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No.1（※1）大量スチームで、時短シワのばし！ 

衣類スチーマー「アクセススチーム プラス」新発売！ 
～サッとあてて、パッとシワのばし。～ 

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、 

ティファールの衣類スチーマー「アクセススチーム プラス」を新発売いたします。

新発売の「アクセススチーム プラス」は、スピーディかつ美しい仕上がりの決め手であるスチーム量が業界 No.1

を誇ります。パワフル連続スチームには 2つのモードがあり、頑固なシワをとるときには「ターボモード（平均 20g/分）

（※2）」、シルクや毛皮など繊細な素材には「デリケートモード（平均 14g/分）（※
2）」と、生地に合わせて切り替えができ、

さらに使いやすくなりました。また、セラミック素材のヒーティングプレートを採用し、スチームでほぐしたシワをのばし

やすくし、より美しく仕上げます。 

その他、殺ダニ効果（※3）、除菌（※4）、脱臭（※5）、花粉対策（※6）、アレル物質対策（※7）としてオールシーズンで大活躍。

ティファールの衣類スチーマーは、衣類のケアはもちろん、身の回りのファブリック等にも、生活ニーズに合わせて幅

広くお使いになれます。 

※1) 2017 年 7月 Research Institute Textile Care and Cleaning 調べ。 

※2)使用条件等によっても異なります。 

※3～7) P.3 参照。 

※8) 2016 年～2017 年を比較。自社調べ。 

※9) 2015 年 10 月～2017 年 12 月自社アンケート調査より。N=739

N E W ! 

アクセススチーム プラス

【衣類スチーマー市場は急成長！】 
ハンガーにかけたまま、サッとシワのばしができる衣類スチーマーは、忙しい現代人の“時短”ニーズにピッタリ。その人気はますます

高まっており、市場は約 30％の急成長（※8）を続けています。使い勝手やライフスタイルに合わせてお選びいただけるティファールの衣類

スチーマーは、ご購入いただいた方の 84％が「満足」（※9）しており、その中でも 2016年発売の「アクセススチーム」は、パワフルな連続ス

チームと人間工学に基づいた握りやすく使いやすい形状で好評をいただいております。



スチーム量 No.1（※1）のパワフル連続スチーム！

「アクセススチーム プラス」の魅力とは？ 

「アクセススチーム プラス」の便利なアタッチメント 

___NEW! アクセススチーム プラス

 

パワフル連続スチーム！ 
圧倒的なスチーム量で、素早く、キレイにシワをのばします。 

■品番：DT8100J0

■希望小売価格：15,000円（税抜）

■サイズ：W 130 ×L 141 ×H 283mm

■重量：1,220g（水タンクが空のとき、コード含まず）

■注水量：185mL

■コードの長さ：約 3m

■定格消費電力：1,200W  ■電源：100V  /  50 - 60Hz

連続使用時間約 18分（*1）

連続使用時間約 18 分（＊1）。大量の衣類も一度で

ケアできます。ワイシャツなら、一度で約 9枚（＊2）

かけられます。
＊1 タンクに 1 回水を注ぎ足した場合。 

＊2 自社調べ。

連続スチーム噴射もラクラク！ 

トリガーロック付き

トリガーを引けばスチームが噴射。その状態で

ロックできるので、連続して使用しても疲れに

くく快適です。

新機能！選べる 2つのスチーム量 

●ターボモード（毎分平均 20g）＊ 

大量にスチームを出します。

厚い生地や頑固なシワをのばす時などに。

●デリケートモード（毎分平均 14g）＊ 

少なめにスチームを出します。

シルクなどデリケートな素材の時などに。

＊ 使用条件等によっても異なります。 

仕上がりに差が出る 

ヒーティングプレート

セラミック素材のヒーティングプレートを採用。

スチームでほぐしたシワをのばしやすくし、より

美しく仕上げます。

給排水に便利な 

取り外しできる水タンク 

185ｍL の大容量のため一度の給水でたっぷり使

うことができます。タンクは取り外し可能なので、

注ぎ足す時も簡単です。 

ドアフック 

自立するだけでなく、ドア

などに取り付けられる便

利な専用フック付き。 

アタッチメントブラシ

衣類についた糸くずやほこり、 

毛髪などを簡単に取り除けます。 

ヘッドカバー

ヘッドが衣類に直接触れ

ず、デリケートな素材でも

安心です。

※1) 2017 年 7月 Research Institute Textile Care and Cleaning 調べ。 

わずか 40秒の 

素早い立ち上がり！ 



ティファールの衣類スチーマー 5つの快適！

 

 

 

 
 

