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Press information

忙しくても短時間で簡単＆手軽にキレイ！
ムダ毛や爪などパーツケア製品6機種を発売

美容家電や調理家電などの開発及び製造を行うテスコム電機株式会社 （本社：東京都品川区 代表取締役社長：
楠野 寿也） は、仕事や子育てなどで日々忙しくてもキレイを手に入れたいと願う20代・30代女性に向けて、 「ネイル
ケア」、「フェイスシェーバー（2タイプ）」、「フェイス＆ボディシェーバー」、「ホットビューラー」、「ノーズケアトリマー」の
計6機種のパーツケア製品を「Me up （ミーアップ）シリーズ」から 2019年3月1日に発売いたします。

■忙しい自分へのご褒美。用途に応じて選べて、楽してキレイを叶えます。

「Me up （ミーアップ）シリーズ」のパーツケアアイテムは、時間のない忙しい女性に向けて、短時間でも手軽に、そして
簡単にケアできるようパーツごとに商品を分けることで、仕様を特化し、使いやすくしました。

ジェルオフから素爪ケアができるだけでなく、お手持ちのネイルオイルを使用できすこやかな爪に整える「ネイルケア」、
メイクの上から使用可能で手軽に使えるタイプと、プロのシェービングと同じ角度でしっかり剃れるこだわりタイプの2種
類の「フェイスシェーバー」、3つの専用刃で全身のムダ毛ケアが可能な「フェイス＆ボディシェーバー」、3WAYコーム
でボリュームアップやレパレート、下まつげのカールはもちろん、2段階の温度設定が可能でつけまつげやまつげエク
ステ、フィルムタイプマスカラにも使える「ホットビューラー」、スリムヘッドにすることで女性の小鼻にフィットしてキワまで
しっかりカットできる鼻毛ケア用のスリムヘッドトリマーと、指では落としにくい汚れをオフする柔らかな小鼻ブラシがセッ
トになった「ノーズケアトリマー」とパーツごとにケアできるので、必要なケアに合わせて商品を選ぶことが可能です。
宝石をモチーフとしたキラキラしたパッケージは、友人へのギフトに、忙しい自分へのご褒美に、商品を手にした人が
キレイになるワクワクを感じてもらえるようデザインしました。

各種お問い合わせ先

＜掲載時のクレジット及び読者の方＞

テスコム 03-5719-2094
URL: https://www.tescom-japan.co.jp/

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7
テスコム五反田ビル

＜本リリースについて・製品の詳細 お貸し出し等＞

テスコム電機株式会社
商品戦略部ブランド推進課 PR担当：末／森下

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7 テスコム五反田ビル
TEL:  03-5719-2094 Fax:  03-5719-2086
Mail:  tescom_pr@tescom-japan.co.jp

