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おしゃれを楽しむ若年層向けビューティケアブランド
elims meが「2021年度グッドデザイン賞」を受賞

おしゃれを楽しむ気持ちを妨げないこだわりのユーザビリティ

美容家電や調理家電を中心に小型家電製品の販売をする株式会社テスコム（本社：東京都品川区 代表取締役社
長：楠野 寿也） は、価値観を押し付けず、自分らしい自由なおしゃれを楽しむ女の子を肯定するビューティケアブラン
ドelims meで「2021年度グッドデザイン賞」を受賞いたしました。受賞商品はヘアーアイロンやネイルケア商品など計10
商品です。

＜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＞

株式会社テスコム

広告宣伝PRグループ PR担当：森下/末

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル

TEL:  03-4531-3932 Fax:  03-5719-2087

Mail:  prteam@tescom-japan.co.jp 

各種お問い合わせ先

＊ 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。

■受賞商品について
価値観を押し付けず、自分らしい自由なおしゃれを楽しむ女の子を肯定するビューティケアシリーズ。
ヘアスタイリングをするヘアーアイロンと、眉毛やまつ毛、ネイルなどのケアを通じておしゃれを楽しむアイテムを揃えた
ラインナップです。

【受賞対象の詳細】
多様性が尊重される社会になり、おしゃれの価値観が「モテ」「愛され」と言った他者評価ではなく、「自身のモチベー
ションを上げる」自分軸のものに変化しています。固定概念に捉われず、自由におしゃれにチャレンジをして、新しい自
分と出会って、自分をもっと好きになって欲しい。という想いから企画開発がスタートしました。 これまで、髪質やテク
ニックによって、作るスタイルがワンパターンになってしまったり、自身のなりたいスタイルが思うように作れなかったりと、
ユーザーのおしゃれをしたい意欲をツールが妨げてしまうことがありました。コンプレックスもチャームポイントも含めた個
性を肯定し、服を着替えるように、髪も、爪も、毛も、ファッションの一つとして、その日の気分に合わせて変えておしゃ
れを楽しんでいただける、そんなビューティケアシリーズを目指しました。

【デザインのポイント】
1.おしゃれのモチベーションを上げるエモーショナルな表現（キラキラ、ぷっくり、透明感など）
2.おしゃれのモチベーションを下げる原因となる使いにくさを取り除き、女性の手にフィットするユーザビリティ
3.シリーズ全体で統一感のある世界観の表現によって、ブランドによるコミュニケーションを確立



Press information

【受賞対象商品】

製品名 ： マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン
品番 ： TW552A（26mm径）/TW553A （32mm径）
カラー ： (-P)メルティピンク/（-W）ラテホワイト
価格 ： オープン 市場想定価格：¥4,950(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・カールもストレートも気分に合わせて楽しめる2WAYタイプ
テスコムだけのワンタッチ切替方式

・仕上がりに差がつく「スチーム機能」でしっかりクセづけ
・髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減
・両面ダブルヒーターで素早い立ち上がりを実現！高速ヒート約25秒※1

・ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか
・90℃～200℃、23段階の細かな温度調節

発売日 ： 2021年9月1日（水） ※小物5種は10月1日（金）発売
販売先 ： 全国の家電量販店・公式オンラインショップなど
ブランドページURL ： https://www.tescom-japan.co.jp/brand/elims/

おしゃれがもっと楽しくなる、
多彩なアレンジの2WAYアイロン

TW552A/TW553A 製品仕様

本体寸法
(mm)

TW552A : H70×W330×D35
TW553A : H73×W330×D35

本体質量
TW552A : 375g 
TW553A : 415g

電源 AC100-240V

消費電力 0-1200W 立ち上がり時間 約25秒（最高温度設定時100℃到達時間）
スイッチ

①電源スイッチ：ON-OFF
②温度調節スイッチ：▲-▼
③カール・ストレート切替ボタン温度幅 90～200℃（23段階、5℃刻み） コードの長さ 1.7 m （コードバンド付き）

