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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、細かなアレンジにも最適な「マイナスイオン ヘアーアイロンITH1906」を2020年9月上旬
に新発売いたします。また、ioneシリーズの人気モデルをリニューアルした「マイナスイオン ヘアーアイロン
ITH1806」を同日発売いたします。

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

“アレンジのしやすさ”を追求したストレートアイロン新登場！
しっかりストレートからニュアンスウェーブまでスタイルの幅広がる

「マイナスイオン ヘアーアイロンITH1906」9月上旬新発売
「マイナスイオン ヘアーアイロンITH1806」同日リニューアル発売

■お客様のニーズに応えるストレートアイロン新登場！

時代と共に変化する女性のメイクやファッション。ヘアースタイルのトレンドもくっきりとしたカールが主流の時代か
ら、巻きすぎないナチュラルなヘアースタイルへと変化しています。
また、クセやうねりを解消するアイテムであるストレートアイロンですが、「カールアイロンを使用するよりも今どき
のナチュラルなスタイルがつくれる！」とストレートアイロンを使ったカールアレンジが昨今人気を集めています。

当社より新発売のITH1906は、「ストレートアイロンでウェーブやカールをしたい！」「今どきのスタイルをつくりたい
！」そんなオシャレを楽しむお客様のニーズに応え、クセやうねりをしっかり伸ばすストレート機能はそのままに、
アレンジのしやすさを追求。プレートとヘッドの構造にこだわることで、従来のストレートアイロンに比べウェーブや
カールスタイルがつくりやすくなりました。

ITH1906詳細ページ： https://www.tescom-shop.jp/ext/lp/ITH1906/index.html

■アレンジに最適！こだわりのアイロンプレート＆ヘッド

Point1 Point 2３D「ぴたっと」プレート プレート側面の露出＆スリムなラウンドヘッド

しなやかな沈み込みで毛先もおくれ毛も自由自在。 細かなアレンジやニュアンスヘアーもスムーズに。

従来機種 ITH1805

ITH1906

イメージ図

＊ 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。

画像：ITH1906

https://www.tescom-japan.co.jp/
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■髪への思いやりを機能に！ （対応機種：ITH1906・ITH1806）

しっかりストレート 絶妙ニュアンスウェーブ 軽やか、外ハネ おくれ毛アレンジ

ITH1906 つくれるスタイル例

Point 3 Point 4

すべりの良いコーティングで
髪当たりなめらか。

上下プレートの平面度が高まり、
髪への密着度が向上。

*従来機種 ITH1805比

13％
UP

ナノセラミックコーティング 高密着プレート面

丸い断面形状Point 5

襟足や短い髪も根元から挟めて
仕上がりキレイ。

従来機種 ITH1805 ITH1906

イメージ図イメージ図

Point1

Point 2

Point 3

温度幅

80℃～200℃
5℃刻み25段階

つくりたいスタイリングや髪質に合わせた温度設定が可能です。

高温 ： 髪が太く固い方や、素早くクセ付けしたい方に。

低温 ： 髪が細く柔らかい方や、アイロンに慣れていない方に。

プラスイオンを多く帯びた髪 マイナスイオンを多く帯びた髪

放出イオン量約100万個/cm3※4 以上
マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減します。

※4：当社測定による

余分な水分を逃しながら使えるWet&Dry機能。
スタイリングウォーターでケアをしながら時短スタイリングが
可能です。

＊ 各種スタイリングウォーターの使用方法に従ってお使いください。

細やかな温度設定

マイナスイオンの効果

Wet&Dry機能

イメージ図 イメージ図

イメージ図
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※１ ：100℃到達時間（最高温度設定時）
※2 ：前回使用した最終設定温度で、次回の温度設定がされる機能です。
※３ ：ITH1806比 当社評価基準に基づく。
＊ 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。

ITH1906 製品仕様

本体寸法(mm) H71× W300 × D35 （使用時） 本体質量 360g

電源 AC100-240Ｖ 50/60Ｈｚ 消費電力 46Ｗ （温度制御のため0W～900Wに変動します）

電源スイッチ
メインスイッチ「ＯＦＦ-ＯＮ」・温度調整ボタン
（25段階 5℃刻み）

立ち上がり時間 約25秒※1 （200℃到達：約90秒）

自動電源ＯＦＦ 最終操作から約30分後 コードの長さ 1.7 m （クイックコードバンド付き）

アイロン部温度 80℃～200℃ （デジタル温度表示） 開閉ロック 有り （OPEN/LOCK）

(P)スパークルピンク

(K)ブラック

《製品特長》
豊富なアレンジバリエーション 気分に合わせてスタイルの幅、広がる

● 細かなアレンジにも最適、アレンジヘッド
スリムなヘッドとプレートの突出形状を採用。
断面が楕円形状になり、ショートヘアーのアレンジも仕上がりキレイに。

● 毛先も後れ毛も自由自在、３Ｄ「ぴたっと」プレート
髪の流れに沿ってプレートが傾く。細かな毛束にも密着し、ナチュラルなスタイルも。

● ナノセラミックコーティング
ムラなく熱を伝えるすべりの良いコーティングを採用。

● スタイリングウォーターで湿らせた髪にもOK Wet＆Dry機能
スタイリングウォーターで湿らせた髪にも余分な水分を逃がして使える。
ケアをしながら毎朝時短スタイリング。

