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美容室シェアNo.1※のプロ用ブランド「Nobby」をベースに一般向け開発し好調の

「Nobby by TESCOM」より新製品発売

アレンジに特化した新製品など5種発売

■サロンシェアNo.1※のアイデンティティを活かし、プロの仕上がりを再現するNobby by TESCOM

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、創業時から製造・販売し、共に歩み続けてきたプロ用ブランド Nobby をベースに一般向けに
開発し、現在好評を得ている「Nobby by TESCOM」ブランドから、ドライヤーを2020年10月9日（金）にヘアーアイ
ロン4機種を11月2日（月）より発売します。

※：2020年8月株式会社セイファート調べ

テスコムは50年以上にわたり、美容室で使用いただくプロ用ツールの開発
に取り組んで来ました。プロ用ブランドNobbyのドライヤーは美容師が乾かし
やすい重量バランスを考慮した設計やファンの開発など、美容師目線で開
発・改良を続けてきた結果、現在も国内の美容室で最も使われているサロ
ンシェアNo.1※プロ用ブランドであり続けています。
そのNobbyのアイデンティティを活かしながら、プロの道具をそのまま商品

化するのではなく、いかに簡単にプロのテクニックを自分で再現できるか、
その点に注力し4年の歳月をかけ、3年前の2017年11月に誕生したのが
Nobby by TESCOMシリーズです。 Nobby by TESCOM は 「プロ用」では
無く、誰でも簡単に「プロ同様」に仕上げるための製品です。そのコンセプトと
製品は多くのユーザーにご共感をいただき、発売から現在までのシリーズ総
出荷台数は約23万台。この3年間で当社のフラッグシップブランドに成長し
ました。

■アレンジに特化したヘアーアイロンが登場、さらに3機種がリニューアル

発売以来、多くのユーザーに高い評価をいただくNobby by TESCOM はこの秋3機種のリニューアルと、1機種の
新ターゲットへ向けた製品展開をいたします。
新展開の製品はヘアーアレンジに特化したアレンジタイプのヘアーアイロンです。ストレートアイロンは、今までく

せっ毛を伸ばすためのお悩み解決ツールでしたが、近年、髪をストレートにするためのみではなく、アレンジのため
にストレートアイロンを活用するユーザーが増えています。そのようなユーザーの期待に応える1台がこの秋、Nobby
by TESCOMのラインナップに追加されます。

https://www.tescom-japan.co.jp/
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《NIB3001 製品特長》
● プロ仕様のハイパワーなファンとモーターを採用し、大風速で根元からドライ。

根元数センチをしっかり乾かすことでスタイリングの仕上がりは格段に上がります。しか
し、一般的なドライヤーでは表面から先に乾いていくため、根元がしっかりと乾く前にヘ
アドライを終了してしまうことが多く見受けられます。
Nobby by TESCOMドライヤーはプロ用Nobbyの最上位機種に使用しているハイパワー
なモーターとファンを採用し、サロン仕上げのスピードドライを実現しました。速い風が髪
を持ち上げて根元から乾かすことで、スタイリングの仕上がりに差がでます。

サロンのブローをリアルに再現。根元から素早く乾かし、艶髪仕上げ。

《NIB3001 製品概要》
製品名 ： プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアードライヤー
品番 ： NIB3001
発売日 ： 2020年10月9日（金）
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 ¥17,800（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 ： (H)アッシュ (K)ブラック
(H)アッシュ (K)ブラック

※当社測定法による。NIB2000との比較。

● 『ケアドライフード』で、ムラなく温風を当てるプロのテクニックを再現。

プロはヘアードライの際、ドライヤーを左右に振りながら乾かすことで、熱が1点に集中することを防い
でいます。温風をムラなく当てることで、髪を傷めずに素早く髪を乾かしているのです。このプロの技を
Nobby by TESCOMドライヤーは『ケアドライフード』を付けることで再現します。フードの内部で風の流
れを調整することで、ドライヤーを左右に振らずとも、振りながら乾かす プロのドライと同様な風の流れ
を作り、髪にムラなく温風を当てることが可能になります。 <ケアドライフード>