会社概要

テスコム電機株式会社

本社： 東京都品川区西五反田5-5-7 テスコム五反田ビル

資本金： 90,000千円

事業内容：美容家電や調理家電などの開発及び製造

松本工場： 長野県松本市和田4217-1

代表者： 代表取締役社長 楠野 寿也

ＵＲＬ： https://www.tescom-japan.co.jp/

http://www.tescom-japan.co.jp/
http://www.tescom-japan.co.jp/


Press information

製品名：ネイルケア

品 番：TL126

発売日：2019年3月1日

販売先：全国の家電量販店など

価 格：オープン 実勢売価 ¥1,980（税抜）

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

製品特徴：

ジェルオフから素爪のケアまで、”ツメ育”トータルケアで簡単キレイ。

●CAREモード×素爪マッサージで”ツメ育”リッチケア。

お手持ちのネイルオイル※1で簡単”ツメ育”甘皮ケア。素爪をすこやかな爪に整えます。

なぜ、“ツメ育”をプラスすると良いの？

爪磨きやジェルネイルのオフを行った直後の爪は、表面を削られることで爪自体が薄く割

れやすい状態になります。爪のお手入れ後に”ツメ育”、特にネイルオイルを塗ってから行

うことで、うるおい補給＆振動のダブルケアで色ツヤの良い素爪に整えます。

●CAREモード搭載

CARE-HIGHの2段階速度設定で、爪に負荷をかけすぎず使うことができます。

ネイルケア（ジェルオフ・ポリッシュタイプ）

製品仕様

本体寸法(mm) H169×W 21×D22mm（キャップ付き） 電源

DC1.5V
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
※充電式ニッケル水素電池使用可能

本体質量 44g(キャップ付き) カラー （P)ローズピンク

アタッチメント マルチケアアタッチメント/ジェル＆甘皮ケアアタッチメント/ツヤ出しアタッチメント

付属品 キャップ

※１ ネイルオイルは付属していません。ネイルオイルなしでもご使用いただけます。
※2 充電式ニッケル水素電池をお使いの際は、お使いになるメーカーおよび電池状態により性能に差が出る場合があります。

「CARE」モードとネイルオイルで
“ツメ育”うるおいケア

2段階速度設定

形作り 表面整え 表面仕上げ ジェルオフ

●グロス仕上げアタッチメント

最後のひと仕上げに使用します。マニキュアなしでもツヤのある爪に。

●充電式ニッケル水素電池 使用可能※2

●４ in One マルチケアアタッチメント

面を変えれば、形作り、表面整え、表面仕上げの素爪ケアからジェルオフまで

１つのアタッチメントで対応。素爪のお手入れは、アタッチメントの付替えの面倒がなく

スムーズにケアができます。

艶出し（グロス仕上げ）

After

※ 製品の画像はイメージです。
実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。



製品仕様

本体寸法(mm) H138×W19×D20mm（キャップ付き） 電源
DC1.5V
単4形アルカリ乾電池×1本(別売)

本体質量 22g(うぶ毛用刃、キャップ付き) カラー （P)ローズピンク

アタッチメント まゆ毛用刃/うぶ毛用刃

付属品 キャップ/ブラシ付きまゆコーム/掃除用ブラシ

Press information

製品名：フェイスシェーバー

品 番：TL226

発売日：2019年3月1日

販売先：全国の家電量販店など

価 格：オープン 実勢売価 ¥1,980（税抜）

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

製品特徴：

うぶ毛もまゆも、専用刃で簡単キレイ。美肌仕上げフェイス

●メイク上からOK！ささっと剃れる専用刃

まゆ、うぶ毛の専用刃付き。メイク後でも気づいたときにささっと剃りやすい。

フェイスシェーバー

●丸い刃先でやさしい剃り心地。
お肌にやさしく、剃り心地のなめらかな刃にリニューアル。
従来よりも使い心地がよくなりました。

●分解刃だからお手入れ簡単で清潔

刃が分解できるのでブラシでお掃除簡単。

アタッチメントは水洗いも可能なのでいつでも清潔にお使いいただけます。

●刈り高さが選べる1～6mm ブラシ付きまゆコーム

1mmごとに細やかに切り替えられるまゆコーム。ブラシ付きで毛流れを整えられます。

うぶ毛用刃まゆ毛用刃

うぶ毛ケア まゆ毛ケア

1～2mm刈り高さ
まゆ尻や薄めまゆに使用

3～6mm刈り高さ まゆ頭や濃いめまゆに使用

毛流れ整え用ブラシ

ZOOM
UP!

丸い刃先

●掃除用ブラシ付き

※ 製品の画像はイメージです。
実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。



Press information

製品名：フェイスシェーバー

品 番：TL22７

発売日：2019年3月1日

販売先：全国の家電量販店など

価 格：オープン 実勢売価 ¥1,980（税抜）

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

製品特徴：

可動ヘッドで1ランク上の仕上がり。サロン仕上げ※3の透明肌フェイス

●可動ヘッドでサロン仕上げの肌に。

0°から20°に角度を変えて剃れる可動ヘッド。シェービングサロンでプロが行う シェー

ビングと同じ角度で剃れる※3から、曲線や凸凹の多いお顔まわりも利き手でしっかりお肌

に沿って剃ることができます。

フェイスシェーバー

製品仕様

本体寸法(mm) H138×W19×D20mm（キャップ付き） 電源
DC1.5V
単4形アルカリ乾電池×1本(別売)

