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プラズマクラスターで

肌にうるおいを閉じ込めて
乾 燥に負けない美 肌 へと

プラズマクラスター技術で実証している効果

●スポット空間または約6〜10畳相当の居住空間または試験空間におけるプラズマクラスターイオン

発生機器を用いた実証結果です。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。

肌を保 湿
湿し 、ツ ヤ 、ハリ、
ハリ キメ
キメを 整 える
プラズマクラスターで保湿し、肌にツヤ※1 、ハリを与え※2 、肌のキメを整えます※3 。

●プラズマクラスターの効果は、
使用場所の状況（温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用

有無、商品の設置場所など）
や商品特性、使いかた
（イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など）
によって異なります。●効果には個人差があります。

NEW プラズマクラスター保湿器

プラズマクラスターイオンを取り囲む微細な水分子が、皮膚表面に付着して
「水分子コート」
を
形成。肌を覆って、角質層のうるおいを保ちます。
●試験機関：東北大学

電気通信研究所 ■試験結果：プラズマクラスターイオンによる表面の水分子コートの形成を確認。

［プラズマクラスターイオンなし］
水分が蒸発

［プラズマクラスターイオンあり］
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水分子で
取り囲まれた
プラズマクラスター
イオン
美肌効果の
決め手

（イメージ図）

皮膚表面（角質層）
が乾燥

製品
サイト

角質層

オープン価格
プラズマクラスターの効果
［ 肌に ］
保湿効果
［ 髪に ］
除電効果
その他の特長
AC、USB両対応
2段階ルーバー

水分子コート
（イメージ図）
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IB-HF6 -P（ピンク系シェルピンク）

水

プラズマクラスターイオンの肌保湿メカニズム

気化式
タイプ

皮膚表面（角質層）のうるおいが保たれます。
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本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

プラズマクラスター技術で
実証している効果

使う人に寄り添うデザイン

静 電 気を抑えて、美 髪 効 果も

角度調節できるルーバー

気化式だから熱くならない・湿らない

プラズマクラスターが、髪の傷みや広がりの原因になる静電気

吹出口が熱くならないので、やけどの心配がありません。

吹出口のルーバー角度は、約30度／約45度

を抑制※1 。スタイリングしやすい、
まとまる髪へと導きます。

また結露で周囲が湿り気を帯びることがないので、
スマホ

で選べます。使うスタイルに合わせて調整して

の操作や読書をしながらもお使いいただけます。

ください。

［スポット空間での約10分後の効果です。］

染 み 付 いたニオイも消 臭

2 種 類 の 電 源タイプ

扱いやすい半透明のタンク

約55分で、染み付いたタバコのニオイ成分を分解・除去し※2、

ACアダプターとUSBケーブルを付属。電源供給はコン

気にならないレベルまで消臭します。

セントからでも、パソコンのUSBポートからでも行えます。

3
［約41m（約10畳相当）
の試験空間での約55分後の効果です。］

水を入れるタンクは、本体から取り外して給水
場 所まで持ち運べるタイプです。また半 透 明
なので、使用中も水量を確認できます。
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