
 

 

2019年 10月 3日 

報道関係各位 
ティアック株式会社 

 

業務用音響機器ブランド『TASCAM（タスカム）』を展開するティアック株式会社（本社:
東京都多摩市落合 1-47 代表取締役社長：英 裕治、以下ティアック）とサロンシェア NO.1
ドライヤーメーカー*であり、理美容電化製品ならびに小型家電製品の販売をおこなうテス
コム電機株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：楠野 寿也、以下テスコム）は、
Twitterユーザーによる、 【TASCAM（タスカム）】 と【TESCOM（テスコム）】の言い
間違いから Twitter担当者（以下中の人）同士が偶然に出会い。そのわずか３週間後に、
赤ちゃんが泣き止むドライヤーの音による ASMR特番、ニコニコ生放送での共演をいたし
ました。 

 
出会いは Twitterでの【TASCAM】と【TESCOM】の言い間違い 

 
TASCAM レコーダーのご購入を検討頂いているお客
様よりブランド名を TESCOM と誤記されたツイー
トを発見。 
 
 
 

Twitterでの名前の言い間違いから録音機器ブランドの TASCAM
が TESCOMのドライヤーの音を録る奇跡的出会いのニコ生共演。 

SERIES 102i                              SERIES 208i 

*2017 年 6~7 月株式会社ジャパンリサーチコンサルタント調べ 



 

 

TASCAMとTESCOMはよく間違われることもあり、
思わずリプライ。 
驚いたことに TESCOMからもリプライが入り大興
奮の TASCAM中の人。実は TESCOMのヘアカッ
ターを持っていました。 
 
その後 TESCOM中の人から、お友達になりましょ
うという DMが。 
 
さらにドライヤーの音が赤ちゃんを癒す効果があ
るという情報を TESCOM中の人に教えて頂きまし
た。 
 
これは ASMRだ!と不躾ながらニコニコ生放送企業
コラボ配信の依頼をすると TESCOM中の人から快
諾頂きました。 
 
このような流れで、名前を間違えられる企業同士で
出会うに至りました 
 
 
普通は、名前を間違えられていても「よく間違えら
れるんです」と苦笑いする事しかできませんが、勇
気を出すことでお友達から企業コラボ配信に発展。
Twitterすごい。 
 
 
 
 
 

ASMRの流行と赤ちゃんの泣き止むドライヤーのホワイトノイズでニコニコ生放送コラボ
へ 
《出会った当時の背景》 
ティアックでは、人が聴覚や視覚への刺激によって感じる、心地良い、脳がゾワゾワする
といった反応のASMRの動画が流行している背景から、防音マンション｢ミュージション｣
にて、自社のハイレゾレコーダーを使用し、かねてより人気の ASMRにフォーカスし、
様々な ASMR音源の収録方法について紹介するニコニコ生放送を企画しているタイミン
グ。 
一方で、テスコムでは、ホワイトノイズに近いドライヤーの音は母親の体内音に似ている
ため、赤ちゃんが落ち着き、泣き止やんだり、眠りやすい効果が期待できるとのことで企
画を検討していたタイミング。 



 

 

出会いから 7日後（8月 8日） 
ニコニコ生放送での共演が決定 

出会いから 19日後（8月 20日） 
 

出会いから 20日後（８月 21日） 
初めてのご対面 

 
偶然の出会いとタイミングが重なり、出会いの 7日後にはニコニコ生放送にて『【夏休み
ASMR自由研究】TASCAM×TESCOMが防音マンション｢ミュージション｣から生放送(8
月 23日放映)』での共演が決定。  
 
番組では、炭酸水、綿棒、ビニール袋、そろばんなど身近なものでの ASMR収録を体験。
さらに赤ちゃんが泣きやむドライヤーの録音も TASCAMレコーダーとバイノーラル録音
が可能なダミーヘッドマイクでそれぞれ挑戦。 
ドライヤーは、本来毛髪乾燥・整髪以外の用途での使用はできませんが、撮影のため安全
に配慮して収録を実施いたしました。 

 
 
視聴結果 
視聴者数：8,841名（*2019年 8月 30日時点） 
コメント数：1,657コメント（*放映時点） 

 
 
番組への評価 
① とてもよかった 87%  
② まぁまぁよかった 13% 
③ ふつうだった 0% 
④ あまり良くなかった 0% 
⑤ 良くなかった 0% 

 
 
