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2019年 5月 13日 

日立グローバルライフソリューションズ株式会社 

 

分量にあわせて火加減おまかせ｢Wスキャン調理｣に、｢クックパッド｣で殿堂入りの 30 レシピを採用 

コネクテッド家電の過熱水蒸気オーブンレンジ｢ヘルシーシェフ｣を発売 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日立グローバルライフソリューションズ株式会社(取締役社長:谷口 潤)は、食品の分量にあわせて

火加減をオートでコントロールできる｢Wスキャン調理｣(*1)に、｢クックパッド｣で殿堂入りの30レシピ(*2)を

採用した、コネクテッド家電(*3)の過熱水蒸気オーブンレンジ｢ヘルシーシェフ｣MRO-W10Xを6月22

日から発売します。 

 

■新製品の開発背景 

共働き世帯の増加などの社会背景から、家電品を活用して家事の時短･省手間･高効率化を図りた

いというニーズが高まっています。当社が行ったオーブンレンジのお客様調査によると、購入時に期

待したこととして、｢調理の時間を短くしたい｣、｢レパートリーの幅を広げたい｣、｢調理の手間を省きた

い｣といった点が上位に挙がりました。また、当社従来製品のご購入者からは、｢新しいメニューを提案

してほしい｣というご意見が寄せられました。 

こうしたことから、｢Wスキャン調理｣のメニュー拡充や、スマートフォンとの連携により利便性を向上さ

せ、時間や手間をかけずにおいしい料理が作れるオーブンレンジを提案します。 

 

■新製品の主な特長＜過熱水蒸気オーブンレンジ｢ヘルシーシェフ｣MRO-W10X＞ 

1. 分量にあわせて火加減おまかせ｢Wスキャン調理｣に、｢クックパッド｣で殿堂入りの 30レシピを採用 New 

重さと温度をはかるから(*4)、分量が変わっても火加減おまかせで手軽においしく調理できる｢Wスキ

ャン調理｣に、レシピサービス｢クックパッド｣の｢殿堂入りレシピ｣から厳選した 30 レシピを、オートメニュ

ーとして採用しました。 

2. ｢ヘルシーシェフアプリ｣でスマートフォンと連携し、毎日の調理をサポート New 

｢ヘルシーシェフアプリ｣(*5)でスマートフォンと連携し、レシピが検索しやすく、またアプリがおすすめ

のレシピを提案して、それを簡単に本体に設定できるなど、毎日の調理をサポートします。 

3. 使いやすいデザイン New 

オートメニュー名や使用する付属品などを文字やイラストでわかりやすく表示する｢フルドット液晶｣を

採用し、よく使う機能がボタンで簡単に選べるなど、使いやすさに配慮しました。また、本体の運転状

態にあわせて｢ダイヤルリング｣の色が変化するので、運転状態がわかりやすいだけでなく、キッチンを

明るく彩ります。 

ダブル 

MRO-W10X 

メタリックグレー(H) 
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本製品に加え、過熱水蒸気オーブンレンジ｢ヘルシーシェフ｣シリーズとして、日立独自の｢W スキャ

ン調理｣に、｢クックパッド｣で殿堂入りの 30レシピを採用したMRO-W1Xを 7月 6日から発売します。 

 
(*1) 予熱有り･黒皿使用･手動メニューは｢Wスキャン調理｣に含みません。 

(*2) クックパッド株式会社が運営するレシピサービス｢クックパッド｣の｢殿堂入りレシピ｣を、｢Wスキャン調理｣で作れるオートメニューです。 

(*3) コネクテッド家電とは、インターネットやスマートフォンとデータ送受信する機能を持つ家電製品です。 

(*4) 食品の重さと温度(容器を含む)をはかります。加熱前の表面温度と、メニューごとに規定した表面温度までの温度変化をみます。 

(*5) Android5.0以上、iOS10.0以降に対応予定です。インターネット接続環境と無線 LANルーターが必要です。Androidは、Google 

LLC.の登録商標です。アプリのサービス内容･画面デザイン･機能は、予告なく変更することがあります。 

 