本体質量 22g(うぶ毛用刃、キャップ付き) カラー （P)ローズピンク

アタッチメント フェイス刃

付属品 キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ

●新感覚！左右で切り替えて使える 2WAY まゆコーム

刈り高さ1･2･3mmの選べるまゆコームと、ポイントケアもできる２WAYで使える便利なカバー。

まゆ用刃とまゆコームが一体化で、手軽にまゆメイクができます。

0° 20°

可動ヘッド

顔の場所によって利き手では剃りにくい部分も角度をつけることで、手首と刃の向きがそろうので手首に無理な負荷をかけず
にスムーズに剃れます。これだけで、刃がぴったりお肌に沿いやすくなり剃りたてのお肌もサロン級の仕上がり。※3

なぜプロは角度をつけるの？

手首と刃の
向きが平行で

自然に

【角度あり】

手首と刃の
向きがねじれ

不自然に

手の向き
刃の向き

【角度なし】

●アタッチメント 水洗いOK

●掃除用ブラシ付き

まゆ周りなどの細かい部分に。
剃るときに刃を一部カバーして
まつ毛やお肌を守り、剃りやすくします。

Ｂ側 ポイントコーム Ａ側 まゆコーム

まゆの形作りに便利なコーム。
1 / 2 / 3mmで刈り高さを
3段階ごとに切り替えられます。

左右で切り替えて使える！２WAY使い

※3 使用感には個人差があります。

※ 製品の画像はイメージです。
実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。



Press information

製品名：フェイス＆ボディシェーバー

品 番：TL236

発売日：2019年3月1日

販売先：全国の家電量販店など

価 格：オープン 実勢売価 ¥2,980（税抜）

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

製品特徴：

３つの専用刃で、外出先でもお風呂でも全身優肌シェービング。

●刃が直接肌に触れない！ポータブル刃でやさしく、簡単ムダ毛ケア

一般的なシェーバーとは異なり、刃が直接肌に触れない回転刃方式のポータブル刃
で、くるくる回しながら腕や脚、手や指などのムダ毛を優しくカット。女性の体毛は細く
柔らかいため、普段は肌に沿うようにねています。ポータブル刃なら、くるくる回すこと
でねている柔らかい毛を立ち上げてしっかりキャッチしてカットします。刃が内部で
回転して毛をカットするのでお肌にやさしい剃り心地で、全身にお使いいただけます。

フェイス＆ボディーシェーバー

製品仕様

本体寸法(mm) H117×W29×D30mm（キャップ付き） 電源
DC1.5V
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)

本体質量 56g(（ポータブル刃、キャップ付) カラー （P)ローズピンク

アタッチメント ポータブル刃/T字ボディ刃/うぶ毛用刃

付属品 トリムコーム/ポータブル刃キャップ/うぶ毛用刃キャップ/掃除用ブラシ/オイル/アタッチメントケース

●肌にフィットするうぶ毛用刃

角度つきのヘッド形状が肌にフィット。剃り心地滑らかにリニューアルしました。

メイクの上から使えるから気づいたときに、ささっと剃れます。

１．ポータブル刃でお肌を撫
でて、ムダ毛を立ち上げます。

２．ムダ毛がポータブル刃に入
りこむことで、内部の回転刃が
カットします。

※イメージ ※イメージ

くるくると
まわして

ムダ毛カット!

