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2019 年 9 月 4 日 

マクセルイズミ株式会社 

 

 

 

8年連続シェア No.1*１を誇る「とるとるシリーズ（全 5機種）」 

マクセルイズミよりリニューアルして発売開始 

「毛玉取り器」33年の開発研究により、刃にこだわりぬいた豊富なラインアップが登場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マクセルイズミ株式会社(取締役社長：志摩寿一郎／以下、マクセルイズミ)は、「毛玉取り器」シェア

8 年連続 1 位*１を獲得した毛玉取り器「とるとるシリーズ(全 5 機種)」をリニューアルし、9 月 20 日より

発売します。 

 

マクセルイズミは、1986年以降 33年間にわたり「毛玉取り器」の研究開発を続けており、「とるとる

シリーズ」は、2011 年 4 月から 2019 年 3 月までの累計出荷台数で約 455 万台を突破している人

気の製品です。 

 

このたびのリニューアルにおいては、主婦や会社員などのお客様の要望を反映し、電源方式や刃の大き

さを各種取り揃えた豊富なラインアップに加え、内刃と外刃の密着性にこだわり長年の開発実績に基づいた

技術ノウハウで改良を重ねたこだわりの刃を搭載しました。幅広い層に手軽に手に取ってもらえるよう、シ

リーズ全体に暖かみを感じさせるくすみ色を配色し、新しいデザインを採用しています。 

 

 

■製品の特長 

1.衣類をいたわりながら着たままでも毛玉カット OK*2の「Care」モード*3搭載！ 

2.ユーザーニーズに応えた、充電・交流式モデルを多色展開 

3.満充電時の使用可能時間約 38分*4、電池容量(使用時間)UP*5 & ダストボックスの容量UP*6
  

 

 

リニューアルした毛玉取り器「とるとるシリーズ」   
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■製品情報 

品種 型番 色 電源方式 発売日 
本体希望小売 

価格 

とるとるシリーズ 

KC-NW89-A ネイビー 

充電・交流式 

2019 年 9 月 20 日 オープン 

KC-NW79-A ロイヤルブルー 

KC-NW79-R ワインレッド 

KC-NW59-G モスグリーン 

KC-NB39-H クールグレイ 

乾電池式 
KC-NB39-P ピンク 

KC-NB19-A アクアブルー 

KC-NB19-P アザレアピンク 

 

マクセルイズミは、マクセルグループの経営ビジョン「スマートライフをサポート 人のまわりにやすら

ぎと潤い」に沿って、今後も商品開発に取り組むとともにラインアップの拡充を図り、快適な生活をサ

ポートしていきます。 
 

*1 8 年連続シェア No.1、「毛玉取り器」シェア 8 年連続 1 位：2011 年度~2018 年度(4 月～3 月) 全国有力家電量販店の販売実績 

GfKJapan調べ 

*2 着たままでも毛玉カット OK: 特許取得済。対象機種：KC-NB19/KC-NB39/KC-NW59/KC-NW79   

*3 「Care」モード: 対象機種：KC-NB39/KC-NW79 

*4 使用可能時間約 38分:使用環境により異なる場合があります。 

*5 電池容量(使用時間)UP: 対象機種：KC-NW59/KC-NW79/KC-NW89 （弊社 2017年機種との比較） 

*6 ダストボックスの容量UP: 対象機種：KC-NB19/KC-NB39/KC-NW59/KC-NW79 （弊社 2017年機種との比較） 

 

■商標 

・記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。 

 

■とるとるシリーズの Webサイト 

https://www.izumi.maxell.co.jp/kaden/search/cgi_sys/item_search.cgi?ccg=0-1-20 

 

■お客様からのお問い合わせ先  

マクセルイズミ株式会社 営業本部 家電営業部 

電話：0263‒86‒5311(受付 9時～17時月～金曜日／祝日・当社休業日を除く) 

 

■報道機関お問い合わせ先 

マクセルイズミPR事務局(プラチナム内) [担当／杉原（すぎはら）・中川（なかがわ）]  

電話：03-5572-6071  

Email：izumipr@vectorinc.co.jp 

以上  

https://www.izumi.maxell.co.jp/kaden/search/cgi_sys/item_search.cgi?ccg=0-1-20
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■特長 

1.衣類をいたわりながら着たままでも毛玉カット OK！*1 

 おしゃれ着などの繊細な衣類をいたわりながら毛玉カットする「Care」モード*2を搭載。 

「Care」モードでは、刃の回転方向と刃の角度を調節し、生地へのダメージを軽減しつつ、従来の

切れ味を保つことができるようになりました。従来通り衣類を平らなところに置いて毛玉をカットする

のはもちろん、服を着たままでも毛玉をカットすることができるようになりました。 

 

