
2020年4月7日

テスコム電機株式会社

Press information

各種お問い合わせ先

＜掲載時のクレジット・読者の方からのお問い合わせ＞

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
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、ブラシ感覚で簡単にスタイリングができるホットブラシアイロンから、しっかりクセづけができるスタン
ダートサイズ、持ち運びに便利なコンパクトサイズの2機種を2020年4月下旬に新発売いたします。

■ヘアーアイロンとブラシが一体化！ブラシ感覚で簡単スタイリング

ホットブラシアイロンは、ブラシのような使い勝手で、ヘアーアイロンのようなスタイリング
力を持っているため、ブラッシングするだけでうねり毛を伸ばすことができます。
また、「ヘアーアイロンを使いこなせない」「やけどが心配」というお客様の声を活かし、
やけどをしにくい安全性に配慮した設計となっているため、どなたでも簡単・安全にスタ
イリングすることが可能です。
従来機種お客様アンケートにて、「小型が欲しい」「軽量だったらうれしい」等のお声を
いただき、コンパクトタイプが新登場。より使いやすくなったホットブラシアイロンで簡単
スタイリングを実現します。

ヘアーアイロンとブラシが一体化！
ブラシ感覚でナチュラルストレートからCカールまで簡単スタイリング

「ホットブラシアイロンTHP300/THP400」2機種を新発売

ピンの一部が金属製になっているため、熱が伝わりやすくブラッシングするだけで簡単にスタイリングが可能です。

■スタイリング力の秘密は、「ホットピン構造」―立体的な金属ピン―

＊ 画像はTHP４００のイメージです。

＊ イラストはイメージです。

アイロン面が平らで、髪全体に熱が
伝わりにくくスタイリング力が弱い。

毛髪 アイロン面

《通常のブラシアイロン》

アイロン面が立体的で、熱が髪に
伝わる表面積が広いため、クセづ
けしやすくスタイリング力が高い。

《THP300/THP400のホットピン構造》

毛髪 アイロン面

《スタイリング前後の比較》

※ 髪質により、仕上がりには個人差があります。

https://www.tescom-japan.co.jp/
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■こだわりのブラシ設計

《スリット形状》

ブラシの背面には、毛先や前髪、
頭頂部のカールをきれいに保った
まま、スルッと抜けやすくするスリッ
ト形状を採用。

ブラシの側面（THP300は4ヶ所、
THP400は6ヶ所）からマイナスイオン
を放出。ブラッシング時の静電気を
低減します。

《マイナスイオン発生部》

【THP400】
100/120/140/160/180℃

5段階温度設定

【THP300】
140/180℃ 2段階温度設定

ストレートもCカールも作れる
楕円のブラシ形状を採用。

《オーバル形状》

《選べる温度設定》

【コンパクトサイズ THP300】 ボブ～ショートヘア、くっきりカールに

【スタンダートサイズ THP400】 ミディアム～ロングヘア、ふんわりカールに

※１： アイロン部は熱くなるため、絶対に触れないようにご注意ください。

ブラシのように髪の上から手を添えて、ナチュラルストレートからCカールまで簡単にスタイリングができます。※１

スタイリング用のローションで髪を少し湿らせてからスタイリングすると、よりうねりが伸ばしやすくなります。

■ブラシ感覚で叶う、3つのスタイリング

トップのボリュームアップふんわりCカールナチュラルストレート
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《製品概要》
製品名 ： ホットブラシアイロン
品番 ： THP300
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 ： (P)ピンクゴールド

《THP300製品特長》
● 持ち運びに便利なコンパクトサイズ
● ブラシ感覚で使いやすい

ブラシのように髪の上から手を添えて、簡単にスタイリングができます。※１

● 髪に熱をしっかり伝える金属製ホットピン
金属製のピンが髪の間を通って熱を伝えるので、いたわり温度でもしっかりクセづけします。

● オーバル形状で叶える3つのスタイリング
楕円のブラシ形状で、ナチュラルストレート/くっきりCカール/ボリュームアップができます。

● 選べる２段階温度設定
１４０/１８０℃

● 髪がスルッと抜けるスリット形状のブラシ背面
毛先や前髪、トップ部をきれいにカール、しかもスルッと抜けやすくします。

● マイナスイオン４ヶ所発生
髪の傷みの原因である静電気を低減します。

● 海外対応 ＡＣ１００-２４０Ｖ
● ナノシルバーコーティング
● 自動電源ＯＦＦ機能（最終操作から約３０分後）
● 使いやすいラク抜きプラグ
● ポーチつき※２

＊ 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。

※１： アイロン部は熱くなるため、絶対に触れないようにご注意ください。
※２： 本体が冷めてからポーチに入れてください。

THP300 製品仕様

本体寸法(mm) H40× W225 × D36 本体質量 240g

電源 AC100-240Ｖ 50/60Ｈｚ 消費電力 0-600Ｗ

電源スイッチ メインスイッチ「ＯＦＦ-140℃-180℃」 立ち上がり時間 約60秒（180℃設定時100℃到達時間）

自動電源ＯＦＦ 約30分後 コードの長さ 1.7 m

付属品 ポーチ

立ち上がり時間約60秒
（180℃設定時100℃到達時間）

【温度設定ボタン】
選べる2段階温度設定

レバーを押すだけでコンセント
から簡単に抜くことができます。

アイロン部にはナノシルバー
コーティングを施しています。

持ち運びに便利なポーチ付き。※2
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《製品概要》
製品名 ： ホットブラシアイロン
品番 ： THP400
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 ： (P)ピンクゴールド

《THP400製品特長》
● 3列ホットピンでしっかりクセづくスタンダートサイズ
● ブラシ感覚で使いやすい

ブラシのように髪の上から手を添えて、簡単にスタイリングができます。※１

● 髪に熱をしっかり伝える金属製ホットピン
金属製のピンが髪の間を通って熱を伝えるので、いたわり温度でもしっかりクセづけします。

● オーバル形状で叶える3つのスタイリング
楕円のブラシ形状で、ナチュラルストレート/ふんわりCカール/ボリュームアップができます。

● いたわり温度も設定可能 ５段階温度設定
１００/１２０/１４０/１６０/１８０℃ 

● 髪がスルッと抜けるスリット形状のブラシ背面
毛先や前髪、トップ部をきれいにカール、しかもスルッと抜けやすくします。

● マイナスイオン６ヶ所発生
髪の傷みの原因である静電気を低減します。

● 海外対応 ＡＣ１００-２４０Ｖ
● ナノシルバーコーティング
● 自動電源ＯＦＦ機能（最終操作から約３０分後）
● 温度ロック機能
● 使いやすいラク抜きプラグ

※１： アイロン部は熱くなるため、絶対に触れないようにご注意ください。

THP400 製品仕様

本体寸法(mm) H50× W284 × D44 本体質量 345g

電源 AC100-240Ｖ 50/60Ｈｚ 消費電力 0-700Ｗ

電源スイッチ メインスイッチ「ＯＦＦ-ＯＮ」 立ち上がり時間 約45秒（180℃設定時100℃到達時間）

自動電源ＯＦＦ 約30分後 コードの長さ 1.7 m

＊ 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。

【温度設定ボタン】
選べる5段階温度設定

最終操作後約5秒経つと自動
的に温度設定がロックされ使用
中の温度変更を防ぎます。

立ち上がり時間約45秒
（180℃設定時100℃到達時間）

レバーを押すだけでコンセント
から簡単に抜くことができます。

アイロン部にはナノシルバー
コーティングを施しています。
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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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