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新型コロナウイルスの影響により、おうち時間がぐんと増えた2020年。テスコム商品の出荷傾向としてもおうち時間を充実させる商
品が比較的好調だった1年でした。そのような傾向のため、お出掛けのためのスタイリングツールは若干伸び悩んだ１年でしたが、
この秋発売したメンズヘアやショートヘアのスタイリングに特化した新ヘアーアイロンが大ヒットしました。2020年のテスコム年間ヒッ
ト商品を振り返ります。

2020年テスコム年間ヒット商品
1分で100台完売した限定商品や、おうち時間を充実させる商品など

全５アイテム

※イメージ ※イメージ

Nobby by TESCOM
ヘアーアイロン
NIS2000

年間販売予定数の32％を発売初月１ヵ月間で販売
＊当社出荷数量ベース

メンズヘア・ショートヘアのスタイリングに特化した細身のアイロンプレートを搭載。昨今のトレンドスタイルにマッチし
た商品が特にメンズユーザーに受け入れられ大ヒットに。
人気ヘアサロンAKROSとAKROS PRESSも担当する人気動画クリエイター髪西氏とコラボレーションした限定モデ
ルは当社公式ECサイトにて限定１００台が発売後１分で完売となりました。

■ヘアサロンに行きづらい時期にセルフカットで大活躍したホームバリカン（ヘアカッター）

■冬場に重宝されるグリルなべ。今年は夏の売れ行きが好調！

■12時間の長時間調理が可能なオーブンはおうち時間のじっくり調理需要にも

■限定モデル100台は約1分で完売！通常版も年間販売予定の約３割を初月で販売した大ヒットの新アイロン

■お菓子づくり・お料理づくり需要が拡大！それに伴い好調なハンドミキサー

ヘアーカッター
TC470

2019年比 168％
＊ヘアーカッターTC470 2020年 1月～11月 当社出荷台数

美容室や理容室に行きづらかった今年、ホームバリカンを使ったおうちヘアカットの需要で前年比168％の大幅増と
なりました。特におうち時間の長かった3月～4月は前年同月比で193％という結果となりました。

ハンドミキサー 2019年比 133％
＊2019年1月～10月 THM1200／THM272 と 2020年1月～10月 THM1300／THM273 の当社出荷台数比較

お菓子作りに便利な調理家電のハンドミキサーも昨年比１３３％となりました。 おうち時間で人気になったホットケー
キミックスが店頭完売が続いた3～5月は当社公式ECサイトや一部店頭でも一時在庫切れになることも。ABC 
Cooking Studioと共同開発した新型ビーターも好評です。

グリルなべ 2019年7～8月の同月比 203％
＊2019年7月～8月 GP6000／GP9000 と 2020年 7月～8月 GP6100／GP9100 の当社出荷台数比較

例年は秋から冬にかけて出荷のピークになるグリルなべ。今年は外出しづらかった夏の自宅での家族団らんに重宝
され、昨年の夏と比較し倍以上の出荷数となりました。多彩な料理が楽しめる複数プレートタイプの比率が昨年よりも
高かったことからもおうち時間の需要が見て取られました。

低温コンベクション
オーブン
TSF601

販売計画 の120%の実績

話題の低温調理、ビーフジャーキーなどが作れるフードドライヤー機能、ノンフライヤーなど1台6役を兼ね備え、コン
パクトさも人気の低温コンベクションオーブン。12時間までの長時間使用が可能なタイマー設定と細かな温度設定
で、楽しみながらじっくりと調理ができるおうち時間需要にマッチし計画以上の実績となりました。

＜番外編＞今秋から急上昇！サイト訪問数昨対比125％ この冬、毛玉クリーナーが例年超えの予感

毛玉クリーナー サイト訪問者数 2019年比125％ ＊当社調べ 2020年10月1日ー11月19日の期間

例年冬が近づくと注目を集める「毛玉クリーナー」。今年は、当社「毛玉クリーナー」のサイト訪問数が昨年に比べ、
125％に増加しています。おうちで過ごす時間が増えたことにより、掃除、クローゼットの整理などに時間をかける方が
増えたことが理由の一つとも考えます。
顧客満足度92％のテスコム「毛玉クリーナー」は好調な販売が期待されます！
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■限定モデル100台は約1分で完売！通常版も年間販売予定の約３割を初月で販売した大ヒットの新アイロン

Nobby by TESCOM プロフェッショナルヘアーアイロン
NIS2000

NIS２０００本体に人気動画クリエイター髪西氏の直筆
サインを入れ、メンズ人気の高いヘアサロンAKROS
のロゴ入りダッカールをセットした限定モデル。
特にヘアスタイリング動画に定評のある髪西さんの
限定モデルに男性ユーザーからのアクセスが殺到し、
100台が約1分で完売となりました。

●約1分で完売した100台限定モデル
［AKROS・髪西コラボレーションモデル］

メンズユーザーのヘアーアイロン
購入時期調査結果

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

●男性ヘアーアイロンユーザー増加中

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、
現在の男性のヘアーアイロン所有者は約3.8倍となっていました。
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」と、男性のヘアーアイロンによるスタイリング需要は大きく伸
びています。
男性だけでなく、ショートヘアや前髪など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形状でまるで指先でス
タイリングしているような感覚で簡単にスタイリングができる点が
評価されたと考えられます。