● プロテクトイオンで静電気を低減
マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップ。

● 温冷風を一定間隔で自動切換え AUTOモード搭載
髪の表面温度を適温に保ち、濡れ髪時の熱変性を抑制。

● 専用スタンドでハンズフリードライ
置いたままで乾かせる、専用スタンドを付属。

● ラク抜きプラグで取り外し簡単
レバーを押すとコンセントから簡単にプラグが引き抜けます。

● 高性能フィルター採用
プロ用Nobbyでも採用しているメンテナンスしやすいフィルターです。

● 業務用の高い設計基準で安心の2年保証
● 信頼の日本製

NEW

NEW

＜局所集中的に風が吹き抜け、熱が１点に集中＞＜風が左右にゆらぎ、熱が全体に分散＞

ケアドライフード非装着時の風ケアドライフード装着時の風

NIB3001 製品仕様

本体寸法 H238 × W249 ×D95 （mm） 製品質量 800g 

電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 １３００Ｗ

スイッチ① 風量切替スイッチ「OFF-SET-DRY-SPEED」 付属品 ケアドライフード/セットフード/スタンド

スイッチ② 温度切替スイッチ「HIGH-MID-LOW-AUTO」 コードの長さ 1.8m

スイッチ③ 即冷スイッチ「OFF-ON(LOCK)」 風量 1.3㎥/分（SPEED‐HIGH）

温風温度 110℃(DRY-HIGH時）室内温度30℃の場合 生産国 日本
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NIS2000 製品仕様

本体寸法 H75×W239×D29 （mm） 製品質量 285g 

電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 32Ｗ

電源スイッチ 「 ON / OFF 」 付属品 クイックコードバンド

温度切替スイッチ 「 + / ‐ 」 コードの長さ 1.8m

温度幅 140～200℃ 立ち上がり時間 18秒（最高温度設定時100℃到達時間）

指先感覚で簡単サロンスタイリング・メンズヘアーにも適したアレンジアイロン

《NIS２０００ 製品概要》
製品名 ： プロフェッショナル ヘアーアイロン
品番 ： NIS２０００
発売日 ： 2020年11月2日（月）
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 ¥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
メンズユーザーのヘアーアイロン

購入時期調査結果

3年以上前から
持っている

3～2年前から
持っている

1年以内に
購入した

2020年9月自社調べ
全国の15歳～39歳の男性457名に調査のうち

ヘアアイロンを持っていると回答した158名の購入時期

近年、男性のヘアーアイロンユーザーが増えています。当社調べによる
「男性対象ヘアーアイロンに関する調査」の結果によると、
3年以上前にヘアーアイロンを購入している男性に対し、現在のヘアーア
イロンの男性所有者は約3.8倍となっています。
また、所有者の購入理由の1位は「ヘアアレンジの幅を広げたい」でし

た。男性のヘアーアイロンを使ってのスタイリング需要は大きく伸びてい
ます。
短かめの髪を的確にアレンジするにはアイロンサイズが重要です。

NIS2000はプレート幅15㎜の細身さと、手にしっかりフィットするボディーで
まるで指先でスタイリングしているように簡単にスタイリングができるヘ
アーアイロンです。

男性のヘアーアイロンユーザーが増えています！

《NIS2000 製品特長》
● アイロンに不慣れな方も安心して使える巻き込み耐熱フェルト

耐熱フェルトがアイロンプレート左右両端部まで巻き込んで固定され
ています。髪の根元からのスタイリングにも安心です。

● 手の大きさに合わせて開口角度を調整できるアジャスタブルロックリング
リングを左に回すとアイロン部の開き角度をお好みに調整できます。
(全開時の50～90%の間)

● 忙しい朝でも18秒※で立ち上がるサロンクオリティスピード

● アボカドオイルコーティング
適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいコーティングを採用。

● ラク抜きプラグで取り外し簡単
レバーを押すとコンセントから簡単にプラグが引き抜けます。

● 温度幅140～200℃

● コンパクトに収納できる開閉ロック機能

● 安心のオートパワーオフ機能 (最終操作から30分)

● 業務用の高い設計基準で安心の２年保証

● 誤操作防止、温度ロック機能搭載

● 温度メモリー機能搭載

※：100℃到達時間（最高温度設定時）

NEW

NEW
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プロの技を再現するヒーター制御。サロンクオリティの艶ストレート仕上げ！

《NIS3001 製品概要》
製品名 ：プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアーアイロン
品番 ： NIS3001
発売日 ： 2020年11月2日（月）
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 ¥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

《NIS3001 製品特長》
●高度な温度コントロールによる速い復熱スピードと、
仕上がりで選べる２つのモード（POWER/CARE）

一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向
にありますが、NIS3001は温度制御技術により、温度をコントロールする
ことで、設定温度まで素早く復熱します。また従来機（NIS3000）から温
度コントロールが改良され、さらに復熱スピードが向上しました。

