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2019年8月23日

テスコム電機株式会社

美容家電や調理家電などの開発及び製造を行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） は、ロングセラーの「毛玉クリーナー」を新シリーズ「毛だまトレタ」へリニューアルし、シリーズ5機種を2019年9

月22日（日）に発売します。

各種お問い合わせ先

＜掲載時のクレジット及び読者の方＞

テスコム 03-5719-2094
URL: https://www.tescom-japan.co.jp/

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7
テスコム五反田ビル

＜本リリースについて・製品の詳細 お貸し出し等＞

テスコム電機株式会社
商品戦略部ブランド推進課 PR担当：末／森下

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7 テスコム五反田ビル
TEL:  03-5719-2094 Fax:  03-5719-2086 Mail:  tescom_pr@tescom-japan.co.jp

顧客満足度92％！
1987年発売のロングセラーシリーズ「毛玉クリーナー」

新シリーズ「毛だまトレタ」へリニューアル
シリーズ5機種を2019年9月22日（日）に発売

■ 販売開始から32年のロングセラー！
当社が毛玉クリーナーを作り始めたのは、1987年。たくさんのお客様に、冬の必需品として愛用

され続け、32年のロングセラー商品となりました。今回、中でも人気の「毛玉クリーナーKD778 H」
を、これまでいただいたお客様のお声を参考に、より満足して使っていただけるよう、リニューアル
いたしました。
お客様の「キレイをつくる」を目指す当社は、これまでも、これからもお客様に寄り添い、挑戦し続

けます。

※ 製品の画像はイメージです。
実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。

1987年発売
ヒット商品「毛玉110番」

●リニューアルポイント
①新たなシリーズ名称「毛だまトレタ」へ
②特徴や使用シーンがより分かりやすいパッケージへ
③インテリアになじみやすいシンプルな本体デザインへ
④直径52mmの大型刃を日本製に切り替え※

■顧客満足度92％！※当社製品購入者アンケート結果

＜お客様の声 抜粋＞
○軽くてコンパクト、洗練されたスマートな形状、持ちやすく使いやすい！
○毛玉がみるみる取れて気持ちがいい！ 大満足の使い心地です。
○新しくなった様な服を着られるのでうれしかったです！
○カッターの切れ味抜群、今まで使っていたものの半分の時間でできて、 楽しくなりました。
○意外にTシャツや薄手のものの毛玉が気になっていました。
○今まで毛玉が気になり、捨ててしまった服もあり、こんなにいいものが あったなんてと後悔
しています。
※個人の感想です。

2010年発売ヒット商品
「毛玉クリーナーKD778」

※KD901・KD788・KD501の大型刃のみ

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


①デリケートなモヘアやタイツ、インテリアにも。3つのこだわりアタッチメント

製品名 ： 毛玉クリーナー

品番 ： KD901

発売日 ： 2019年9月22日（日）

販売先 ： 全国の家電量販店など

価格 ： オープン 市場想定価格 ¥3,980（税抜）
※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 ： （W）ホワイト

