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「Nobby by TESCOM」のブランド史上最もパワフルな風速・風圧を実現

地肌から素早く乾かし、サロン仕上がりの美しい髪に導く

「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 NIB500A」2022年5月20日（金）発売

～同シリーズの軽量モデル「NIB300A」も同時発売～

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：楠野 寿也、以下テスコム） は、サロンシェアNo.1※1のプロ用ブランドNobbyをベースに作られた一般用ブランド

Nobby by TESCOM から、ブランド史上最もパワフルな風速・風圧を実現した「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 NIB500A」、シンプルな操作性と軽量で使いやすい「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 NIB300A」の2機種を、全国の家電量販店・公式オンラインショップなどにて2022年5月20日（金）に発売し

ます。

Nobby by TESCOMは、サロンシェアNo.1※1のプロ用ブランド Nobby をベースに、プロのテクニックを自分で再

現しやすい機能・デザインを採用したヘアケア家電ブランドです。自社調査では、当ブランドの従来品購入者の約

95％が使用感に「満足している」と回答※2し、特に「髪を素早く乾かす」点において高い評価をいただいています。

今回発売する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 NIB500Aは、プロ用のヘアードライヤーと同じ

モーターと遠心ファンを採用し、従来品と比較して速乾27％、風速18％、風圧40％向上※3と、ブランド史上最も

高い風速・風圧を実現しました。プロ仕様のパワフルな速乾力で、地肌から素早く乾かし、サロン仕上げの美しい髪

へと導きます。また、モーター見直しにより、お客様からご要望としていただいた「小型化・軽量化」にもお応えし、従

来品よりも22％軽量化、奥行きは14mmスリム※4になりました。

さらに、髪のツヤの向上のため、温風と冷風を一定間隔で自動切り替えするモードを新たに搭載。髪の温度を適

温に保ちながら、髪に最適な風速・風圧※5で乾かすことで髪のツヤが10％アップ※6します。従来品に引き続き、

髪の静電気を抑制するプロテクトイオンも搭載し、髪の広がりやツヤがないといった髪悩みも解決します。

従来モデルとのサイズ比較

本製品の他、シンプルな操作性と軽量で、快適なヘアードライができるプロ

フェッショナル プロテクトイオン ヘアードライヤー NIB300Aも同時発売します。

2機種にはブランド初のスモーキーグレーを新色として追加。製品選びの選

択肢を増やし、お客様の様々なニーズに対応します。

本製品で、髪を素早く、美しく乾かしたいというニーズに応え、今後もサロン

シェアNo.1※1ドライヤーメーカーとして、みなさまの「キレイ」を支える製品の

開発に努めてまいります。
※1：2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ※2：当社従来品（NIB3001）の購入者アンケートより
※3：当社従来品（NIB3001）との比較/当社測定方法による/ご使用方法や髪質によって個人差があります。 ※4：当社従来品（NIB3001）との比較
※5：当社測定方法による/ご使用方法や髪質によって個人差があります。 ※6：当社測定方法による/NIB500A TURBO HIGH との比較/ご使用方法や髪質によって個人差があります。