●お風呂※4で使えて、本体丸ごと水洗いOK

丸ごと水洗いできるからいつでも清潔に使えます。

●一気に剃れるT字ボディ刃

長い、固めの毛もしっかり剃れる往復式刃。幅広タイプで全身のムダ毛をすばやく

カットします。短時間でケアしたい人や足や腕など広い箇所のムダ毛処理に最適

です。トリムコームをつければ、Ｖラインもケアできます。

T字ボディ刃＋トリムコームでVラインのケアも可能※4 浴槽内では使用しないでください。

※ 製品の画像はイメージです。
実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。



Press information

製品名：ホットビューラー

品 番：TL326

発売日：2019年3月1日

販売先：全国の家電量販店など

価 格：オープン 実勢売価 ¥1,980（税抜）

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

製品特徴：

３WAYコーム×高温全周ヒーターで、まつげカール＆キープ。

●すばやく使え、しっかりカール！高速＆高温ヒート110℃※5

高温で全周ムラなく温まるから、まつげをしっかりカール＆キープします。

立ち上がり約60秒※6で、忙しい朝も待たずに使えます。

ホットビューラー

製品仕様

本体寸法(mm) H152×W19×D20mm（キャップ付き） 電源

DC1.5V
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
※充電式ニッケル水素電池使用可能

本体質量 17g(キャップ付) カラー （P)ローズピンク

付属品 キャップ

※5 HIGH使用時/アルミパイプ表面温度 / ※6 HIGH使用時

●フィルムタイプマスカラ＆つけまつげにも対応。２段階温度切替

全周ムラなく温まり、しっかりまつげをカールします。
使用時は、必ずｺｰﾑを取り付けてお使いください。

●ロングセパレートコーム付き３WAYコーム

目にフィットするカーブ形状がまつげをしっかり持ち上げ、カールします。

ボリュームも、セパレートも、ポイント使いも1台で可能です。

背面のロングセパレートコームは突起がついており、

マスカラダマのない長く美しいまつげに仕上げます。

【従来品コーム】

新コーム形状で仕上がりきれい

ダマっぽい
太目の仕上がり

【ロングセパレートコーム】 突起でマスカラのダマを
しっかり梳かし自然な
仕上がり

イラストはイメージです。

①ロングセパレートコーム
突起状のコームがまつ毛の根元まで届いて、

マスカラでくっついたまつげを１本１本セパレート
することで、まつげを長く見せます。

③ボリュームコーム
間隔の広いコームで束感のある迫力まつげに
仕上げます。

②ポイントコーム
マスカラのような縦使いで、目尻、目頭、下まつげ
をしっかりカールします

3WAYコーム

●外して洗えるコームで気になるマスカラ汚れも洗えて、いつでも清潔に使えます。

●充電式ニッケル水素電池対応※7

HIGH 110℃とLOW 70℃の ２段階で温度設定ができます。LOWであれば、つけまつげやまつげエクステ、
フィルムタイプのマスカラも使用することが可能でアイメイクの幅が広がります。

外せるコーム

アルミパイプ
温まりイメージ↓

※7 充電式ニッケル水素電池をお使いの際は、お使いになるメーカーおよび電池状態により性能に差が出る場合があります。

※ 製品の画像はイメージです。
実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。



Press information

製品名：ノーズケアトリマー

品 番：TL426

発売日：2019年3月1日

販売先：全国の家電量販店など

価 格：オープン 実勢売価 ¥1,980（税抜）

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

製品特徴：

スリムヘッドトリマー×小鼻ブラシで隙なし、美鼻。

●キワまでカットできるスリムヘッドトリマー

切れ味そのままに、女性の小鼻にフィットして鼻のキワまでしっかりカットできるよう

ヘッドのサイズを小さくしました。小回りが利くからしっかりケアできます。

ノーズケアトリマー

製品仕様

本体寸法(mm) H133×W19×D23mm（キャップ付き） 電源
DC1.5V
単4形アルカリ乾電池×1本(別売)

本体質量 36ｇ ※小鼻ブラシ付 カラー （P)ローズピンク

アタッチメント スリムヘッドトリマー/小鼻ブラシ

付属品 キャップ/掃除用ブラシ

●お風呂※7で使えて、本体丸ごと水洗いOK

スリムヘッドトリマーも小鼻ブラシも水洗いが可能です。 デリケートな部分に触れる

パーツもしっかり清潔に保てます。

鼻幅は、女性は男性より
比較的小さいといわれています。

男性・・・３６．２ｍｍ
女性・・・３３．１ｍｍ※当社調べ

●柔らか小鼻ブラシ

先端が丸く、お肌にやさしい小鼻専用ブラシ。クレンジング剤＆洗顔フォーム対応

で指では落としにくい汚れも回転式ヘッドでしっかりオフ。お風呂場での使用も

可能で、毛穴が開いた状態で使うと汚れが落ちやすくなります。

小鼻ブラシが毛穴や肌のキメに
入り込んだ汚れをかきだすから、
ファンデーションも残りにくい。

指でこするだけ

普段の洗顔と小鼻ブラシでファンデーション汚れの落ち比較

小鼻ブラシ

●持ち運びに便利なコンパクトサイズ

※8 浴槽内では使用しないでください。

※クレンジング剤・洗顔フォーム
未使用での検証結果です。

※ 製品の画像はイメージです。
実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。


