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テスコム電機株式会社

Press information

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、場所を選ばずに使える充電式コードレスタイプのスティックブレンダー/フードプロセッサー/タンブラー
ミキサー の3機種を2020年9月下旬に新発売いたします。

■生活を快適にするコードレスキッチン家電

キッチン家電はいつもの料理を手軽にワンランクアップさせることを担ってきました。調理家電を使って快適にな
ったキッチンライフがコードレスになることでまたひとつ快適さをアップさせます。
調理したい場所までコードがあともう少し足りなくて届かない、子どもと一緒にリビングでお料理がしたいけれど丁度
良いところにコンセントが無い、コードレス調理家電シリーズは、そんなストレスを解消。もちろん既存のコードがある
タイプと遜色無い使い勝手で手軽に楽しく調理ができます。
コードが無いのでアウトドアシーンでの使用も可能に。おうち時間が増えた昨今注目されているお家キャンプやべ
ランピングでも楽しく活用できます。

写真ACコードレス フードプロセッサー
TKX500

コードレス スティックブレンダー
THMX600

コードレスタンブラーミキサー
TMCX400

「あぁ、ここにコンセントがあったらいいのに」 「あぁ、コードが邪魔」を解消！

コードレスキッチン家電シリーズデビュー
コードの届かないキッチンの隅でも、アウトドアシーンでも、場所を選ばずキッチン家電がもっと自由に

＊TKX500とTHMX600の本体は防水ではありません。

https://www.tescom-japan.co.jp/
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《製品概要》
製品名 ： コードレス スティックブレンダー
品番 ： THMX600
発売日 ： 2020年9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 ¥9,980（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 ： （K）ブラック

《製品特長》
● コードを気にせず手軽に使える充電式
● 毎日の料理でマルチに活躍
マルチタイプスティックブレンダーの基本性能はしっかりキープ
離乳食作りも毎日の料理にも活躍します。
<つぶす><まぜる> 鍋に直接入れられるからスープづくりもラクラク。※１
<きざむ> チョッパーボトルでみじん切りもあっという間。
<おろす> 粗目と細か目の両面おろし刃で大根おろし・長芋のとろろも手早く簡単。
<泡立てる> ビーターで生クリームの泡立ても。 ※2

● 製品を過負荷から守る保護装置搭載
材料の入れすぎ等の過負荷を検知して動作が停止し、 故障を防ぎます。

● 安全設計
ロック解除スイッチとメインスイッチの２つのスイッチで動作。意図しない動作を防ぎます。

● 転がり防止の脚付き
本体側面の足で、横向きに置いた時の転がりを防止。
さらにブレンダーがテーブルなどに付かないから衛生的です。

● 国内・海外両用
100－240Vの地域で使用できます。※3

● レシピブック付き

※1： 粗熱を取ってからご使用ください。
※２： メレンゲは不可（定格時間を越えるため）
※３： 別途変換プラグをお買い求めください。航空機をご利用になる際は、事前に航空会社へご確認ください。
※4: １回の充電で動作可能な時間。満充電/定格水負荷時、常温環境で使用した場合。

使用するアタッチメントや環境、使用条件や年数で使用できる時間が変わります。

製品仕様

本体寸法(mm) H407×W63×D63（本体+ブレンダー） 本体質量 620g（本体+ブレンダー）

充電時間 ２時間 電源 AC100-240V 50/60Hz

動作可能時間 約40分 ※4

付属品

ブレンダー／ブレンドカップ／ビーター

定格時間

ブレンダー・チョッパー：1分 チョッパー／チョッパーボトル

両面おろし刃：2分 両面おろし刃／円盤軸

ビーター：3分 電源アダプアー／レシピブック

コードを気にせず手軽に使える充電式
離乳食作りから毎日の料理までマルチに活躍
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《製品概要》
製品名 ： コードレス フードプロセッサー
品番 ： TKX５00
発売日 ： 2020年9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 ¥７,980（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 ： （K）ブラック

コードを気にせず手軽に使える充電式
料理の下ごしらえからお菓子作りまで幅広く対応

《製品特長》
● コードを気にせず手軽に使える充電式
● 下ごしらえから泡立てまで、料理の幅が広がる
フードプロセッサーの基本性能はしっかりキープしながら
コンセントのない場所やリビングでレシピブックを広げながら使用できます。
<きざむ><まぜる> みじん切りカッターで野菜のみじん切りもあっという間に！
<おろす> 粗目と細か目の両面おろし刃で大根おろし・長芋のとろろも手早く簡単。
<泡立てる> バター＆ホイップでバターづくり・生クリームの泡立ても！ ※1

● 製品を過負荷から守る保護装置搭載
本体を必要以上に傾けると、センサが感知し動作が停止するので誤作動を防ぎます。

● 液もれしにくい構造
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。
ドレッシングやスープも調理できます。

● 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。

● オールインワン収納
アタッチメントがすべてボトルの中に収まるので、コンパクトに収納できてスッキリ！

● 安全設計
ロック解除スイッチとメインスイッチの２つのスイッチで動作。意図しない動作を防ぎます。

● 国内・海外両用
100－240Vの地域で使用できます。※2

● レシピブック付き
料理の幅を広げる10レシピが載っています。

※1: 卵の泡立てはできません。
※2: 別途変換プラグをお買い求めください。航空機をご利用になる際は、事前に航空会社へご確認ください。
※3: １回の充電で動作可能な時間。満充電/定格水負荷時、常温環境で使用した場合。

使用するアタッチメントや環境、使用条件や年数で使用できる時間が変わります。

製品仕様

本体寸法(mm) H227×W188×D149（本体+ガラスボトル） 本体質量 約1.7kg（収納時）

充電時間 ２時間 電源 AC100-240V 50/60Hz

動作可能時間 約40分 ※3

付属品

ガラスボトル／みじん切りカッター

定格時間

みじん切りカッター：1分 両面おろし刃／円盤軸

両面おろし刃：2分 バター＆ホイップ

バター＆ホイップ：2分 電源アダプアー／レシピブック
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《製品概要》
製品名 ： コードレス タンブラーミキサー
品番 ： TMCX４００
発売日 ： 2020年9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 ： （K）ブラック

外出先でも手軽に使えるコードレス
どこでも新鮮なスムージーが楽しめます

《製品特長》
● 外出先でも手軽に使えるコードレス
コードレスなので電源を気にせずに使えます。
自宅はもちろん、ジムやオフィスなど外出先でも手軽にスムージーが作れます。

● 丸洗いOKでお手入れ簡単 ※１

● 製品を過負荷から守る保護装置搭載
材料の入れすぎ等の過負荷を検知して動作が停止し、故障を防ぎます。

● カバンに入れて持ち運べるコンパクトサイズ
● 簡単操作
スイッチ操作はON/OFFのみで簡単。スイッチは長押しで動きます。

● USB電源で充電
モバイルバッテリーからも充電できます。※2

● タンブラーに便利な目盛り線付き

※1: 本体の浸け置き洗いはできません。
※2: 充電には電源定格（５V、１A以上）を満足するUSB用ACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です。

USB Type-A対応。本製品は日本国内専用です。
※3: １回の充電で動作可能な時間。満充電/定格水負荷時、常温環境で使用した場合。

使用する環境や使用条件、年数で使用できる時間が変わります。

製品仕様

本体寸法(mm) H183×W93×D83（本体+タンブラー） 本体質量 370g（本体+タンブラー）

充電時間 1.5時間 電源 ５V １A

動作可能時間 6分 ※３
付属品

タンブラー

定格時間 2分（40秒×3回動作） 充電ケーブル



■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/

Press information

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