POWER・・パワーモードで根元から毛先まで、均一な温度で
まっすぐ仕上げます。

CARE ・・毛先を低温度で伸ばすケアモードで、髪をいたわりながら
ニュアンスストレートヘアに仕上げます。

● プロテクトイオンで静電気を低減。
マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップ。

● 持ち運びニーズに応える海外対応

● 忙しい朝でも18秒※１で立ち上がるサロンクオリティスピード

● お好みの温度で使える幅広い温度。最高温度210℃にアップ！
仕上がりや髪の傷みに合わせて選べる、幅広い温度（60-210℃）5℃間隔31段階の細やかな温度設定。
ウィッグにも使用できます。 ※2

● アボカドオイルコーティング
適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいコーティングを採用。

● フロートプレート×薄型ラウンドボディで思い通りのスタイリング

● ラク抜きプラグで取り外し簡単
レバーを押すとコンセントから簡単にプラグが引き抜けます。

● 業務用の高い設計基準で安心の２年保証

● 誤操作防止、温度ロック機能搭載

● 温度メモリー機能搭載

※1：100℃到達時間（最高温度設定時）
※2：ウィッグご使用前に、ウィッグの耐熱性・仕様・使い方を必ず確認してからお使いください。

NIS3001 製品仕様

本体寸法 H72×W248×D32 （mm） 製品質量 355g 

電源 AC100-240V 50/60Hz 消費電力 44-46Ｗ

電源スイッチ 「 ON / OFF 」 付属品 クイックコードバンド

温度切替スイッチ 「 + / ‐ 」 コードの長さ 1.8m

モード切替スイッチ 「POWER / CARE 」 立ち上がり時間 18秒（最高温度設定時100℃到達時間）

温度幅 60～210℃ 5℃刻み(31段階/液晶表示)

NEW

NEW
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《NIM3026/NIM３０３２ 製品特徴》
● プロテクトイオンで静電気を低減。

マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。
髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップ。

● 持ち運びニーズに応える海外対応

● お好みの温度で使える幅広い温度。最高温度210℃にアップ！
仕上がりや髪の傷みに合わせて選べる、幅広い温度（60-210℃）5℃間隔31段階の細やかな温度設定。
ウィッグにも使用できます。※

● アボカドオイルコーティング
適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいコーティングを採用。

● ロングバレル
長いバレルでロングヘアーも一気に巻きます。

● ラク抜きプラグで取り外し簡単
レバーを押すとコンセントから簡単にプラグが引き抜けます。

● 業務用の高い設計基準で安心の２年保証

● 誤操作防止、温度ロック機能搭載

● 温度メモリー機能搭載

● ヒーター温度低下検知機能搭載

サロンの艶カールを美しく再現。26㎜径が新たにラインナップ入り！

《NIM3026/NIM3032 製品概要》
製品名 ：プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアーアイロン
品番 ： NIM3026（26㎜径）/NIM3032(32㎜径）
発売日 ： 2020年11月2日（月）
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 ¥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 NIM3026
（26㎜径）

NIM3032
（32㎜径）

67% 64% 60% 57% 56% 50% 48%

33% 36% 40% 43% 44% 50% 52%

2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年

32㎜ 26㎜

プロ用Nobby カールアイロン
32㎜/26㎜売上構成比

これまでカールアイロンのベーシックな径は32㎜と長い間言わ
れてきました。2000年代のトレンドだったゆるふわカールがまだ
継続してた2013年には明らかな差異を持って32㎜径の販売数
量が勝っていましたが、昨年から構成比が逆転しました。
髪のレングスのトレンドが短くなってきたことや「こなれ感」を出

しやすい細い毛束をしっかり巻くようなポイントで行うスタイリング
のトレンドも影響していると考えられます。
このような背景もあり、Nobby by TESCOM にも新たに26㎜径

のカールアイロンをラインナップに加えることにいたしました。

プロ用Nobbyのカールアイロン
売り上げ構成比で2019年ついに26㎜径が32㎜径を上回る結果に

当社出荷ベース

※：ウィッグご使用前に、ウィッグの耐熱性・仕様・使い方を必ず確認してからお使いください。

NEW

NEW

NIM3026/NIM3032 製品仕様

本体寸法
(mm)

NIM3026 ： H82×W359×D55
製品質量

NIM3026 ： 385g

NIM3032 ： H82×W359×D55 NIM3032 ： 410g

電源 AC100V 50/60Hz 温度幅 60～210℃（5℃刻み・31段階／液晶表示）

消費電力
NIM3026 ： ６８W 付属品 クイックコードバンド

NIM3032 ： 76W コードの長さ 1.8m

電源スイッチ 「OFF-ON」 立ち上がり時間 27秒（最高温度設定時100℃到達時間）

温度切替スイッチ 「 + / ‐ 」



■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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