《製品特徴》

●細やか仕上げ 5段階風合いガード
生地に応じて仕上がりを0.5mm∼2.5mmの5段階に調整可能
細やかに設定できるから、思い通りの仕上がりに

●タイツの毛玉も着たままキレイ！※1 デリケートガード
30デニール以上のタイツや薄手ニットなど、
着たままでデリケートな生地の毛玉をやさしくカット

●ソファの毛玉も立ち起こしてカット。ブラシヘッドアタッチメント
カーペットなどの擦れてこびりついた毛玉も、立ち上げながらカット

●充電・交流 両用の2WAY
充電式で、コードレスでどこでも使える
交流式で、充電を気にせずパワフルに

●海外OK！※2 マルチボルテージ AC100-240V

●直径52mmの日本製大型刃で一気に毛玉をカット！

●ダストボックス 静電気防止剤配合

Press information
製品概要

※ 製品の画像はイメージです。実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。

製品仕様

本体寸法(mm) H104×W59×D170 本体質量 185g

電源 AC100V-240V 50/60Hz 消費電力 5W ※交流使用時

定格時間 30分 スイッチ 電源SW 「ON-OFF」

充電時間 8時間 コードの長さ 1.8ｍ（電源アダプター）

付属品 掃除用ブラシ/電源アダプター/5段階風合いガード/デリケートガード / ブラシヘッドアタッチメント

0.51.5 1.02.5 2.0

毛足の長さに合わせた設定で
思い通りの仕上がりに！

ソファ

タイツ
（30デニール以上）

モヘア アランニット

ニット トレーナー ジャージ

タイツからソファまで、これ1台で家中キレイ！

デリケートガード

ブラシヘッドアタッチメント

5段階風合いガード

タイツや薄手ニット等の
デリケートな生地に

モヘアもOK！
残したい毛足の長さを

調節できます

ソファやカーペットに
こびりついた毛玉に！

豚毛100%使用

3つのこだわりアタッチメント

大型刃で一気に毛玉をカット！

※1 デリケートガード使用時
※2 国によって電圧やプラグ形状が異なります。ご使用の際は取扱説明書内「電圧とブラグ一覧」にてご確認ください。

※ 製品の定格・仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

直径
52mm

※生地によっては使用できないものがありますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



Press information
製品概要

※ 製品の画像はイメージです。実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。

②ニットや大きいソファにも。パワーを落とさずカット。

製品名 ： 毛玉クリーナー

品番 ： KD788

発売日 ： 2019年9月22日（日）

販売先 ： 全国の家電量販店など

価格 ： オープン 市場想定価格 ¥2,980（税抜）
※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 ： （W）ホワイト

《製品特徴》

●パワーを気にせずに使える交流式

1.8mのロングコードでインテリアにもパワフルに使える！

●風合いふんわり残せる風合いガード

高・中・低の3段階設定で、セーターのふんわりした風合いも守ってカット

●海外OK！※1 マルチボルテージ AC100-240V

●直径52mmの日本製大型刃で一気に毛玉をカット！

●ダストボックス 静電気防止剤配合

製品仕様

本体寸法(mm) H104×W59×D170 本体質量 160g

電源 AC100V-240V 50/60Hz 消費電力 4W

定格時間 30分 スイッチ 電源SW 「ON-OFF」

コードの長さ 1.8ｍ（電源アダプター） 付属品 掃除用ブラシ/電源アダプター/ 風合いガード

ソファ アランニット

ニット

ニットや大きいソファも
交流式でパワフルにキレイ！

トレーナー ジャージ

便利なアタッチメント付き

3段階風合いガード

お好みに合わせて
残したい毛足の長さを調節！

交流式でパワフルに！

使用できる生地

高
・極太の毛糸で編まれたセーター
・ざっくりとした手編み風のセーター

中
・並太の毛糸で編まれたセーター
・毛足があまり長くないセーター

低
・サマーセーター

・毛足の短いセーター

なし
・くつ下

・ジャージやトレーナー

大型刃で一気に毛玉をカット！

※1 国によって電圧やプラグ形状が異なります。ご使用の際は取扱説明書内「電圧とブラグ一覧」にてご確認ください。
※ 製品の定格・仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

直径
52mm

※生地によっては使用できないものがありますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



③タイツやニットの毛玉に気づいたときに。

製品名 ： 毛玉クリーナー

品番 ： KD601

発売日 ： 2019年9月22日（日）

販売先 ： 全国の家電量販店など

価格 ： オープン 市場想定価格 ¥1,980（税抜）
※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 ： （W）ホワイト

《製品特徴》

●タイツの毛玉も着たままキレイ！※1 デリケートガード

従来出来なかった、30デニール以上のタイツや薄手ニットなど、

着たままでデリケートな生地の毛玉をやさしくカット

●お出かけ前に、着たまま毛玉カット。おでかけカットリング

セーターを着た後でも、毛玉を着たままカットできます

●気づいたときにさっと使いやすいスティック形状

女性の手にも馴染みやすく小回りが利きます

置いたままでもインテリアに馴染む自立式

●ピンポイントで使いやすい直径30mm刃

●キャップ装着時は電源が入らない安全設計

●ダストボックス 静電気防止剤配合

Press information
製品概要

※ 製品の画像はイメージです。実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。

製品仕様

本体寸法(mm) H152×W46×D48（キャップ装着時） 本体質量 115g

電源 DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本（別売） スイッチ 電源SW 「ON-OFF」