■型式および発売日 

タイプ 愛称 型式 本体色 
総庫内 

容量 

本体希望 

小売価格 
発売日 

過熱水蒸気 

オーブンレンジ 
ヘルシーシェフ 

MRO-W10X 

(コネクテッド家電) 
メタリックグレー(H) 

30L 
オープン 

価格 

6月 22日 

MRO-W1X 
フロストホワイト(W) 

フロストブラック(K) 
7月 6日 

 

■需要動向 

2019 年度のオーブンレンジの需要は、約 220 万台(前年比 100%)と堅調に推移する見込みです

(当社調べ)。 

 

■お客様お問い合わせ先 

お客様相談センター 

電話 0120-3121-11 (フリーコール) ※携帯電話･PHSから 050-3155-1111(有料)  

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日･祝日) ※年末年始を除く 

 

■電子レンジホームページ 

https://kadenfan.hitachi.co.jp/range/ 

 

以上 

  

https://kadenfan.hitachi.co.jp/range/
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(添付資料)  

■過熱水蒸気オーブンレンジ｢ヘルシーシェフ｣MRO-W10Xの詳細説明 

1. 分量にあわせて火加減おまかせ｢Wスキャン調理｣(*1)に、｢クックパッド｣で殿堂入りの30レシピ(*2)を採用 New 

本製品は、食品の重さをはかる｢トリプル重量

センサー｣と、庫内を 8 眼センサーが 15 段階に

スイング(120分割)して食品の表面温度をはかる

｢センター赤外線センサー｣を用いた、日立独自

の｢W スキャン｣(図 1)を搭載しています。食品の

重さと表面温度をはかるから(*3)、分量が変わっ

ても加熱に必要なパワーや時間を算出し、オー

トで火加減をコントロールします。 

 
 

①｢Wスキャン調理｣に、｢クックパッド｣の｢殿堂入りレシピ｣が作れるオートメニューを採用 

火加減を食品の重さと温度にあわせてオートでコントロールする｢W スキャン調理｣に、レシピサービ

ス｢クックパッド｣の｢殿堂入りレシピ｣から厳選した 30レシピを、オートメニューとして採用しました。 

普段はフライパンや鍋を使って作る｢クックパッド｣の｢殿堂入りレシピ｣が、レンジやオーブンなどの

加熱方法で作れます。｢W スキャン調理｣だから、分量が変わっても火加減おまかせで、手軽においし

く仕上げます。(図 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②10分以内(*5)でおいしく仕上げるオートメニューの拡充 

｢W スキャン調理｣オートメニューのうち、｢ヘルシーシェフアプリ｣(*6)や付属のクッキングガイド(冊子)

に記載の分量までなら 10 分以内でおいしく仕上げるオートメニューを、従来の 50(*7)から 69 オートメ

ニューに拡充しました。 

ダブル 

＊トマトで煮込んだロールキャベツ＊ 

by 和みmama 

子供完食☆鮭マヨ 運動会・お弁当にも 

by ぺんぺんママ 

[図 2 クックパッド殿堂入りレシピオートメニュー例(*4)] 

［図 1 Wスキャン(イメージ図)］ 

 

センター赤外線センサー 

 

トリプル重量センサー 

大好き！♡クラムチャウダー♡ 

by Blue-Island 

簡単うちの肉じゃが 

by みーみーさんさん 

つくれぽ 6000感謝やみつき無限ピーマン 

by tokuherb 
簡単なのに本格的♪チャプチェ 

by ぺくちん 
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(*1) 予熱有り･黒皿使用･手動メニューは｢Wスキャン調理｣に含みません。 

(*2) クックパッド株式会社が運営するレシピサービス｢クックパッド｣の｢殿堂入りレシピ｣を、｢Wスキャン調理｣で作れるオートメニューです。 

(*3) 食品の重さと温度(容器を含む)をはかります。加熱前の表面温度と、メニューごとに規定した表面温度までの温度変化をみます。 

(*4) クックパッド殿堂入りレシピオートメニュー名は、｢クックパッド｣のレシピ作者がつけたレシピ名を使用しています。(2019年 4月 17日時点) 