■審査委員の評価コメント
メイクやヘアアレンジを通して美容に興味を持ち始める若いターゲットにダイレクトに提案するビューティケア製品。
柔らかな印象のブラウンとピンクを基調としたどこか懐かしさを感じさせるカラースキームの他、ヘアケアからネイル
ケア、シェーバーまで多種多様な用途を包括したシリーズ展開は、初めてビューティケア製品を選ぶという体験の中
で何よりも安心が得られることが想像できた。長年に渡りサロン向けの製品群を開発してきた企業として、トレンドを
気軽に楽しめるよう各アイテムの従来品からユーザビリティを細かく丁寧に向上させている点に好感が持てる。

【経緯とその成果】
切れ味の悪い包丁で食材を切るとストレスが溜まり料理のモチベーションが下がるように、おしゃれも同様、自分がなり
たいイメージがあったとしてもツールが使いにくくストレスとなると、せっかくのおしゃれをしたい意欲が下がってしまいま
す。そのようなことが無いように、女性の手でも持ちやすく操作しやすいレバーやスイッチの位置、サイズ感や重量を追
求し、使用中のストレスを排除しました。 また、1つのアイテムで自由な表現を自由に楽しめるよう、作るスタイリングを
変えるワンタッチ切替ボタンやアタッチメント、クセづけのニュアンスを変える幅広い温度設定やスチーム機能を搭載し
ました。

＊製品の画像はイメージです。 ※1：最高温度設定時100℃到達時間



製品名 ： マイナスイオン ヘアーアイロン
品番 ： TS550A
カラー ： (-P)メルティピンク/（-K）セサミブラック
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥5,390(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・髪の流れに沿って傾く3D「ぴたっと」プレート
・カールやウェーブがつくりやすいアレンジヘッド
・スタイリングウォーターでケアしながら使えるWet&Dry機能
・髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減
・上下ダブルヒーターで素早い立ち上がりを実現！高速ヒート約25秒※1

・ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか
・80℃～200℃、25段階の細かな温度調節

ストレートヘアーも細かなニュアンスも
おしゃれの幅が広がるストレートアイロン

TS550A 製品仕様

本体寸法(mm) H71×W300×D35 本体質量 345g 電源 AC100-240V

消費電力 0-900W 立ち上がり時間 約25秒（最高温度設定時100℃到達時間）
スイッチ

①電源スイッチ：ON-OFF
②温度調節スイッチ：▲-▼
③開閉ロック:OPEN-LOCK温度幅 80～200℃（25段階、5℃刻み） コードの長さ 1.7 m （クイックコードバンド付き）

製品名 ： マイナスイオン2WAYブラシヘアーアイロン
品番 ： TB552A （26mm径） /TB553A（32mm径）
カラー ： (-P)メルティピンク
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥5,390(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・カールもストレートも気分に合わせて楽しめる2WAYタイプ
・アイロン初心者でも使いやすいブラシタイプ
・クリップ付きで毛先までしっかりキャッチ
・髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減
・両面ダブルヒーターで高速ヒート約60秒※1を実現
・ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか
・140℃～200℃、4段階の温度調節

アイロン初心者でも簡単にアレンジを
楽しめる２WAYタイプのブラシアイロン

TB552A/TB553A 製品仕様

本体寸法
(mm)

TB552A : H65×W308×D46
TB553A : H69×W308×D53 本体質量

TB552A : 350g 
TB553A : 400g

電源 AC100-240V

消費電力 0-600W 立ち上がり時間 約60秒（最高温度設定時100℃到達時間）
スイッチ

①電源スイッチ：ON-OFF
②温度調節スイッチ：▲-▼
③カール・ストレート切替ボタン温度幅 140～200℃（4段階、20℃刻み） コードの長さ 1.7 m （コードバンド付き）

製品名 ： マイナスイオンスチームカールアイロン
品番 ： TM452A （26mm径）/TM453A（32mm径）
カラー ： (-P)メルティピンク
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥4,290(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・仕上がりに差がつく「スチーム機能」でしっかりクセづけ
・髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減
・先端から後端まで均一に温まるバレルで仕上がりキレイ
・素早い立ち上がりを実現！高速ヒート約40秒※1

・ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか
・100℃～200℃、6段階の温度調節

＊製品の画像はイメージです。 ※1：最高温度設定時100℃到達時間

カールしにくい髪もスチームでクセづけ、
もっと巻きやすい

TM452A/TW453A 製品仕様

本体寸法
(mm)

TM452A : H76×W336×D33
TM453A : H82×W336×D38

本体質量
TM452A : 340g 
TM453A : 370g

電源 AC100-240V

消費電力 0-1000W 立ち上がり時間 約40秒（最高温度設定時100℃到達時間）
スイッチ

①電源スイッチ：ON-OFF
②温度調節スイッチ：▲-▼

温度幅 100～200℃（6段階、20℃刻み） コードの長さ 1.7 m （コードバンド付き）



製品名 ： ネイルケア
品番 ： TK250A
カラー ： (-P)メルティピンク
価格 ： オープン 市場想定価格 ：¥2,200(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・初めてでも安心のネイルケア
・2段階のスピード切替（HIGH/LOW）
・爪の形を自分好みにデザインできる「形づくりアタッチメント」
・電源OFFで甘皮をやさしく押し上げ「甘皮ケアアタッチメント」
・爪の表面のスジや凹凸をなめらかに仕上げる「表面整えアタッチメント」

製品名 ： フェイスシェーバー
品番 ： TK251A
カラー ： (-P)メルティピンク
価格 ： オープン 市場想定価格 ：¥2,200(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・メイクの上から使用OK！使い分けできるフェイス用刃とノーズ用刃
・まゆの長さを1mmずつ調整できる、6段階の調整機能（2wayコーム・高さ調整側）
・まゆ周りの細かいカットに便利なカバー付き（2wayコーム・ポイント調整側）
・女性の鼻に合わせた直径6mmのスリムなノーズ刃
・2wayまゆコームと刃2種は水洗いOK！※2

顔まわりの毛の日常的なトータルケアに

ベースケアでカラーの映えるきれいな爪に

TK250A 製品仕様

本体寸法(mm) H159×W22×D23(キャップ装着時) 本体質量 44g(形づくりアタッチメント/キャップ装着時)

電源 乾電池式(別売) 単3形アルカリ乾電池(LR6)1本 スイッチ OFF-LOW-HIGH 

付属品 キャップ

TK251A 製品仕様

本体寸法(mm) H162×W19×D21(キャップ装着時) 本体質量 28g(キャップ＆フェイス用刃装着時)

電源 乾電池式(別売) 単4形アルカリ乾電池(LR03)1本 スイッチ ON-OFF

付属品 キャップ/フェイス用刃/ノーズ用刃/2wayまゆコーム/掃除用ブラシ

製品名 ： マイナスイオンストレートブラシアイロン
品番 ： TB550A
カラー ： (-K)セサミブラック
価格 ： オープン 市場想定価格 ¥5,390(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・幅60mmのワイドブラシで簡単＆時短ストレート
・全267本のピンとこだわりのピン配列でくし通りとキャッチ力を両立
・40本のシリコンピンでほどよいテンションをかけてしっかり髪をキャッチ
・髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減
・素早い立ち上がりを実現！高速ヒート約40秒※1

・ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか
・140～200℃、4段階の温度調節

ワイドなブラシとシリコンピンで頑固なうねりも
とかすだけで簡単＆時短ストレート

TB550A 製品仕様

本体寸法(mm) H50×W275×D60 本体質量 360g 電源 AC100-240V

消費電力 0-1200W 立ち上がり時間 約40秒（最高温度設定時100℃到達時間）
スイッチ

①電源スイッチ：ON-OFF
②温度調節スイッチ：▲-▼

温度幅 140～200℃（4段階、20℃刻み） コードの長さ 1.7 m （クイックコードバンド付き）

＊製品の画像はイメージです。※1：最高温度設定時100℃到達時間
※2：お湯は45℃以下 ※3：JISC9614 7.20 防浸性試験(器体の最上面が水面下5cm、水中に24時間放置)