付属品 デリケートガード / おでかけカットリング/掃除用ブラシ/キャップ

デリケートガード

タイツや薄手ニット等の
デリケートな生地に

便利なアタッチメント付き

おでかけカットリング

お出かけ前に
着たままさっと毛玉をカット

お出かけ前に、気づいたときに、さっとキレイ！

女性の手にも馴染みやすい
スティック形状

タイツ
（30デニール以上）

アランニット ニット

トレーナー ジャージ

袖口や首周りなどの毛玉に
ピンポイントで使いやすい！

※1 デリケートガード使用時

※ 製品の定格・仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

直径

30mm

※生地によっては使用できないものがありますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



Press information
製品概要

※ 製品の画像はイメージです。実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。

④毎日着たい、ニットやトレーナーに。

製品名 ： 毛玉クリーナー

品番 ： KD501

発売日 ： 2019年9月22日（日）

販売先 ： 全国の家電量販店など

価格 ： オープン 市場想定価格 ¥1,980（税抜）
※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 ： （W）ホワイト

《製品特徴》

●気づいたときにサッと使える乾電池式

●風合いふんわり残せる 風合いガード

高・中・低の3段階設定で、セーターのふんわりした風合いも守ってカット

●直径52mmの日本製大型刃で一気に毛玉をカット！

●ダストボックス 静電気防止剤配合

製品仕様

本体寸法(mm) H105×W58×D170 本体質量 165g

電源 DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本（別売） スイッチ 電源SW 「ON-OFF」

付属品 掃除用ブラシ/風合いガード

ソファ アランニット

ニット

ニットや大きいソファも
交流式でパワフルにキレイ！

トレーナー ジャージ

使用できる生地

高
・極太の毛糸で編まれたセーター
・ざっくりとした手編み風のセーター

中
・並太の毛糸で編まれたセーター
・毛足があまり長くないセーター

低
・サマーセーター

・毛足の短いセーター

なし
・くつ下

・ジャージやトレーナー

便利なアタッチメント付き

3段階風合いガード

お好みに合わせて
残したい毛足の長さを調節！ 大型刃で一気に毛玉をカット！

場所を選ばない乾電池式

※製品の定格・仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

※生地によっては使用できないものがありますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

直径
52mm



Press information
製品概要

※製品の定格・仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

製品仕様

本体寸法(mm) H70×W44×D97 本体質量 96g （収納ケース別）

電源 DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本（別売） スイッチ 電源SW 「ON-OFF」

付属品 掃除用ブラシ/収納ケース

※ 製品の画像はイメージです。実際の製品の色とは多少異なる場合がございます。

⑤カンタン、お手入れに。

製品名 ： 毛玉クリーナー

品番 ： KD401

発売日 ： 2019年9月22日（日）

販売先 ： 全国の家電量販店など

価格 ： オープン 市場想定価格 ¥1,280（税抜）
※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 ： （W）ホワイト

《製品特徴》

●バッグにも入る コンパクト設計

携帯に便利な、ハンディサイズ

●ホコリ取りブラシつき

さっとひと撫でするだけで、ホコリすっきり

●ピンポイントで使いやすい直径30mm刃

●収納ケース装着時は電源が入らない安全設計

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： 代表取締役社長 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/

なくしやすい掃除用
ブラシも収納可能！

携帯しやすい
ハンディサイズ

外出先でもすっきりキレイ！

ニット トレーナー ジャージ

ホコリ取りブラシ付き！
さっと撫でるだけで、

すっきりキレイ！

袖口や首周りなどの毛玉にも
ピンポイントで使いやすい！

直径

30mm

※生地によっては使用できないものがありますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

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