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2019年10月21日

テスコム電機株式会社

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、離乳食作りを始め、スムージー作りや料理の下ごしらえなどに幅広くお使いいただける「ス

ティックブレンダー THM332/THM322/THM312」3機種を2019年11月1日（金）に発売します。

＜掲載時のクレジット及び読者の方＞

テスコム 03-4531-3932
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
商品企画部 広告宣伝PRグループ 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:  03-4531-3932 Fax:  03-5719-2085 E-Mail:  tescom_pr@tescom-japan.co.jp

各種お問い合わせ先

コレ1台で料理の幅がぐんと広がる！離乳食作りにも大活躍の
スティックブレンダーで簡単＆時短調理
「スティックブレンダー」3機種 2019年11月1日（金）新発売

■忙しい女性に好評のスティックブレンダーから新機種登場
家事に育児に忙しいママや、働く女性にとって、料理にかかる時間はでき
るだけ短くしたいもの。
スティックブレンダーは、食材をつぶす、まぜるといった面倒な下ごしらえ
や少量の離乳食を作るときに、便利で時短をサポートするアイテムです。
今回、発売するスティックブレンダー3機種は、共通の本体デザインをリ
ニューアル。新形状グリップを採用することで、手の大きさや握力の差に
よる握り方の違いに対応し、さらに使いやすくいたしました。また、安全に
ご利用いただくために、高機能モーター保護装置を搭載。モーターへ過
負荷が生じたときに自動で停止、ランプでもお知らせいたします。
本製品により、調理の下ごしらえから離乳食、スムージーなど、料理の幅
を広げ、時短をサポートいたします。

※ 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。

◎離乳食のおかゆが
一瞬でできたのでビックリ！

◎簡単に使えて価格も手軽で
助かりました

◎他社より軽くて使いやすい！

◎コンパクトでとても使いやすい

お客様の声 抜粋

旧デザイン 新デザイン

◎離乳食のおかゆが
一瞬でできたのでビックリ！

◎簡単に使えて価格も手軽で
助かりました

◎他社より軽くて使いやすい！

◎コンパクトでとても使いやすい

※当社従来機種購入者アンケート結果

※個人の感想です。
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http://www.tescom-japan.co.jp/
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細か目面粗目面

チョッパー
付属機種：THM322/THM332

ビーター
付属機種：THM332

料理の幅がぐんと広がる！付属アタッチメント

ブレンダー・ブレンドカップ
付属機種：THM312/THM322/THM332

離乳食やスムージー作りに。
ブレンドカップは、小量のペースト
（離乳食）作りに便利です。

生クリームの泡立てに。
素早く泡立てが可能です。
※定格時間を超えてしまうため、
メレンゲ作りはできません。

面倒なみじん切りに。
お肉やお魚にも使えます。

■3つのおもいやり設計
①過負荷を防止する安全装置付き

モーター保護装置が働き、自動停止をランプでお知らせ
②臭いや色移りが少なく清潔に保てる金属製ブレンダー
③女性の手でも持ちやすく、持ち方を選ばない形状を採用

温度エラーランプ
でお知らせ！

鍋でも使える！

ＮＥＷ
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両面おろし刃
付属機種：THM332

ざくざくの鬼おろしが作れる粗目面
と、細やかな大根おろしが楽しめる
細か目面のリバーシブル。
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製品概要

つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる １台５役でマルチに活躍

製品名 ： スティックブレンダー

品番 ： THM332

発売日 ： 2019年11月1日（金）

販売先 ： 全国の家電量販店など

価格 ： オープン 市場想定価格 ¥4,980（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 ： （W）ホワイト

《製品特長》

● 高機能モーター保護装置搭載

連続使用や負荷のかかりすぎにより、モーターが高温になったとき、

保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。※1

使用可能な温度になると自動復帰し、ランプが消灯します。

● 鍋で使える※2金属製ブレンダー

鍋に直接入れられるのでスープ作りもラクラク。

金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。

● チョッパーボトルでみじん切りがあっという間

コンパクトで使いやすく、すべり止め付きで安心。

● 両面おろし刃で大根おろしも手早く簡単

粗目、細か目が使えるリバーシブル

● ビーターで生クリームの泡立てもOK※3

● 簡単レシピ付き

取扱説明書に簡単レシピが載ってるので、

初めてスティックブレンダーをお使いになる方も安心です。

※1 ランプが点灯した際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※2 粗熱を取ってからご使用ください。
※3 定格時間を超えてしまうため、メレンゲ作りはできません。

※ 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。

おろし刃使用例

ビーター使用例チョッパーボトル使用例

安心のすべり止め付き
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製品概要

つぶす、まぜる、きざむ １台３役で下ごしらえがラクラク

製品名 ： スティックブレンダー

品番 ： THM322

発売日 ： 2019年11月1日（金）

販売先 ： 全国の家電量販店など

価格 ： オープン 市場想定価格 ¥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 ： （W）ホワイト

《製品特長》

● 高機能モーター保護装置搭載

連続使用や負荷のかかりすぎにより、モーターが高温になったとき、

保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。※1

使用可能な温度になると自動復帰し、ランプが消灯します。

● 鍋で使える※2金属製ブレンダー

鍋に直接入れられるのでスープ作りもラクラク。

金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。

● チョッパーボトルでみじん切りがあっという間

コンパクトで使いやすく、すべり止め付きで安心。

● 簡単レシピ付き

取扱説明書に簡単レシピが載っています。
※1 ランプが点灯した際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※2 粗熱を取ってからご使用ください。

※ 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。

ブレンダー使用例

チョッパーボトル使用例

安心のすべり止め付き
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製品の定格・仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

THM312/THM322/THM332 製品仕様

本体寸法(mm) H343×W61×D69（ブレンダー装着時） 本体質量 540g（ブレンダー装着時）

電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 150W

スイッチ 電源スイッチ（プッシュ式）「ＯＮ-ＯＦＦ」 コードの長さ 1.7m

付属品
THM312：ブレンドカップ
THM322：チョッパー/ブレンドカップ
THM332：チョッパー/両面おろし刃/円板軸/ビーター/ブレンドカップ

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

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

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

ＵＲＬ： https://www.tescom-japan.co.jp/

※1 ランプが点灯した際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※2 粗熱を取ってからご使用ください。

製品概要

つぶす、まぜる、１台２役で料理のアレンジ広がる

製品名 ： スティックブレンダー

品番 ： THM312

発売日 ： 2019年11月1日（金）

販売先 ： 全国の家電量販店など

価格 ： オープン 市場想定価格 ¥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。

カラー ： （W）ホワイト

《製品特長》

● 高機能モーター保護装置搭載

連続使用や負荷のかかりすぎにより、モーターが高温になったとき、

保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。※1

使用可能な温度になると自動復帰し、ランプが消灯します。

● 鍋で使える※2金属製ブレンダー

鍋に直接入れられるのでスープ作りもラクラク。

金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。

● 簡単レシピ付き

取扱説明書に簡単レシピが載っています。

※ 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。

ブレンダー使用例

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