 

 

 

 

 
*1 着たままでも毛玉カット OK: 特許取得済。 対象機種：KC-NB19/KC-NB39/KC-NW59/KC-NW79  

*2 「Care」モード: 対象機種：KC-NB39/KC-NW79  

 

2.お客様のニーズに応え、充電・交流式モデルを多色展開 

 充電・交流式モデルの販売数量*3は年々増加しています。そこでお客様のニーズに応え、2019

年モデルは充電・交流式モデルを１色機種増やし、多色展開をします。よりパワフルな毛玉取り器

が選びやすくなりました。 
 

*3 充電・交流式モデルの販売数量: マクセルイズミ調べ 

 

3.満充電時の使用可能時間約 38分*４と電池容量（使用時間）UP*5 & ダストボックスの容量 UP*6 

 大容量のニッケル水素電池を使用することにより、使用可能時間が約 20%アップ。ダストボックス

の容量も増えたことで、一度にたくさんの毛玉をカットすることが可能になりました。 
 

  *4 使用可能時間約 38分:使用環境により異なる場合があります。 

*5 電池容量(使用時間)UP対象機種：KC-NW59/KC-NW79/KC-NW89 （弊社 2017年機種との比較） 

  *6 ダストボックスの容量 UP対象機種：KC-NB19/KC-NB39/KC-NW59/KC-NW79 （弊社 2017年機種との比較） 

  

＜KC-NW89＞ 

1. 乾電池がいらない充電交流式タイプ 

2. 超大型刃直径 65mm 

3. 満充電状態からの使用可能時間約 38分 

4. 生地の風合いを保つアタッチメント付き 

5. 本体カラーはネイビー 

 

＜KC-NW79＞ 

1. 乾電池がいらない充電交流式タイプ 

2. 満充電状態からの使用時間約 38分。大型ダストボックスを搭載 

3. 2種類のモード切替え可能(Care/Power)で幅広い用途に使用可能 

4. 衣類を着たまま毛玉をカットすることが可能 

5. 本体カラーはロイヤルブルーとワインレッドの 2色 

添付資料 

Care モード（内刃回転方向:時計回り）イメージ Powerモード（内刃回転方向:反時計回り）イメージ 

KC-NW89-A 

KC-NW79-R KC-NW79-A 



4 

＜KC-NW59＞ 

1. 乾電池がいらない充電交流式タイプ 

2. 満充電状態からの使用時間約 38分。大型ダストボックスを搭載 

3. 衣類を着たまま毛玉をカットすることが可能 

4. 本体カラーはモスグリーン 

 

＜KC-NB39＞  

1. 頼れる大型刃にふわふわガード付きの乾電池式で手軽に毛玉をカット 

2. 2種類のモード切替え可能（Care/Power）で幅広い用途に使用可能 

3. 衣類を着たまま毛玉をカットすることが可能 

4. 本体カラーはアクアブルーとアザレアピンクの 2色 

 

＜KC-NB19＞  

1. 大きな手の人でも握り易い、可愛らしさと丸みを融合させたデザイン 

2. 旅行や出張に便利なコンパクト設計で持ち運びに便利 

3. 薄手の生地にやさしい生地保護リング搭載で生地を巻き込みにくい 

 

 

■主な仕様 

型式 KC-NW89-A 
KC-NW79-A 

KC-NW79-R 
KC-NW59-G 

KC-NB39-H 

KC-NB39-P 

KC-NB19-A 

KC-NB19-P 

色 A（ネイビー） 
A（ロイヤルブルー） 

R（ワインレッド） 
G（モスグリーン） 

H（クールグレイ） 

P（ピンク） 

A（アクアブルー） 

P（アザレアピンク） 

刃のサイズ 超大型刃：65mm 大型刃：52mm 中型刃：45mm 

電源 AC100V-240V 50/60Hz なし（乾電池式） 

電源方式 充電・交流式 乾電池式 

使用可能時間 約 38 分（満充電時） 約 120 分 

付属品 

ふわふわガード 

掃除用ブラシ 

充電器 

ふわふわガード 

ポーチ 

掃除用ブラシ 

充電器 

ふわふわガード 

掃除用ブラシ 

充電器 

ふわふわガード 

掃除用ブラシ 

生地保護リング 

掃除用ブラシ 

希望小売価格 オープン 

※製品の仕様は予告無く変更になる場合があります。 

 

以上 

KC-NW59-G 

KC-NB39-H KC-NB39-P 

KC-NB19-A KC-NB19-P 