番組をみた人のコメント 
 お腹の中はこんな音なのか 
 なんかなつかしいかんじ 
 このボフッって音は安心感ある 
 眠くなった赤ちゃん、コメントしてｗ 



 

 

 おお肩に風かかった 
 ぞわぞわするー 
 マニアック w 
 もっと業界特化のニッチな番組をやるんだ 
 
ニコ生特番『【夏休み ASMR自由研究】TASCAM×TESCOMが防音マンション｢ミュー
ジション｣から生放送(8月 23日放映)』は現在もご視聴頂けますので是非ごらんくださ
い。 
※番組 URL: https://live2.nicovideo.jp/watch/lv321384357 

 
 
ASMRとは 
人が聴覚や視覚への刺激によって感じる、心地良い、脳がゾワゾワするといった反応・感
覚。直訳すると自律感覚絶頂反応となる。ASMRの感じ方には個人差があるが、様々な種
類の ASMR動画が動画共有サイトに多数投稿されている。 
 
 
赤ちゃんが泣き止むホワイトノイズとは 
ドライヤーの音はホワイトノイズと呼ばれるすべての周波数の音が混ざった音に近いと
いわれています。ホワイトノイズは、赤ちゃんが母親の胎内にいたときに聞いていた音に
似ており、この音を赤ちゃんに聞かせると赤ちゃんが安心し、泣き止んだり眠りにつきや
すくなると言われています。 

 
 
ASMRの収録に防音マンション｢ミュージション｣を使用 
ASMR動画の音声収録の際に使用するマイクが高性能なほど、部屋の外の音や室内の換気
扇、エアコンの音を拾ってしまいます。今回は、24時間、楽器演奏可能な防音マンショ
ンであり、線路沿いながら室外の音も気にならない遮音性の高い防音マンション｢ミュー
ジション｣を撮影会場に使用いたしました。 
｢ミュージション｣が誇る防音性能は周囲の雑音をほぼシャットアウトし、紙をこする音、
炭酸水の音など微細な音声もノイズを拾うことなく収録できました。 

 

【ミュージションひばりが丘北 趣味がみつかる部屋】 

https://findhobby.jp/ 

 

【製品情報】 

TASCAM DR-40X:  https://tascam.jp/jp/product/dr-40x/top 

TASCAM DR-05X: https://tascam.jp/jp/product/dr-05x/top 

https://live2.nicovideo.jp/watch/lv321384357
https://findhobby.jp/
https://tascam.jp/jp/product/dr-40x/top
https://tascam.jp/jp/product/dr-05x/top


 

 

【テスコム電機株式会社について】 
テスコムグループは、1965年の創業以来、半世紀以上にわたり、常にお客様の視点で考
え、寄り添い、キレイを叶えるアイディアを形にしてきました。ビューティー家電や調理
家電など、小型家電を製造販売する中で、プロ向けドライヤーNobby（ノビー）はサロン
シェア 7割(※1)を獲得、また「ミキサー」カテゴリーで 14年連続メーカー販売数量シ
ェア No.1 (※2)を獲得するなど、多くのお客様から⽀持をいただいております。 
※1 2005〜2017年 年間実績(1〜12月)全国の有⼒家電量販店の販売実績を集計する GfK Japan 調べ 
※2 2017年 6月〜7月 株式会社ジャパンリサーチコンサルタント調べ 
https://www.tescom-japan.co.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り⽀持され世界中の放送・録音現場に導入されています。 

その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。 

報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データ、取材などのご用命はこちらまでお願いいたします。 
ティアック株式会社 音響機器事業部 営業統括部 企画部 営業企画課 担当：加茂 
TEL : 042-356-9136  FAX : 042-356-9185 
E-MAIL  : press@teac.co.jp 
 
読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。 
ティアック株式会社  タスカムカスタマーサポート 
〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47 
TEL:0570-000-809（ナビダイヤル） 042-356-9137（携帯電話・PHS・IP電話）  FAX:042-356-9185 
URL : https://tascam.jp/jp 
Twitter : https://twitter.com/TASCAM_jp 
Facebook : https://www.facebook.com/teacprofessional 
Instagram : https://www.instagram.com/tascam_global/ 

https://www.tescom-japan.co.jp/
mailto:press@teac.co.jp
https://tascam.jp/jp
https://twitter.com/TASCAM_jp
https://www.facebook.com/teacprofessional
https://www.instagram.com/tascam_global/
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