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ワイド刃で時短！肌にやさしいシェービング
レディシェーバー２機種を2019年4月22日（月）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、肌にぴたっとフィットするラバー素材のソフトヘッドで肌にやさしいシェービングを実現したレディシェー
バー2機種を2019年4月22日（月）に発売します。 「レディシェーバーLD510」は海外でも使用できる交流・充電式、
「レディシェーバーLD410」は持ち運びに便利な乾電池式です。
※イメージ

◆ ユーザーが求めるのは、 “肌へのやさしさ”
暖かくなり、露出が増えるこれからの季節は、ムダ毛処理
の悩ましい季節でもあります。 「ちゃんと剃れずに残ってしま
った。」「何度もシェービングを繰り返し、肌が赤くなった。」と
いう苦いご経験をお持ちの方も多いはず。
従来品アンケートで、多くのユーザーが価格に次いで重
視していたのは、“肌へのやさしさ”でした。当製品は、角が
少なく柔らかなラバー素材のソフトヘッドを採用。ぴたっとフ
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Q. ご購入にあたり重視した点は？

※ 従来品LD400当社お客様アンケートより（N=128）

※1 浴槽内では使用しないで下さい。また、お風呂場では電源アダプターを接続したまま使用しないでください。
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Press information
Point.1 肌にやさしいソフトヘッド

肌にやさしい

肌当たりやさしいラバー素材を採用。
素肌にピタッとフィットするから凹凸のある場所も痛くなりません。
腕に！脚に！気になる部分にお使いいただけます。

Point.2 お風呂で使えて、水洗いOK！

素肌に
フィット！

ソフトヘッド
ラバー素材

水洗い OK！

※1

丸ごと水洗いできるからいつでも清潔。石鹸剃りも可能です。
使う場所を選ばず手軽に使えるので、毎日のお手入れにお使い下さい。

※1 浴槽内では使用しないで下さい。
また、お風呂場では電源アダプターを接続したまま使用しないでください。

Point.3 一気に剃れる！ワイド刃

剃り幅

UP！※2
従来品から刃の幅が5mmUP※2
広範囲を一気に剃れ、スピーディーなシェービングを実現。
お出かけ前の忙しい時間にも、気になる部分にサッとお使いいただけます。
従来品

ワイドな

40mm

ワイド刃

（LD350
／LD320）

※2 ＬＤ510は従来品ＬＤ350との比較、ＬＤ410は従来品ＬＤ320との比較。

Point.4 用途に合わせた電源
≪レディシェーバー ＬＤ510≫ 交流・充電式
コンセントにさしていつでもフルパワー！
約8時間の満充電で約１ヶ月間
使用することも可能です。 （1回3分、3日に1回使用の場合）

≪レディシェーバー ＬＤ410≫ 乾電池式
持ち運び便利な乾電池式だから、外出先ではもちろん、
ちょっとしたお手入れにも手軽にお使いいただけます。

Press information
製品概要
①海外使用OK！交流・充電式
製品名 ： レディシェーバー
品番
発売日
販売先
価格

：
：
：
：

LD510
2019年4月22日（月）
全国の家電量販店など
オープン 実勢売価 ¥3,980 （税抜）
※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

カラー ： ピンク

《製品特徴》
● 便利な交流・充電式
● 肌にやさしいソフトヘッド

※ 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。

肌当たり優しいラバー素材。

● ワイド刃で一気に剃れる！
※1

刃の幅が5mm UP。
広い範囲を一気に剃れるので、スピーディーにシェービングできます。

● トリミングコームでビキニラインのお手入れもできる！
ビキニラインの毛を均一な長さに整えます。

● お風呂でも使えて、本体水洗いOK
※2

水洗いできるからいつでも清潔！石鹸剃りもできます。

● 100-240V 海外使用OK
製品仕様
本体寸法(mm)

H161×W55×D40

消費電力
アタッチメント

5W ※交流時
トリミングコーム

130g

本体質量

掃除用ブラシ、電源アダプター
約30分（1回3分、3日に１回使用、約１ヶ月)

付属品
連続使用時間

② 持ち運びに便利！手軽な乾電池式
製品名 ： レディシェーバー
品番
発売日
販売先
価格

：
：
：
：

LD410
2019年4月22日（月）
全国の家電量販店など
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。

カラー ： ピンク/ブルー

《製品特徴》
● 肌にやさしいソフトヘッド

ピンク

肌当たり優しいラバー素材。

● ワイド刃で一気に剃れる！
※3

刃の幅が5mm UP。

ブルー

※ 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。

広い範囲を一気に剃れるので、スピーディーにシェービングできます。

● お風呂でも使えて、本体水洗いOK
※2

水洗いできるからいつでも清潔！石鹸剃りもできます。

製品仕様
本体寸法(mm)
電源
連続使用時間

H155×W55×D40

本体質量

単４アルカリ乾電池×２本

付属品

105g
キャップ、掃除用ブラシ

約40分 （1回4分、3日に１回使用、約１ヶ月)
※1 従来品LD350と比較

※2浴槽内では使用しないで下さい。また、お風呂場では電源アダプターを接続したまま使用しないでください。

※3 従来品LD320と比較

