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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
Mail:  tescom_pr@tescom-japan.co.jp

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、コンパクトながらも充実した機能で料理の下ごしらえからお菓子づくりまで対応する「フー
ドプロセッサーTK213/TK2000」2機種を2020年4月下旬に発売いたします。

■「きざむ」「まぜる」「おろす（粗目・細か目）」「泡立てる」の5つの機能を1台に
お肉のミンチや野菜のみじん切り、大根おろしなどが手軽につくれることで、ご好評いただいている当社のフード
プロセッサーから、新アタッチメントのバター＆ホイップを付属した2機種を新発売。時間がかかる生クリームの泡
立てや、バターづくりが簡単にできます。※1

また、場所をとらないコンパクトサイズながら、1台で「きざむ」「まぜる」「おろす（粗目・細か目）」「泡立てる」と充
実した機能を備えているので料理の幅が広がります。

スペースの少ないキッチンでもコンパクトに！
充実機能で料理の幅が広がる

テスコム史上最軽量のフードプロセッサー4月下旬新登場

きざむ・まぜる おろす 泡立てる

※１：卵の泡立てはできません。バター作り時は、乳脂肪分47％以上の生クリーム／ホイップ時は乳脂肪分35％以上の生クリーム使用。
※2：仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。ボトル以外は食器洗い乾燥機を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。＊2020年3月現在

NEW

NEW

約170g
約760g

70％以上軽量化！ ステンレスボトル
（TK2000）ガラスボトル

（従来品 TK212）

■テスコム史上最軽量！軽くて丈夫なステンレスボトルを採用
臭いやキズがつきにくいガラスボトルの「TK213」に加え、軽量と見た目のスタイリッシュさを兼ね備えたステンレ
スボトルの「TK2000」が新登場。ステンレスボトルは食器洗い乾燥機にも対応※2しているのでお手入れも簡単で
す。

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


21.6cm

18.4cm

まとめて収納！
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■3種のアタッチメントで幅広く活躍
1台で「きざむ」「まぜる」「おろす（粗目・細か目）」「泡立てる」まで対応します。

参考資料

■液もれしにくい構造でドレッシングやスープも調理可能
パッキン付きのフタ、軸とボトルの一体構造で調理時の液もれを防ぎます。

にんにくのみじん切りなど少量の調理から
ハンバーグのたねづくりまで幅広く、
あっという間にできるから料理の下ごしらえが簡単！

粗目・細か目ができるリバーシブルタイプで
ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろもラクラク調理！

なめらかな自家製バター・ホイップクリームが
つくれます。※1

リバーシブル

【みじん切りカッター】

【両面おろし刃】

【バター＆ホイップ】

アタッチメントがすべて容器に収まるオールインワン収納で使わない間もキッチンのスペースをとらず、
調理したい時にサッと使えます。

■オールインワン収納で使わない間もコンパクトに！

※１：卵の泡立てはできません。バター作り時は、乳脂肪分47％以上の生クリーム／ホイップ時は乳脂肪分35％以上の生クリーム使用。

ロック解除スイッチ
安全設計

ロック解除スイッチを押しながらメインスイッチを押さないと
動作しないので、誤操作の心配がなく安心して使うことが
できます。

手のひらで押せる大きめのメインスイッチで操作簡単。
ロック解除スイッチ搭載で安全にお使いいただけます。

簡単操作
メインスイッチ



Press information
《製品概要》
製品名 ： フードプロセッサー
品番 ： TK213
発売日 ： 2020年4月下旬
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

《TK213製品特長》
５つの機能で料理の幅が広がる
●＜きざむ＞＜まぜる＞ができるみじん切りカッターでラクに下ごしらえ！

肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、
料理の下ごしらえが簡単にできます。

● 粗目、細か目の＜おろす＞ができる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タイプ。
ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろができます。

● ＜泡立てる＞ができるバター＆ホイップで自家製バターづくり！
なめらかな自家製バター・ホイップクリームがつくれます。※１

● 場所をとらないコンパクトサイズ
キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。

● オールインワン収納でスッキリ
アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので置き場所にも悩みません。