《NIB500A 製品特長》

●プロ用ブランドNobbyの最上位モデルをベースに、サロン仕上げのスピードド

ライを実現

プロ用のドライヤーと同じ圧倒的な回転数のブラシレスDCモーターと、テスコムが独自

開発したプロ用シロッコファンを採用。速乾27％、風速18％、風圧40％アップ※3で、ブラ

ンド史上最もパワフルな風圧、風速を実現しました。1300Wのハイパワーで、パワフルな

風に負けない安定した温風を届けて、髪を素早く乾かします。

●ブラシレスDCモーター搭載。軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ

モーターを業務用のブラシレスDCモーターに変更したことで、製品の奥行が14mmスリ

ムに、22％軽量化※4しました。損耗部品が無いため、従来の当社家庭用DCモーターと

比べて50倍の耐久性※7を実現。高耐久、長寿命になりました。

●静電気を抑制するプロテクトイオン搭載。ワンランク上の仕上がりに

プラスとマイナスのイオンを同時に放出。それぞれのイオンが髪に働いて静電気を抑制

し、髪の広がりやゴワつきといった様々な髪悩みを解決します。

●髪のツヤ10%アップ※6！温風冷風の自動切り替えモード搭載

温風と冷風を繰り返しながら、最適な風速※5で乾かすことができる新モードを搭載。髪

のツヤが10%向上※6し、美しい仕上がりに導きます。

●お好みの温度＆風量で乾かせる

3段階の温度切替スイッチ/温冷自動切替スイッチ/風速切替スイッチの3つを搭載。髪

の状態によって、お好みの温度、風量で乾かすことができます。

●プロのブローを再現※8するセットフード付属

両端の出っ張りをブラシピンに引っ掛け、ブラシとフードで髪を挟みこめるセットフードが

付属。安定して髪にテンションをかけることができます。難しいテクニックいらずで、簡単

にプロのブローを再現できます。※8

●置いたまま乾かせる専用スタンド付属。ハンズフリーでヘアードライ可能

●プロ仕様の高性能フィルター採用

プロ用ブランド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。

■プロ仕様のパワフルな速乾力がグレードアップ。
地肌から素早く乾かし、サロン仕上がりの美しい髪へ導く。

NIB500A 製品仕様

本体寸法 H226×W245×D81 mm（本体のみ） 製品質量 620g（本体のみ）

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-TURBO-BOOST」 付属品 セットフード/スタンド

スイッチ② 温度切替スイッチ「HIGH-LOW-COOL」 コードの長さ 1.7m

スイッチ③ 温冷自動切替スイッチ「OFF-ON」 イオン プロテクトイオン

温風温度 120℃(周囲温度30℃の場合 / BOOST-HIGH時） 生産国 日本

《NIB500A 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 ： NIB500A
発売日 ： 2022年5月20日（金）
URL ：https://www.tescom-japan.co.jp/products/nib500a
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 ¥24,200（税込）

※価格を表記する際は「編集部調べ」とご記載ください。

カラー ： -H（スモーキーグレー）／-W（ホワイトアッシュ）／-K（ブラック）

●日本製＆2年保証

長野県松本市の自社工場での生産を行っています。

業務用の高い設計基準で安心の2年保証付きです。

●抗菌剤配合

Press Release

-H/スモーキーグレー -W/ホワイトアッシュ -K/ブラック

風速・風圧比較

重量・サイズ比較

温冷自動切替スイッチ使用によるツヤの違い

セットフード使用イメージ

※3：当社従来品（NIB3001）との比較/当社測定方法による/ご使用方法や髪質によって個人差があります。
※4：当社従来品（NIB3001）との比較
※5：当社測定方法による/ご使用方法や髪質によって個人差があります。
※6：当社測定方法による/NIB500A TURBO HIGH との比較/ご使用方法や髪質によって個人差があります。
※7：継続検証中
※8：セットフードご使用の際は、取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、ご使用ください。



