2022 年 6 月 2 日
日立グローバルライフソリューションズ株式会社
がいこうないなん

新米もいつもの水加減で「外硬内軟」に炊き上げる「極上新米」コースを追加した
IH ジャー炊飯器｢ふっくら御膳｣RZ-W100FM を発売

漆黒(しっこく)（K）
RZ-W100FM

日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、IH ジャー炊飯器｢ふっくら御膳｣RZ-W100FM を 7 月 2
日から発売します。
本製品では、多くの食通が認める京都の銘店で老舗米屋である八代目儀兵衛が理想とする、粒の輪かく
とお米の甘みが際立つ｢外硬内軟｣のおいしさを実現した、日立独自(*1)の炊飯方式｢極上ひと粒炊き｣(*2)に、
今回新たに｢極上新米｣コースを追加しました。
■新製品の主な特長＜IH ジャー炊飯器｢ふっくら御膳｣RZ-W100FM＞
1. 新米もいつもの水加減で「外硬内軟」に。｢極上ひと粒炊き｣に「極上新米」コースを追加 New
「極上新米」コースは、八代目儀兵衛の職人の技を取り入れ、圧力加熱のかけ方を工夫して火力を変え
るとともに、浸しやスチーム蒸らしの時間を調整します。水加減に戸惑う声がある新米(*3)も、いつもの水加減
で新米のもつハリやツヤを生かしながら「外硬内軟」に炊き上げます。
2. 置き場所に困らない｢蒸気カット｣
炊飯中の蒸気がほとんど出ない(*4)ことから、例えばスライド式の棚の中で利用しても蒸気がこもらないため、
炊飯器の置き場所に困りません。
3. ごはんをしっとり保つ「スチーム保温」のスチーム放出時間アップ New
本製品では、ごはんをしっとり保つ「スチーム保温」のスチーム放出時間を長くしました(*5)。「スチーム保温」は、
炊飯中に発生する蒸気を「給水レス オートスチーマー」にため、保温時にスチームにして送り込みます。今回、
側面ヒーターとふたヒーターの出力をコントロールすることにより「給水レス オートスチーマー」にたまる水分量を増
やし、保温時にスチームにして送り込む時間を長くすることで、ごはんをしっとり保ちます。
本製品に加え、IH ジャー炊飯器｢ふっくら御膳｣シリーズとして、一部の仕様や本体色の異なる RZV100FM を同時発売します。
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(*1)
(*2)
(*3)
(*4)

圧力をかけながら最高 1.3 気圧まで上昇して加熱、圧力をかけたまま最高 107℃のスチームを使い高温を維持しながら蒸らす炊飯方式。
｢白米･極上ふつう｣コース炊飯時。消費電力量、炊飯時間は出荷時設定コース｢エコ炊飯｣より増加します。
一般的にその年の 12 月末までに精米、袋詰めされたお米が、新米と呼ばれています。
当社調べ。新製品 RZ-W100FM:炊き方｢白米･極上ふつう｣コース 0.54L(3 合)炊飯時、標準水量 0.58L(580mL)に対して排出蒸気量
4.4mL(約 0.8%)。排出蒸気量が多いコースで測定した場合：炊き方「白米・おかゆ」コース 0.09L(0.5 合)炊飯時、標準水量 0.445L(445mL)に
対して排出蒸気量 5.1mL(約 1.2%)。炊飯コースや周囲環境などによって排出蒸気量や見え方は異なります。
(*5) 当社調べ。0.54L(3 合)炊飯後、［保温低］設定時のスチームを送り込む時間。2021 年度製品 RZ-W100EM（約 1～2 時間を 3 回）、新
製品 RZ-W100FM（約 4～4.5 時間を 3 回）。

■型式および発売日
タイプ

圧力&スチーム IH

愛称

型式

本体色

RZ-W100FM

漆黒(しっこく)（K）

RZ-V100FM

フロストホワイト(W)
フロストブラック(K)

ふっくら御膳

炊飯容量

本体希望
小売価格

発売日

1.0L
(5.5 合)

オープン価格

7月2日

※仕様の詳細については P.5 の仕様表をご覧ください。

■お客様お問い合わせ先
受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日･祝日) ※年末年始を除く
･日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口｢お客様相談センター｣
電話 0120-3121-11(フリーコール) ※携帯電話から 050-3155-1111(有料)
■炊飯器ホームページ
https://kadenfan.hitachi.co.jp/kitchen/
以上
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(添付資料)
■IH ジャー炊飯器｢ふっくら御膳｣RZ-W100FM の詳細説明
1．新米もいつもの水加減で「外硬内軟」に。｢極上ひと粒炊き｣に「極上新米」コースを追加 New
本製品では、京都の老舗米屋である八代目儀兵衛が理想とする、粒の輪かくがはっきりとし、ひと粒ひと
粒しっかりとした食感で、かむとお米の甘みが広がる｢外硬内軟｣のおいしさを実現した、日立独自(*1)の炊飯
方式｢極上ひと粒炊き(図 1) (図 2)｣(*2)に、今回、新たに｢極上新米｣コースを追加しました。
新米(*3)を炊くときはいつもの水加減だとやわらかく炊けるなど、戸惑う声があります。
八代目儀兵衛では、季節によって変わるお米の特性に応じて、火入れを変えています。やわらかめのお米
の場合は、食感を出すために火力を上げ、ごはんの表面の水分を飛ばしハリやツヤをだしています。
「極上新米」コースは、八代目儀兵衛の職人の技を取り入れ、圧力加熱のかけ方を工夫して火力を変え
るとともに、浸しやスチーム蒸らしの時間を調整します。いつもの水加減で、新米のもつハリやツヤを生かしなが
ら「外硬内軟」に炊き上げます。
圧力弁