● 液もれしにくい構造
軸とボトルの一体構造で液もれしにくいのでドレッシングやスープがつくれます。

● 清潔なガラスボトル
臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製。

● 簡単操作＆安全設計
手のひらで押せる大きめのメインスイッチとロック解除スイッチ搭載の安全設計。

● レシピブック付き
肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付き。
簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。

※１：卵の泡立てはできません。バター作り時は、乳脂肪分47％以上の生クリーム／ホイップ時は乳脂肪分35％以上の生クリーム使用。
＊ 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。

TK213 製品仕様

本体寸法(mm) H216×W184×D159 本体質量 1.7kg(収納時)

電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 320Ｗ

主材料 本体：ABS ボトル：ガラス コードの長さ 1.0m

付属品
レシピブック/みじん切りカッター/
両面おろし刃/バター＆ホイップ/円板軸

容量（g） 300g(ハンバーグの場合)

NEW

【清潔なガラスボトル】

臭いやキズがつきにくく、
油汚れも落ちやすいガラス製です。

リバーシブル

【みじん切りカッター】

【両面おろし刃】

【バター＆ホイップ】

【レシピブック付き】

【場所をとらないコンパクト設計】

キッチンに出したままでもスペースをとらず
調理したい時にサッと使えます。

きざむ・まぜる

おろす

泡立てる
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《製品概要》
製品名 ： フードプロセッサー
品番 ： TK2000
発売日 ： 2020年4月下旬
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 ： (S)シルバー

《TK2000製品特長》
軽量で使いやすいステンレスボトル！５つの機能で料理の幅が広がる！
● 軽くて丈夫なステンレスボトル

臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいため、お手入れラクラク。
食器洗い乾燥機にも対応！※2

● ＜きざむ＞＜まぜる＞ができるみじん切りカッターでラクに下ごしらえ！
肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。

● 粗目、細か目の＜おろす＞ができる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タイプ。ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろができます。

● ＜泡立てる＞ができるバター＆ホイップで自家製バターづくり！
なめらかな自家製バター・ホイップクリームがつくれます。※１

● 場所をとらないコンパクトサイズ
キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。

● オールインワン収納でスッキリ
アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので置き場所にも悩みません。

● 液もれしにくい構造
軸とボトルの一体構造で液もれしにくいのでドレッシングやスープがつくれます。

● 簡単操作＆安全設計
手のひらで押せる大きめのメインスイッチとロック解除スイッチ搭載の安全設計。

● レシピブック付き
肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付き。
簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。

TK2000 製品仕様

本体寸法(mm) H210×W159×D159 本体質量 1.1kg(収納時)

電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 320Ｗ

主材料 本体：ABS ボトル：ステンレス コードの長さ 1.0m

付属品
レシピブック/みじん切りカッター/
両面おろし刃/バター＆ホイップ/円板軸

容量（ｇ） 300g(ハンバーグの場合)

【レシピブック付き】

【テスコム史上最軽量！軽くて丈夫なステンレスボトル】 【オールインワン収納】

使わない間もコンパクトに収納！
キッチンのスペースをとりません。

※１：卵の泡立てはできません。バター作り時は、乳脂肪分47％以上の生クリーム／ホイップ時は乳脂肪分35％以上の生クリーム使用。
※2：仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。ボトル以外は食器洗い乾燥機を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。＊2020年3月現在
＊ 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。

約170g
約760g

ステンレスボトル
（TK2000）

ガラスボトル
（従来品 TK212）

70％以上軽量化！

NEW

NEW

軽くて扱いやすいステンレス製。食器洗い乾燥機にも使用可能です。※2
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■テスコムについて

テスコム電機株式会社は、ヘアードライヤーやヘアーアイロンなどの理美容製品から、ミキサーや低温コンベクション
オーブンなどの調理器具、毛玉クリーナーなどのリビング製品まで、「キレイをつくる」をコンセプトに商品開発・販売を
行う企業です。
アウタービューティーもインナービューティーも叶えることで、内から溢れ出る美しさを実現したい。
プロの現場でも、日々の生活の中でも、みなさまの「キレイ」を支えたい。
次の50年も、さらに「キレイをつくる」会社を目指します。

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

資本金： 90,000千円

代表者： 代表取締役社長 楠野 寿也

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/

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