
PRESS RELEASE 

2018年 2月吉日 

家族にもっと“あんしん”を 

触れても熱くない「セーフ・トゥ・タッチ 1.0L」新登場！ 
～2杯目も温かい“保温効果”～ 

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）は、2018年 3月、 

沸騰しても外側が熱くならないティファールの電気ケトル「セーフ・トゥ・タッチ 1.0L」を新発売いたします。

必要な分だけすぐにお湯が沸く電気ケトル市場は成長を続けており、ここ 1年で市場の売上は約 5％アップ（※1）し

ています。ティファールの電気ケトルは、抗菌タイプやお湯もれロックタイプ、温度コントロールタイプなど、お客様の

ニーズに合わせてさまざまなタイプを発売してまいりました。おかげさまで、13年連続売上シェア No.1（※
2）、使用者

満足度 99％（※3）と高い評価をいただいております。

新発売の「セーフ・トゥ・タッチ 1.0L」は、「うっかり触っても安心できる」「高齢の両親が簡単に使える」、そんな電気

ケトルが欲しいという声から生まれました。表面はプラスチック製、内部は保温性に優れたステンレス製の二重構造

で、“沸騰しても外側が熱くならない”新しい特長を備えた電気ケトルです。さらに、80℃以上の温度を約 30分間キー

プできる（※4）ので、2杯目も熱いまますぐにお楽しみいただけます。

沸かし直しの必要がない、家計にも環境にもやさしい設計。家族団らんの真ん中で、「セーフ・トゥ・タッチ 1.0L」は

ご家族の誰もが安心して使うことができる電気ケトルです。 

※1）2016年 1～12 月と 2017 年 1～12 月を比較。自社調べ。

※2）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～2017年 12 月 販売実績を基に推計した市場規模データ／GfK Japan 調べ。 

※3）2011年 9 月～2017 年 10 月 弊社アンケート調査より(n=86,510)。 

※4）24℃の室温で 100℃に沸いた 1.0L のお湯を、30 分間 80℃以上に保つ保温効果があります。

N E W !

ホワイト ブラック 



POINT① 二重構造で触れても熱くない＆約 30分間保温！ 

POINT② お手入れも操作もカンタン！ 

POINT③ 大容量の 1.0Lサイズ 

___NEW! 

セーフ・トゥ・タッチ 1.0L

沸騰して、触れても熱くない！ 

プラスチックとステンレスの二重構造。表面はプラスチック製で、お

湯を沸かす部分とは断熱されているため、沸騰しても中の温度が外に

伝わりにくく、外側に触れても安心です。 

■カラー：ホワイト / ブラック

■品番：KO2611JP / KO2618JP

■希望小売価格：8,300 円（税抜）

■サイズ：W 230 ×D 1 60 ×H 220 mm

■重量：1,130g（電源プレートを含む）

■容量：1.0L ■コード長さ：1.3ｍ

■定格消費電力：1,250W  ■電源：100V  /  50 - 60Hz

【カップ 1 杯/140ml】 

沸騰時間約 55秒（※1）、電気代約 0.52 円（※2） 
※1 水温・室温 23℃の条件で、記載量が沸騰するまでの時間。沸騰後しばらくすると自動電源オフ機能が働きます。 

※2 電気代は 1kWh／27 円（税込）で計算。自動電源オフを基準にしています。

2杯目も温かい！ 

内部に保温性に優れたステンレスを使用した二重構造。電気を使わず

に 80℃以上の温度を約 30分間保つことができ、沸かし直す必要がな

いから家計にも環境にもやさしい！ 

* 24℃の室温で 100℃に沸いた 1.0L のお湯の場合。 

つぎ目のない 

ステンレス製内部構造

つぎ目のないステンレス製の内部構造なので、

洗いやすく手軽にお手入れでき、いつでも清潔

に保つことができます。 

ポンっと開閉 

ふたがワンプッシュで開きます。忙しい朝も、

お料理中も、片手で操作がカンタン！ 

たっぷり最大で 7杯分＊！ 

ホットドリンクなら最大 7 杯までお湯を沸かすことができます。

☑その他の機能

自動電源オフだからエコ 

空だき防止機能付き 
＊1 杯 140ｍL で換算。 
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ティファール 電気ケトル ラインナップ（2018年 3月予定）

機能タイプ 製品画像 製品名 
税抜希望 

小売価格 

製品サイズ 

（mm） 

製品重量 

（電源プレート

を含む） 

あんしん 

タイプ 

_NEW!_ 
セーフ・トゥ・タッチ ホワイト 1.0L

8,300円 

W：230 

D：160 

H：220 

1,132g 

セーフ・トゥ・タッチ ブラック 1.0L

ラシュレ エージー・プラス  ロック コーラルレッド  0.8L

8,000円 

W：210 

D：135 

H：210 

900g 

ラシュレ エージー・プラス  ロック インディゴブルー  0.8L

アプレシア エージー・プラス ロック  パールホワイト  0.8L

8,500円 

W：219 

D：185 

H：153 

944g アプレシア エージー・プラス ロック  ルビーレッド  0.8L

アプレシア エージー・プラス ロック  オニキスブラック  0.8L

ジャスティン・プラス ロック ホワイト 1.0L 

7,000円 

W：162 

D：190 

H：220 

1,030g ジャスティン・プラス ロック レッド 1.0L 

ジャスティン・プラス ロック ブラック 1.0L 

温度コントロール 

タイプ 
アプレシア エージー・プラス コントロール オニキスブラック 0.8L

11,500円 

W：160 

D：210 

H：200 

982g 

アプレシア エージー・プラス コントロール パールホワイト 0.8L

軽量シンプル 

タイプ 

ヴィテス ネオ ホワイト 1L 

8,500円 

W：240 

D：180 

H：210 

1,020g ヴィテス ネオ カフェオレ 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 パールホワイト 0.8L

8,000円 

W：215 

D：153 

H：180 

789g 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 カフェオレ 0.8L

8,050円 

W：220 

D：150 

H：180 

750g アプレシア プラス シュガーピンク 0.8L

アプレシア プラス スカイブルー 0.8L 

アプレシア プラス メタリックノワール 0.8L

9,200円 

W：220 

D：150 

H：180 

890g 

アプレシア プラス メタリックルビーレッド 0.8L

ジャスティン プラス スカイブルー 1.2L 

6,560円 

W：221 

D：161 

H：209 

970g 

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 

ジャスティン プラス カカオブラック 1.2L 

ｖ※定格消費電力：1250W 但し、ヴィテスネオのみ 1,450W  ※電源：100V ／50-60Hz 

転倒お湯もれロック 

転倒お湯もれロック 

転倒お湯もれロック 

触れても熱くない 

【CLUB T-fal】 http://www.club.t-fal.co.jp/ 

ティファールの製品情報・毎日の暮らしに役立つレシピが満載！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合が

ございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、

サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報で

す。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご

了承ください。
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