《NIB300A 製品特長》

●プロ仕様の風とプロテクトイオンでサロン仕上げのツヤ髪に

全国の美容室で使用されている Nobbyの最軽量モデルをベース開発したヘアー

ドライヤーで、プロ仕様の風を再現。

●軽量＆シンプルな操作性で使いやすい

従来品から約4%軽量化※9し520gに。プロ用ドライヤーと同じスイッチ構成で、冷風

に切り替えできる「即冷スイッチ」と、強風と弱風の2段階が選択できる「風量切替ス

イッチ」を搭載。ミニマムな機能で、ヘアードライを快適に。

●静電気を抑制するプロテクトイオン搭載。ワンランク上の仕上がりに

プラスとマイナスのイオンを同時に放出。それぞれのイオンが髪に働いて静電気を抑制

し、髪の広がりやゴワつきといった様々な髪悩みを解決します。

●仕上げに便利な即冷スイッチ採用
即冷スイッチは押している間冷風に変わり、さらに押し上げるとスイッチがロックされ、冷

風状態を保つことができます。

●「セットフード」で風を集中させ、より手軽にブロー
フード先端を絞ったフードのため風を集中させ、ヘアーセットの際により手軽にブローす

ることができます。

●取り外してお手入れできるインレットフィルター

フィルターは取り外せて洗え、いつでも清潔に使えます。交換用フィルター 2 枚も付属

しています。

●日本製＆2年保証

長野県松本市の自社工場での生産を行っています。業務用の高い設計基準で安心の

2年保証付きです。

●抗菌剤配合

■軽量※9で使いやすく、サロンの仕上がりを再現。

※9：当社従来品（NIB2600）との比較

NIB300A 製品仕様

本体寸法 H223×W237×D87 mm（本体のみ） 製品質量 520g（本体のみ）

電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 １2００Ｗ（DRY-温風）

スイッチ① 風量切替スイッチ「OFF-SET-DRY」 付属品 セットフード/交換用フィルター（2枚）

スイッチ② 即冷スイッチ「OFF-ON」 コードの長さ 1.7m

温風温度 120℃(周囲温度30℃の場合 / DRY時） イオン プロテクトイオン

生産国 日本

《NIB300A 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 ： NIB300A
発売日 ： 2022年5月20日（金）
URL ： https://www.tescom-japan.co.jp/products/nib300a
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 ¥11,000（税込）

※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（スモーキーグレー）／-W（ホワイトアッシュ）／-K（ブラック）

Press Release

-H/スモーキーグレー -W/ホワイトアッシュ -K/ブラック

スイッチ構成イメージ

プロテクトイオンによる仕上がりイメージ

フィルターイメージ



■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。

Press Release

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 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/

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 楠野 寿也

事業内容： 美容家電や調理家電などの販売

■デビュー記念！パワフル速乾キャンペーン
キャンペーン概要 ： 対象商品をご購入いただき、お申込みしていただいた方全員に

3,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施いたします。

対象購入期間 ： 2022年5月20日(金)～2022年8月21日(日)

■サロンシェアNo.1※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

テスコムは50年以上にわたり、美容室でお使いいただくプロ用ブランドNobby

の開発・製造・販売を行っております。発売以来、プロフェッショナル向けブラン

ドとして常に美容の現場とともに歩んだ結果、サロンシェアNo.1※1を獲得。理美

容師にとって最も使いやすいヘアードライヤーとして評価いただき、今もなお日

本国内の美容室で最も使われているプロ用ブランドであり続けています。

そのNobbyをベースに、生活者の方がいかにプロのテクニックを再現できる

かに注力して開発を続け、3年の歳月をかけて2017年11月に一般向けブランド

Nobby by TESCOMが誕生しました。Nobby by TESCOMは “プロ用”ではなく、

誰でも簡単に“プロ同様”に仕上げるためのヘアケア製品をそろえた当社のフ

ラッグシップブランドです。当ブランドのヘアードライヤー購入者の約95％が「満

足している」※2と回答しています。

この度新しくなった Nobby by TESCOM のヘアードライヤーのデザインやカラーには、「好きなものを固定概念に

とらわれずに自由に選択できるように」という新たなブランドメッセージが込められています。

このメッセージに賛同くださった、トランスジェンダーの当事者としてGSM(Gender and Sexual Minority)に関する

発信を行うサリー楓さんを、新たなブランドメッセージを伝えるための新プロモーションビジュアルに起用いたしまし

た。Nobby by TESCOMのヘアードライヤーが、何にもとらわれない自分らしいスタイリングを実現するための製品と

して、様々な方にお使いいただけるブランドを目指してまいります。

ブランドサイトURL  ：https://www.tescom-japan.co.jp/brand/nbt/

サロンシェアNo.1※1ブランド Nobby

対象商品 ： Nobby by TESCOM

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 NIB500A

対象店舗 ： 対象店舗の詳細は下記キャンペーンページURLよりご確認ください。

キャンペーンページURL： https://www.nobbybytescom-campaign.com

※1：2022年2-3月 株式会社セイファート調べ
※2：当社従来品（NIB3001）の購入者アンケートより

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

