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PRESS RELEASE 

2022年 8月吉日 

 

倒れてもお湯がこぼれにくいティファールの電気ケトルが 

さらに使いやすくなってリニューアル 

「アプレシア・プラス ロック 0.8L」 

「ジャスティン プラス ロック 1.0L」発売！ 
 

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、2022年 9月、 

ティファールから電気ケトル「アプレシア・プラス ロック 0.8L」、「ジャスティン プラス ロック 1.0L」をリニューアル発

売いたします。 

 

倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック」機能がついた人気の「ロック」タイプが 6年ぶりにリニューアル

し、さらに使いやすくなりました。 

 

コンパクトなアプレシアシリーズの「アプレシア・プラス ロック 0.8L」は新設計で使いやすくなりました。従来品（※）

と比較し蒸気量を 50％まで削減した省スチームの他、注ぎ口や目盛り、ハンドル形状も見なおして、さらに快適な使

い心地を実現しました。大容量のジャスティンシリーズの「ジャスティン プラス ロック 1.0L」は、注ぎ口などのカラー

リングを見直し、よりスタイリッシュな外観に。また大きな目盛りを採用することで湯量をひと目で見やすく、ケトル底

面を研磨したウルトラポリッシュを新たに採用し、水あかが付きづらくお手入れが簡単になりました。 

 

その他、湯沸かし中がひと目でわかるパイロットランプ、安心の自動電源オフ機能（沸騰後しばらくすると自動でス

イッチが切れる）、空焚き防止機能は標準装備。カラーは、それぞれホワイト、ブラックからお選びいただけます。 

 

 

 

  

ジャスティン プラス ロック 1.0L 
■品番 ： ホワイト KO4421JP / ブラック KO4428JP 

■参考価格（税込み）＊ ： 7,560円 

■製品サイズ W×D×H ： 約 160 × 215 × 210㎜ 

■製品重量 ： 約 1,090g ■内容量 ： 1.0L  

■コードの長さ ： 約 1.3m 

■定格消費電力 ： 1,250W ■電源 ： 100V 50-60Hz 

 

N E W ! 

※ 「アプレシア・プラス 0.8L」（KO6301JP/KO630AJP/KO6307JP)と比較。 

＊本リリース記載の価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。 

アプレシア・プラス ロック 0.8L 
■品番 ： ホワイト KO5401JP / ブラック KO5408JP 

■参考価格（税込み）＊ ： 8,880円 

■製品サイズ W×D×H ： 約 155 × 220 × 195㎜ 

■製品重量 ： 約 990g ■内容量 ： 0.8L  

■コードの長さ ： 約 1.3m 

■定格消費電力 ： 1,250W ■電源 ： 100V 50-60Hz 
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倒れてもお湯がこぼれにくく安心 

 

給湯ロックボタンが上がっているときは、「転倒お湯もれロック機能」

が働き、倒れてもこぼれにくく安心です。 

※写真は「アプレシア・プラス ロック 0.8L」です。 

※ボタンを押した状態にすると、お湯を注ぐことができます。 

※転倒してもお湯がこぼれ出にくい構造となっておりますが、万一

転倒した場合は、お湯がこぼれ出る場合があります。 

 

 

省スチーム設計（「アプレシア・プラス ロック 0.8L」のみ） 
 

「アプレシア・プラス ロック 0.8L」は、従来品の「アプレシア・プラス 

0.8L」と比較し、蒸気量を約 50%まで削減した省スチーム設計で

す。 

※「アプレシア・プラス 0.8L」（KO6301JP/KO630AJP/KO6307JP)

と比較。 

 

 

 

「ロック・給湯状態」がより分かりやすく 

 

給湯ロックボタンを押すとロックが解除され、注ぎ口からお湯を出

すことができます。ボタン内部のカラーは赤色で「ロック・給湯状態」

が、よりわかりやすくなりました。 

※写真は「アプレシア・プラス ロック 0.8L」です。 

 

 

 

 

 

  

「アプレシア・プラス ロック 0.8L/ジャスティン プラス ロック 1.0L」製品特長 
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リニューアルポイント 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（共通） 

 

■パイロットランプ付き 

湯沸かし中がひと目でわかります。 
 

■自動電源オフ 

お湯が沸くと自動的にスイッチオフする安全設計です。 

 

■空焚き防止機能 

ケトル内部が空、または水が少量の状態でスイッチを入れても、自動的にオフになる空焚き防止機能を搭載

しています。うっかり水を入れずに沸かし始めても、空焚きをする心配がなく安心です。 

 

 

  

●注ぎ口、ボタンのカラーを本体に合わせ、より
スタイリッシュになりました。 

 

●目盛りの文字を従来品より大きくし、湯量がさ
らに見やすくなりました。 

 

●「水あか」が付着しにくいウルトラポリッシュ
底面に改良され、底面を清潔に保ちます。 

●先が細いシャープな注ぎ口に改良され、湯量を
思い通りにコントロール。一気に給湯したい時
も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いの
ままです。 

 

●ハンドルは、握りやすく力の入りやすい形状に
なり、より安定して持つことができるようにな
りました。 

 

●モダンでスタイリッシュなボディ形状になり
ました。 

 

●水量目盛り付き窓を「しずく型」に変更し、よ
り見やすくなりました。 

 

 

ジャスティン プラス ロック 1.0L アプレシア・プラス ロック 0.8L 
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ウォッシャブル 0.8L 

アプレシア・プラス 

ロック 0.8L 

ジャスティン プラス 

ロック 1.0L 

ジャスティン プラス 

コントロール 1.2L 

アプレシア 

コントロール 0.8L テイエール 1.5L 

NEW !  

ティファール 電気ケトル ラインナップ 

＊写真は、各製品の代表的なカラーです。 

＊本リリース記載の価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。 
 

セーフ・トゥ・タッチ 1.0L 

触れても熱くない 

ジャスティン プラス 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         0570-077-772  

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫ 

株式会社博報堂 Gravity ティファール PR 担当：野島・辻    Mail：t-fal@comnet.co.jp 

〒107-0061 東京都港区北青山 2-5-8 青山 OM-SQUARE4F  TEL 070-4505-3325   FAX 03-3405-9730  

【ティファール】  https://www.t-fal.co.jp/ 

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！ 
 

※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。 

アプレシア・プラス 0.8L 

カフェ コントロール 1.0L 

電気ケトル洗浄剤 

■品番：085XA0JP   
■参考価格（税込み）＊：605円   

■正味量：45g（15g×3包） 

ティファールのすべての電気ケトルに使

用できます。 

ディスプレイ コントロール 1.0L 

触れても熱くない 

アプレシア ロック 

コントロール 0.8L 

NEW !  NEW !  

メゾン 1.0L マチネ 1.0L 


