当社基準による）肌への効果には個人差

があります。 
*3 周囲温度は 10℃～40℃で使用する。 

                            
 

 

2.機能いろいろ 4モード。 

温クレンジング・温モイストアップ・温マスク・クールモードがこれ 1台で。          

① 温クレンジングモード（化粧水＋コットン） 
普段の洗顔だけでは落ちにくい毛穴に残った微細な汚れを                
電気の性質を利用して引き出します。 

                               
②温モイストアップモード（化粧水＋コットン） 

（とろみのある化粧水の場合はコットン不要） 
電気の性質を利用して、化粧水の保湿成分をお肌の角質層に浸透させ、 
保湿をケアします。 

 
 

③温マスクモード（乳液又は市販のシートマスク） 
微振動と緩やかな電極の切り替えで、乳液やシートマスクの効果をサポートします。 

 
 
④クールモード 
背面の冷却ヘッド部分をお肌に直接当て、毛穴が気になる部分を 
約 1秒ずつ軽くパッティングし、毛穴を引き締めます。 
毛穴が気になる鼻や頬、額などにお使い下さい。 
メイク前のクールダウンにもおすすめです。 
 
3.使用できる化粧水*4の種類も増え、とろみのある化粧水ならコットン不要。 

「温モイストアップ」モードでは、とろみのある化粧水も使えるようになり、チタン製ディンプルヘッドで、お

肌につけた化粧水が引き伸ばされるので、コットンを使わずにご使用できます。 

［図 1 温熱Ｗヘッド イメージ］ ［図 2 水分増加量の持続推移(頬の部分)］*２ 

添付資料 

 

コットン有り 

冷却ヘッド 
温熱ヘッド 

  
コットン無し 
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4.「ハダクリエ ホット＆クール」の使用方法。 
●ご使用前にクレンジング剤でメイクを落として洗顔をします。 
 
●化粧用コットンは付属のリングではさんでセット。ふだんお使いの化粧水をしみこませたら準備完了。リ

ングを内側に押すとコットンは簡単に外せます。 
（温クレンジングモード・温モイストアップモードに使います） 
（温マスク・クールのモードでは使用しません） 
 
 
●使用方法  
背面プレートに手が触れるように本体を握ります。お肌に軽く当てて、    
目の周りを除き顔の中心から外側へゆっくり滑らせます。 
（クールモードを除く） 
 
 
 

 
 

モード 
 

使い方 
 

化粧水 コットン 乳液 
又は 

ｼｰﾄﾏｽｸ 

使用時間 
＊（ ）内 
準備時間 ﾛｰｼｮﾝ 

ﾀｲﾌﾟ 
とろみの

あるﾀｲﾌﾟ 
ﾛｰｼｮﾝ 

ﾀｲﾌﾟ 
とろみの

あるﾀｲﾌﾟ 
1 温クレンジング 

（毛穴の汚れ落とし） 
化粧水をコットンに含ませ 

使用します。 
○ － ○ － － 

 
3分間 

2 温モイストアップ 
（保湿成分の浸透） 

化粧水を（コットン又は直接

顔に）つけて使用します。 
○ ○ ○ 不要 － 3分間 

3 温マスク 
（ぜいたく保湿ケア） 

乳液又は市販のシートマス

クを使用します。 
－ － － － ○ 3分間 

4 クール 
（お肌の毛穴を引き締め） 

背面の冷却ヘッドで１秒ず

つ軽くパッティング。 
－ － － － － 1分50秒 

（10秒） 
*4  使用できる化粧水： 温クレンジングモードは、ローションタイプの化粧水を使用し、乳液やゲル状のものは使用しないでください。鉱泉や水だ

けの化粧水など一部効果の現れにくい化粧水もあります。温モイストアップモードでは、とろみのある化粧水やゲル状などのオールインワンタ

イプも使えます。 

 
● 付属品 
使用途中の一時置きやヘッドの直置きを防ぐ便利なスタンド付。 
スタンドの裏は予備のリング（１個）を収納できる形状になっており、紛失防止に便利。 
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■「ハダクリエ ホット＆クール」の主な仕様 

型式 CM-N2000 

色 パールホワイト(W) 

電源（電源アダプター） AC100－240V(50-60Hz) 交流式 

入力容量 23-28VA 

消費電力 

温クレンジング/温モイストアップ/温マスク 4.3W以下 

クール 13W以下（室温25℃） 

切替ボタン モード切替・レベル切替（弱・中・強） 

モード・強弱表示 LED点灯 

オートオフ機能 

 

3分間使用で自動停止（温クレンジング/温モイストアップ/温マスク） 

クールモードは 1分 50秒で自動停止(準備時間 10秒) 

コード長 約 2.0m 

本体質量 本体 約150g 電源アダプター 約 120g 

外形寸法 幅 48×高さ 159×奥行き 55mm 

付属品 電源アダプター・リング(2個)・スタンド 

 

■「ハダクリエ」の主な仕様 

型式 CM-N820 

色 パールホワイト(W) 

電源   （電源アダプター）   

（本体） 

AC100－240V(50-60Hz) 

蓄電池[ニッケル水素電池（DC1.2V、500mAh）2個] 

入力容量 5ＶＡ 

消費電力 約 1.2Ｗ 

切替ボタン モード切替・レベル切替（弱・中・強） 

モード・強弱表示 LED点灯 

オートオフ機能 5分間使用で自動停止 

コード長 約 1.5m 

本体質量 約 85ｇ 

外形寸法 幅 46×高さ 132×奥行き 41mm 

付属品 電源アダプター・リング(2個)・スタンド 

 

■「フェイスクリエ」の主な仕様 

型式 NC-552 

色 ピンク（Ｐ）/ホワイト(W) 

電源 DC3V  単４アルカリ乾電池 ２個（別売） 

切替ボタン レベル切替（4段階） 

オートオフ機能 3分間使用で自動停止 

本体質量 約 90ｇ（乾電池含む） 

外形寸法 幅 47×高さ 132×奥行き 32mm 

 

以上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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