● 高速ヒート：２５秒※１ ＆上下ダブルヒーター採用
上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。

● 細やかな温度設定：８０℃～２００℃
５℃刻み２５段階の温度設定で、髪質に合わせた温度でスタイリングができます。

● センター発生方式のマイナスイオン
ボディ中央からマイナスイオンを放出。

● 髪にムラなく熱を伝える、温度リカバリー機能
リカバリー性能が10％UP※３し、よりムラのない仕上がりを実現します。

● お気に入りの温度を記憶しておける温度メモリー機能※２

前回使用した温度に自動で立ち上がるので、再設定する必要がありません。

● 自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぐ温度ロック機能

● 自動電源ＯＦＦ機能

● 旅行にも持っていける海外対応（自動電圧切替式）

● レバーを押すだけラク抜きプラグ
コンセントから簡単にプラグを抜くことができます。

レバーを押すだけ！
ラク抜きプラグ

いつもの温度で使える！
温度ロック＆メモリー機能

360℃回転！ねじれにくい
ゴムコード

画像：ITH1906

《製品概要》
製品名 ： マイナスイオン ヘアーアイロン
品番 ： ITH1906
発売日 ： 2020年9月上旬
販売先 ： 全国の家電量販店・公式オンラインショップなど
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥5,480（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)スパークルピンク (K)ブラック
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《製品概要》
製品名 ： マイナスイオン ヘアーアイロン
品番 ： ITH1806
発売日 ： 2020年9月上旬
販売先 ： 全国の家電量販店・公式オンラインショップなど
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥4,480（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)スパークルピンク (K)ブラック

※１ ：100℃到達時間（最高温度設定時）
※２ ：前回使用した最終設定温度で、次回の温度設定がされる機能です。
＊ 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。
＊ 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。

(P)スパークルピンク

(K)ブラック

《製品特長》
お出かけがもっと楽しみになる 理想のさらさらストレート

● 毛先まで逃がさない、２Ｄ「ぴたっと」プレート
プレートが上下に動くことで、プレート同士がぴったり密着する構造を採用。

● ナノセラミックコーティング
ムラなく熱を伝えるすべりの良いコーティングを採用。

● スタイリングウォーターで湿らせた髪にもOK Wet＆Dry機能
スタイリングウォーターで湿らせた髪にも余分な水分を逃がして使える。
ケアをしながら毎朝時短スタイリング。

● 高速ヒート：２５秒※１ ＆上下ダブルヒーター採用
上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。

● 細やかな温度設定：８０℃～２００℃
５℃刻み２５段階の温度設定で、髪質に合わせた温度でスタイリングができます。

● センター発生方式のマイナスイオン
ボディ中央からマイナスイオンを放出。

● お気に入りの温度を記憶しておける温度メモリー機能※２

前回使用した温度に自動で立ち上がるので、再設定する必要がありません。

● 自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぐ温度ロック機能

● 自動電源ＯＦＦ機能

● 旅行にも持っていける海外対応（自動電圧切替式）

● レバーを押すだけラク抜きプラグ
コンセントから簡単にプラグを抜くことができます。

ITH1806 製品仕様

本体寸法(mm) H82×W289×D35 (使用時） 本体質量 350g

電源 AC100-240Ｖ 50/60Ｈｚ 消費電力 45Ｗ （温度制御のため0W～600Wに変動します）

電源スイッチ
メインスイッチ「ＯＦＦ-ＯＮ」・温度調整ボタン
（25段階 5℃刻み）

立ち上がり時間 約25秒※1 （200℃到達：約90秒）

自動電源ＯＦＦ 最終操作から約30分後 コードの長さ 1.7 m （クイックコードバンド付き）

アイロン部温度 80℃～200℃ （デジタル温度表示） 開閉ロック 有り （OPEN/LOCK）

レバーを押すだけ！
ラク抜きプラグ

いつもの温度で使える！
温度ロック＆メモリー機能

360℃回転！ねじれにくい
ゴムコード

■カラーデザインをリニューアル！
発色の良いピンクカラー・高級感のあるマットなブラックカラーを採用。

ITH1806ITH1805



■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/
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