PRESS RELEASE
2016年 2月吉日
11年連続売上シェアNo.1！ 累計出荷台数1,500 万台突破！

ティファールの電気ケトルに
話題の「Ag+（銀イオン）抗菌」と「転倒流水防止」機能付き
＜ ラシュレ エージー・プラス ロック 0.8L ＞ が新登場！

インディゴブルー

コーラルレッド

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都品川区／代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）は、
2016年3月、「Ag＋（銀イオン）抗菌」と「転倒流水防止」の2つの機能を備えたこれまでにない電気ケト
ル、ティファール＜ ラシュレ エージー・プラス ロック 0.8L＞を発売いたします。
発売以来多くのお客様にご愛用いただき、11年連続売上シェアNo.1（※1）、使用者満足度99％ （※2）
の評価をいただいている人気商品です。機能やライフスタイルによって充実のラインナップから選べるティ
ファールの電気ケトルに、新機能＆新色の＜ ラシュレ エージー・プラス ロック 0.8L＞が加わります。
（※1）2005～2015年「電気ケトル」メーカー別

販売数量・販売金額シェア。2005年1月～2010年12月全国有力家電量販店の販売実績／GfK Japan調べ。2011

年1月～2015年12月販売実績を基に推計した国内市場規模データ／GfK Japan調べ。（※2）2011年9月～2015年3月弊社アンケート調査より（n=51,520）。

人気急上昇中＆話題の 「抗菌タイプ」

倒れても湯こぼれしにくい

毎日使うものだから、気になる細菌によるニオイや着色を防

「転倒流水防止」 機能

ぐ「Ag（銀イオン）抗菌」機能を搭載しました。

「給湯ロック」付きで、

「抗菌」は近年の電気ケトルのトレンドです。2013年9月発

倒れてもこぼれにくい設計です。

売のティファール電気ケトル＜ アプレシア ウルトラクリー
ン ネオ＞も順調に売り上げを伸ばし、2015年夏にはマーケ
ット第3位を獲得しました（2015年8月／GfK拡大推計値）。

必要な分だけすぐに沸く
“清潔” をとことん追求

カップ1杯（140mL）が約59秒でスピーディに沸きます。

●底面に水垢が付着しにくい「ウルトラポリッシュ底面」
●ほこりが入りにくい「ほこりよけ形状の注ぎ口」

使いやすい気配りがいろいろ

●お手入れしやすい「広い間口」

●湯量を確認しやすい「目盛付き窓」
● 360度、どの角度からもポットを台座にセット可能
●お湯が沸くと自動で電源OFF
● 空だき防止機能
● コードレス（本体）

ウルトラポリッシュ底面

ほこりよけ形状の注ぎ口

広い間口
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ティファール 電気ケトル ラインナップ（2016年2月現在）
NEW
ラシュレ エージー・プラス ロック 0.8L
■カラー

コーラルレッド / インディゴブルー

■重量

915g（電源プレートを含む）

■品番

KO4205JP / KO4204JP

■容量

0.8L

■メーカー希望小売価格
■サイズ

製品画像

8,000 円（税抜）

210 × 135 × 210mm

税抜希望
小売価格

製品名

■電気代 0.55 円（カップ1 杯・140ml）
■ 定格消費電力 1250W / 電源100V / 50/60Hz

製品サイズ

製品重量

（mm）

（電源プレートを含む）

定格消費電力

ノヴェア ホワイト 0.5L
10,000円

W：210
D：135
H：190

977g

1250W
電源100V
50/60Hz

8,500円

W：240
D：180
H：210

1,020g

1450W
電源100V
50/60Hz

8,000円

W：215
D：153
H：180

789g

1250W
電源100V
50/60Hz

9,200円

W：220
D：150
H：180

890g

1250W
電源100V
50/60Hz

W：220
D：150
H：180

750g

1250W
電源100V
50/60Hz

W：221
D：161
H：209

970g

1250W
電源100V
50/60Hz

ノヴェア ブラック 0.5L
ヴィテス ネオ ホワイト 1L
ヴィテス ネオ カフェオレ 1L
ヴィテス ネオ スカイブルー 1L
ヴィテス ネオ ミモザ 1L
アプレシア ウルトラクリーン ネオ スカイブルー 0.8L
アプレシア ウルトラクリーン ネオ マットグレイ 0.8L
アプレシア ウルトラクリーン ネオ パールホワイト 0.8L
アプレシア ウルトラクリーン ネオ ルビーレッド 0.8L
アプレシア ウルトラクリーン ネオ オニキスブラック 0.8L
アプレシア プラス メタリックシャンパンゴールド 0.8L
アプレシア プラス メタリックホワイト 0.8L
アプレシア プラス メタリックルビーレッド 0.8L
アプレシア プラス メタリックノアール 0.8L
アプレシア プラス カフェオレ 0.8L
アプレシア プラス ミモザ 0.8L
アプレシア プラス シュガーピンク 0.8L

8,050円

アプレシア プラス スカイブルー 0.8L
アプレシア プラス リーフグリーン 0.8L
ジャスティン プラス スカイブルー 1.2L
ジャスティン プラス サーブル 1.2L
ジャスティン プラス ホワイト 1.2L
ジャスティン プラス シュガーピンク 1.2L

6,560円

ジャスティン プラス ミモザ 1.2L
ジャスティン プラス カカオブラック 1.2L

読者の方のお問い合わせ
株式会社グループセブ ジャパン ティファールお客様相談センター
ナビダイアル 0570-077772
〒141-0022 東京都品川区東五反田3-14-13 高輪ミューズビル
マスコミの方のお問い合わせ先
ティファールPR担当/t-fal@comnet.co.jp