加熱時に弁を閉じて、内釜内の
圧力を最高 1.3 気圧まで上昇。

給水レス オートスチーマー

加熱時に発生する蒸気を水分にしてためて、
蒸らし時にふたヒーターで加熱し、スチームを発生。

スチームのイメージ
圧力のイメージ

［図 1 極上ひと粒炊きの炊飯イメージ(圧力スチーム蒸らし時)］

スチームのイメージ
圧力のイメージ

［図 2 極上ひと粒炊きの炊飯工程］
(*1) 圧力をかけながら最高 1.3 気圧まで上昇して加熱、圧力をかけたまま最高 107℃のスチームを使い高温を維持しながら蒸らす炊飯方式。
(*2) ｢白米･極上ふつう｣コース炊飯時。消費電力量、炊飯時間は出荷時設定コース｢エコ炊飯｣より増加します。
(*3) 一般的にその年の 12 月末までに精米、袋詰めされたお米が、新米と呼ばれています。
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2. 置き場所に困らない｢蒸気カット｣
本製品は、炊飯時に発生する蒸気を本体内にためておき、
蒸らし時の高温スチームとして利用します。本体内にためておくこ
とで炊飯中の蒸気がほとんど出ない(*4)ことから、例えばスライド
式の棚の中で利用しても蒸気がこもらないため、炊飯器の置き
場所に困りません。(図 3)

［図 3 スライド式の棚の中でも使える]
]
(*4) 当社調べ。新製品 RZ-W100FM:炊き方｢白米･極上ふつう｣コース 0.54L(3 合)炊飯時、標準水量 0.58L(580mL)に対して排出蒸気量
4.4mL(約 0.8%)。排出蒸気量が多いコースで測定した場合：炊き方「白米・おかゆ」コース 0.09L(0.5 合)炊飯時、標準水量 0.445L(445mL)に
対して排出蒸気量 5.1mL(約 1.2%)。炊飯コースや周囲環境などによって排出蒸気量や見え方は異なります。

3. ごはんをしっとり保つ「スチーム保温」のスチーム放出時間アップ New
「スチーム保温」は、炊飯中に発生する蒸気を「給水レス オートスチーマー」にため、保温時にスチームにして
送り込みます。今回、側面ヒーターとふたヒーターの出力をコントロールすることにより「給水レス オートスチーマー」
にたまる水分量を増やし、保温時にスチームにして送り込む時間を長くすることで、ごはんをしっとり保ちます。
保温時間は従来と同様に最大 40 時間([保温低]設定時)です。(図 4)(図 5)
仮画像

給水レス
オートスチーマー

ふたヒーター

スチームのイメージ
側面ヒーター

［図 4 スチーム保温のイメージ］

スチーム放出時間

従来製品

新製品

2021 年度製品 RZ-W100EM

2022 年度製品 RZ-W100FM

約 1～2 時間を 3 回

約 4～4.5 時間を 3 回

［図 5 スチーム放出時間比較（3 合炊飯後、［保温低］設定時）］
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■IH ジャー炊飯器｢ふっくら御膳｣RZ-W100FM･RZ-V100FM の主な仕様
型式

RZ-W100FM

炊飯容量

RZ-V100FM
0.09～1.0Ｌ(0.5～5.5 合)

圧力

最高 1.3 気圧

水温炊飯制御

〇

-

(*5)

スチーム

〇

内釜

大火力 沸騰鉄釜(カーボンフッ素 6 年保証)
○

全周断熱構造

白米、無洗米、雑穀米、玄米、発芽玄米、麦ごはん

炊飯できる米

炊飯
コース

極上コース
(しゃっきり・ふつう・も
ちもち)
極上コース(新米)

白米、無洗米、雑穀米、
玄米(発芽玄米)、麦ごはん

白米、無洗米

白米、無洗米

-

極上コース(すしめし)

白米、無洗米

少量炊飯

0.5～1 合または 1.5～2 合の選択可能

(*6)

その他

炊込み/おこげ/おかゆ/おこわ

炊込み/おかゆ/おこわ

蒸気カット

○
スチーム 40 時間保温
(スチーム放出量アップ)

スチーム 24 時間保温
(スチーム放出量アップ)

ホワイト LED バックライト付き大型液晶

グレー液晶(バックライト無し)

フレーム

-

フタ操作部・フックボタン

フックボタン

保温時間
操作部液晶
シリコン入りコーティング(抗菌) (*7)
抗菌

(*7)

定格消費電力

1,400W(炊飯時)

外形寸法(幅×奥行×高さ)

248×302×234(mm)

本体質量
付属品
本体色

約 6.0kg
コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
フロストホワイト(W)
漆黒（しっこく）(K)
フロストブラック(K)

(*5) 「白米/無洗米・極上ふつう」コース設定時。
(*6) 「快速」「炊込み」「おこげ」「おかゆ」「おこわ」コース、「麦ごはん（RZ-V100FM のみ）」では選択できません。
(*7) 試験方法:JIS Z2801(フィルム密着法) ●試験効果:抗菌活性値 2.0 以上(抗菌活性値 2.0 以上で抗菌効果があるとされています。)

以上
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