(*5) 下ごしらえの時間は含みません。 

(*6) Android5.0 以上、iOS10.0 以降に対応予定です。インターネット接続環境と無線 LAN ルーターが必要です。Android は、Google 

LLC.の登録商標です。アプリのサービス内容･画面デザイン･機能は、予告なく変更することがあります。 

(*7) 当社 2018年度製品MRO-VW1の 10分以内調理オートメニュー数。 

 

2. ｢ヘルシーシェフアプリ｣でスマートフォンと連携し、毎日の調理をサポート New 

スマートフォンと連携する｢ヘルシーシェフアプリ｣により、利便性を向上させました(図 3)。 

悩みがちな日々の献立決めに役立つ｢献立決め機能｣では、検索方法が充実しているのでレシピ

が検索しやすく、またアプリがおすすめのレシピを提案して、それを簡単に本体に設定できます。さら

に今秋には、本体に搭載されていない新しいレシピをアプリで順次配信する予定です。 

その他に、普段よく使う加熱のパワーや時間をお気に入り登録して、スマートフォンから本体にスム

ーズに設定できる｢お気に入り機能｣、調理のコツや使い方動画を閲覧できる｢サポート機能｣、調理終

了をプッシュ通知で知らせてくれる｢お知らせ機能｣も使えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

3. 使いやすいデザイン New 

本製品は、オートメニュー名や使用する付属品などを文字やイラストでわかりやすく表示する｢フルド

ット液晶｣を採用するほか、｢あたため｣や｢解凍｣などのよく使う機能がボタンで簡単に選べるなど、使い

やすさに配慮しました。また、本体の運転状態にあわせて｢ダイヤルリング｣の色が変化するので、運

転状態がわかりやすいだけでなく、キッチンを明るく彩ります。(図 4) 

さらに、細部の仕上げ・質感にこだわり、ラウンドを生かしたハンドル一体型のフレームデザインを採

用し、ドアの表面にメニュー表示をなくすことで、シンプルながらも美しい存在感があります。(図 5) 

［図 3 ヘルシーシェフアプリ］ 

献立決め機能 お気に入り機能 サポート機能 お知らせ機能 

※イメージ図 
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■過熱水蒸気オーブンレンジ｢ヘルシーシェフ｣MRO-W10X･MRO-W1Xの主な仕様 

型式 MRO-W10X MRO-W1X 

総庫内容量 30L 

センサー種類 Wスキャン(トリプル重量センサー＋センター赤外線センサー)、温度センサー 

加 

熱 

方 

式 

レンジ出力 1,000W(最大 3分)、800W、600W、500W、200W相当、100W相当 

オーブン/温度調節 ダブル光速ヒーター 熱風 2段/100～250℃、300℃
(*8)

 

グリル 大火力平面グリル
 

スチーム 給水タンク式 

過熱水蒸気 ボイラー熱風式 

スマートフォン連携 ○(ヘルシーシェフアプリ) － 

明るい庫内 LED庫内灯(2灯)、明色の庫内色(側面) 

表示部 フルドット液晶(バックライト付き) 

付属品 外して丸洗いテーブルプレート、黒皿 2枚、焼網 

外形寸法(幅×奥行×高さ) 497mm×442mm×375mm 

設置時に確保する放熱スペース 左右･背面壁ピッタリ、上方 10cm 

質量 約 18kg 

本体色 メタリックグレー(H) フロストホワイト(W)、フロストブラック(K) 

(*8) 240～300℃の運転時間は約 5分間です。その後は自動的に 230℃に切り替わります。300℃は予熱有り時のみ設定できます。 

 

以上 

［図 5 細部の仕上げ・質感にこだわったデザイン］ 

フルドット液晶 

ダイヤルリング 簡単レンジボタン 

ボタン一体型ダイヤル 
解凍の 

10オートメニューから 

簡単に選べます。 

あたための 

11オートメニューから 

簡単に選べます。 

［図 4 わかりやすい液晶表示と操作部］ 



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