殺ダニ効果（※3）

身につける衣類はもちろん、布団やカー

テン、カーペットなど、日常的に肌に触

れる、さまざまな衣類のダニ対策に。

花粉対策（※6）

衣類に付着したスギ花粉アレル物質の

低減もできるので、花粉シーズンの衣類

ケアにも。

衣類の除菌（※4）

衣類の除菌にも、99％以上の高い効果を

発揮！赤ちゃんの衣類や洗濯した衣類

の仕上げにも。 

ハウスダスト中のダニ由来

アレル物質対策（※7）

衣類はもちろん、日常的に触れるソファ

やクッションなど、ハウスダストの中の

コナヒョウヒダニアレル物質（虫体由

来・排泄物由来）の低減にも。

気になるニオイの脱臭（※5）

飲食後に残ったニオイや、汗、タンスか

ら出したばかりの防虫剤など、気になる

ニオイの脱臭にも。

「殺ダニ対策」 

・試験依頼先： ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所

・試験報告書発行年月日：2017年 10月 30日

・試験報告書発行番号：T1709068

・試験方法：かけ面（高温時）を当てた試験布（生ダニを 50匹以上乗せたもの）

の生ダニおよび死ダニ数を測定

・低減方法：試料にスチームを噴射

・試験結果：死ダニ率：100％

・対象部分：コナヒョウヒダニ

「除菌」 

・試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター

・試験報告書発行年月日：2017年 10月 20日

・試験報告書発行番号：第 1701386002-0101号

・試験方法：かけ面（高温時）を押し当てた菌付着布（試料）の除菌確認

・除菌方法：試料にスチームを連続噴射（ターボモード）。試験は 2 種類の菌で

実施。

・試験結果：99％以上の除菌効果。

・対象部分：衣類

「脱臭」 

・試験依頼先：一般財団法人日本食品分析センター

・試験報告書発行年月日：2017年 10月 20日

・試験報告書発行番号：第 17109215001-0101 号/第 17109218001-0101 号/第

17109221001-0101号/第 17109207001-0101号

・試験方法：ニオイを付着させた布と脱臭した布のそれぞれのニオイの強さを採

点評価

・評価方法：パネリスト 12人による官能評価

・試験結果：各ニオイでの採点において、有意差が認められる（有意水準 1％）

・対象部分：タバコのニオイ、汗のニオイ（アンモニア）、防虫剤のニオイ（ナ

フタレン系）、焼き肉のニオイ

「花粉対策」 

・試験依頼先： ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所

・試験報告書発行年月日：2017年 10月 30日

・試験報告書発行番号：T1709068

・試験方法：かけ面（高温時）を当てた試験布（スギ花粉を散布したもの）の残

存アレル物質を測定

・低減方法：試料にスチームを噴射

・試験結果：スギ花粉アレル物質：99％以上低減

・対象部分：衣類に付着したスギ花粉アレル物質

「ハウスダスト中のダニ由来アレル物質対策」 

・試験依頼先：ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所

・試験報告書発行年月日：2017年 10月 30日

・試験報告書発行番号：T1709068

・試験方法：かけ面を当てた試験布（ハウスダストを散布したもの）の残存アレ

ル物質を測定

・低減方法：試料にスチームを噴射

・試験結果：コナヒョウヒダニ排泄物由来アレル物質：98％低減、コナヒョウヒ

ダニ虫体由来アレル物質：28％低減。

・対象部分：衣類に付着したダニ由来アレル物質



株式会社コスモ・コミュニケーションズ   ティファール PR 担当 ： 野島・辻  Mail： t-fal@comnet.co.jp TEL 03-3405-8139 FAX 03-3405-9730 

ティファール 衣類スチーマー パワフルスチームタイプ（2018年 3月予定）

製品画像 製品名 品番 

連続スチーム 

（平均 g/分） 
※使用条件等に 

よっても異なります。 

立ち上がり 

時間（秒） 

税抜希望 

小売価格 

（円） 

製品サイズ 

（mm） 

重量 

（g） 

容量 

（mL） 

定格 

消費電力 

電源 

コード

の長さ

（m）

アタッチメント

_NEW!_ 

アクセススチーム

プラス
DT8100J0 

ターボモード

20
デリケート

モード 14
40

15,000 

W：130 

L：141 

H：283 

1,220 185 
1200W 
100V 

50-60Hz 
約 3 

・ドアフック 

・アタッチメント 

ブラシ 

・ヘッドカバー 

_NEW!_ 

アクセススチーム

ライト
DT7002J0 

15 
45 

11,000 

W：111 

L：141 

H：258 

925 140 
1100W 
100V 

50-60Hz 
約 2.4 

・ドアフック 

・アタッチメント 

ブラシ 

・ヘッドカバー 

ティファール 衣類スチーマー 2WAY タイプ（2018年 3月予定）

製品画像 製品名 品番 

連続スチーム 

（平均 g/分） 
※使用条件等に 

よっても異なります。 

立ち上がり 

時間（秒） 

税抜希望 

小売価格 

（円） 

製品サイズ 

（mm） 

重量 

（g） 

容量 

（mL） 

定格 

消費電力 

電源 

コード

の長さ

（m）

アタッチメント

_NEW!_ 

トゥイニー

ジェットスチーム
DV9000J0 

― 

45 
6,500 

W：88 

L：298 

H：98 

650 50 
950W 
100V 

50-60Hz 
約 3 

・エチケットブラシ 

・アタッチメント 

ブラシ 

・計量カップ 

・収納バッグ 

トゥイニー NI5010J0 
23 
40 

21,100 

W：330 

D：150 

H：180 

1,865 400 
1,500W 
100V 

50-60Hz 
約 1.9 ― 

【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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