TK352A 製品仕様

本体寸法(mm) H162×W19×D21(キャップ装着時) 本体質量 42g(フェイス用刃＆キャップ装着時)

電源 コードレス USB充電 スイッチ ON-OFF

付属品 キャップ/フェイス用刃/まゆカバー/充電専用ケーブル/掃除用ブラシ

TK351A 製品仕様

本体寸法(mm) H120×W28×D29(ロータリー刃キャップ装着時) 本体質量 52g(ロータリー刃・ロータリー刃キャップ装着時)

電源 乾電池式(別売) 単3形アルカリ乾電池(LR6)1本 スイッチ ON-OFF

付属品 ロータリー刃/ロータリー刃用キャップ/うぶ毛用刃/うぶ毛刃用キャップ/T字刃/トリムコーム/ポーチ/オイル(3.5mL)/掃除用ブラシ

製品名 ： フェイス＆ボディシェーバー
品番 ： TK351A
カラー ： (-P)メルティピンク
価格 ： オープン 市場想定価格 ：¥3,300(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・部位によって使い分けできるフェイス＆ボディシェーバー
・細い毛も逃さずしっかりカットする「うぶ毛刃」
・立体的な部位に当てやすい「T字刃」
・お肌に優しく仕上げに最適な「ロータリー刃」
・デリケートゾーンのお手入れも安心のトリムコーム付き
・アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付き
・お風呂で使える防水設計※2 ※3

製品名 ： USB充電式フェイスシェーバー
品番 ： TK352A
カラー ： (-P)メルティピンク
価格 ： オープン 市場想定価格 ：¥2,970(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・メイクの上から使用OK！サッと使えるフェイス用刃
・Type-CのUSB充電仕様でモバイルバッテリーにも対応
・まゆ周りの細かいカットに便利なカバー付き
・部位に沿って使える角度調整機能付き（0°/20°）
・まゆカバーと刃は水洗いOK！※2

＊製品の画像はイメージです。
※2：お湯は45℃以下 ※3：JISC9614 7.20 防浸性試験(器体の最上面が水面下5cm、水中に24時間放置)

お出かけ先でのちょこっとケアに
持ち運びに便利なUSB充電式フェイスシェーバー

3種の刃のマルチシェーバー
使い分けで仕上がりきれい

製品名 ： USB充電式ホットビューラー
品番 ： TK350A
カラー ： (-P)メルティピンク
価格 ： オープン 市場想定価格 ：¥2,970(税込)

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

《製品特長》
・アイメイクの仕上げやお出かけ先でのお直しに便利なホットビューラー
・Type-CのUSB充電仕様でモバイルバッテリーにも対応
・仕上がり選べる２段階温度設定（HIGH/LOW）
・メイクに合わせて使い分けできる2種のコーム
・目の形に合わせて使える角度調整機能付き（0°/20°）
・コームの水洗いOK！※2

アイメイクの仕上げやお出かけ先でのお直しに
持ち運びに便利なUSB充電式ホットビューラー

TK350A 製品仕様

本体寸法(mm) H160×W19×D21(キャップ装着時) 本体質量 34g(コーム・キャップ装着時)

電源 コードレス USB充電 スイッチ OFF-LOW-HIGH

付属品 キャップ/充電専用ケーブル



■テスコムについて

テスコムは、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」をコンセプトに開発・製造・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

株式会社テスコム

所在地：東京都品川区西五反田7-20-9 
KDX西五反田ビル6階

資本金： 30,000千円

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販売

■elims meに関する情報は以下よりご覧いただけます。

プレスリリース：https://www.tescom-japan.co.jp/news/13743
ブランドページ：https://www.tescom-japan.co.jp/brand/elims/
公式Instagram：https://www.instagram.com/tescom_elims/

https://www.tescom-japan.co.jp/
https://www.tescom-japan.co.jp/news/13743
https://www.tescom-japan.co.jp/brand/elims/
https://www.instagram.com/tescom_elims/
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