《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

AKROS・髪西コラボレーションモデルのメイキング動画を
髪西YouTubeチャンネルで公開しています！

https://youtu.be/KH2TRkAyQFw

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 」 コードの長さ 1.8m

温度切替スイッチ 「 + / ‐ 」 立ち上がり時間 18秒（最高温度設定時100℃到達時間）

温度幅 140～200℃ プレート開閉新機能 アジャスタブルロックリング
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■ヘアサロンに行きづらい時期にセルフカットで大活躍したホームバリカン（ヘアカッター）

ヘアーカッター TC470

▼失敗しないお子さまの
おうちヘアカットの方法を公開中！

ヘアサロンや理容室に行きにくい時期に、お子さまのカットだけで

なく、パートナーの髪をカットするカップルも増えたようです。

《TC470製品概要》
製品名 ： ヘアーカッター
品番 ： TC470
発売日 ： 2018年5月21日
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）

カラー ： (S)シルバー
https://www.tescom-japan.co.jp/journal/7176

TC470製品仕様

本体寸法(mm) H185×W48×D43（コーム無し） 電源 AC100-240V  50/60Hz （充電・交流式）

本体質量 170g（コーム無し） 消費電力 5W

カラー (S)シルバー コードの長さ 1.8m

連続使用時間 30分（満充電時）
付属品 ノーマルコーム・ロングコーム・スキ刈りコーム

オイルボトル・掃除ブラシ・電源アダプター充電時間 8時間

グリルなべ GP9100/GP6100

GP9100/GP6100 製品仕様

本体寸法(mm) H190×W390×D310（深な
べ・フタ装着時）

本体質量
GP9100:4.2kg（付属品含む）
GP6100:2.9kg（付属品含む）

電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 1300Ｗ

温度調節（約） 保温～250℃ コードの長さ 1.8ｍ

なべ容量 3.4L 付属品
GP9100：深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート・フタ・マグ
ネットプラグ付電源コード
GP6100：深なべ・フタ・マグネットプラグ付電源コード

24%

76%

《GP9100/GP6100製品概要》
製品名 ： グリルなべ
発売日 ： 2019年11月1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
品番 ： GP9100
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥9,980（税抜）

カラー ： （H）スタイリッシュグレー

品番 ： GP6100
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥6,980（税抜）

カラー ： （H）カジュアルグレー

GP9100のみに付属する
焼肉に便利な溝つきプレートと
たこ焼きプレート 10%

90%

深なべ+プレートが
2枚ついたタイプ

深なべのみの
タイプ

2019年 2020年

おうち時間需要で焼肉やたこ焼きが楽しめる

複数プレートタイプが伸びています。

＊製品価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

■冬場に重宝されるグリルなべ。今年は夏の売れ行きが好調！

https://www.tescom-japan.co.jp/journal/7176
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おうち時間に低温コンベクションオーブンの
ユーザーがよく作っているもの
●サラダチキン

ジップロック®に入れて簡単に無添加で作れる点も
好評です。

●ジャーキー
お好みのお肉で美味しいオリジナルジャーキーが作れます。
愛犬家の方には、ペットのための無添加ジャーキー作り
などでご愛顧いただいています。

●焼き芋
低温調理ならではの糖化したねっとり具合が最高です。

TSF601製品仕様

本体寸法(mm) H243×W346×D395 本体質量 4.7kg
電源 AC100V 50/60Ｈｚ 消費電力 1200W

付属品
天板、焼き網、あし付き網、
レシピブック

タイマー
低温：5分～12時間 / 高温：30秒～60分
トースト：30秒～15分

コードの長さ 1.2ｍ
温度調節
範囲

20段階
低温：35～70℃（5℃刻み）/80/90 ℃
高温：100/120/140/160/180/190/200/210
220/230 ℃

モード設定
高温/高温+ファン
低温/低温+ファン/トースト

■お菓子づくり・お料理づくり需要が拡大！それに伴い好調なハンドミキサー

ハンドミキサー THM1300/THM273

THM1300/273 製品仕様

本体寸法(mm) H175×W190×D85 ※収納時 本体質量 830g ※収納時：ビーター･ケースを含む。

電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 80W

スピード切換 5段階 コードの長さ 1.6ｍ

定格時間 10分

《TSF601製品概要》
製品名：低温コンベクションオーブン
品番 ：TSF601
発売日：2019年11月22日
販売先：全国の家電量販店・テスコム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 ¥14,800（税抜）

カラー ：(C)コンフォートベージュ

《THM1300/THM273製品概要》
製品名 ： ハンドミキサー
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
品番 ： THM1300
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥3,480（税抜）
カラー ： (S)シルバー

品番 ： THM273
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥2,980（税抜）
カラー ： (W)ホワイト

■12時間の長時間調理が可能なオーブンはおうち時間のじっくり調理需要にも

低温コンベクションオーブン TSF601

＊製品価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

ABC Cooking Studioとの共同開発で生まれた新ビーターで泡立て効率を向上。
少量でも使いやすく、スピーディーな泡立てを可能にしています。
※：当社従来機種THM1200との比較

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

