
愛情点検 ★長年ご使用の電気器具の点検を！

安全に関するご注意
●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の際このようなことはありませんか？

お客様相談窓口 この商品に関するご意見、
ご質問については右記へお寄せください。

受付時間 平日9:00～17:30
（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

ナビダイヤル
（全国共通番号）

 TEL.0570（07）5555
TEL.06（6262）3561

ご使用中止

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
　もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
●当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
●コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、
　保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ

充電池
リサイクルに
ご協力を

〒541-0051  大阪市中央区備後町3-3-7　TEL.06（6262）3561　FAX.06（6268）1432

●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や
事故防止のため、スイッチを切り、
コンセントから電源プラグを抜い
て必ず販売店にご相談ください。

このマークの商品には、充電池を使用しております。充電池にはリサイクル可能な資源が使われております。ご使用済みの商品の破棄に際しては、
充電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ち
ください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。http://www.jbrc.com

当社は、消費者庁及び
公正取引委員会から
認定されたルールを
運用する家電公取協
に加盟し、適正な表示
を推進しています。

2016年10月作成



美しく生きるための技術を、製品へ。
美しい生活、美しい体験のため、KOIZUMIは美容家電の可能性に挑戦しています。

２つのファンを搭載したKOIZUMIならではの大風量速乾ドライヤーをはじめ

快適なヘアケアタイムをお届けする使い勝手に優れたアイテムを多数ご用意しました。

髪質やお好みに合わせた多種多様なヘアスタイルにお応えできる製品づくりを目指し

使いやすさを実感する機能やデザインを追求しています。

私たちの目標は、製品を通してお客様に「美しく生きるためのエネルギー」をお届け

していくこと。製品力を高めるさまざまな企業努力をこれからも重ねてまいります。

美しく生きるための技術を、製品へ。KOIZUMI
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MONSTER

2.0m／分
3 ※1

大風量2.0㎥/分

マイナスイオン

ダブルファン搭載
※1

○パワフルな風でより速く髪をブロー　○ダブルファン構造による速乾性能　○マイナスイオン機能搭載
・マイナスイオン　・電源：AC100-110V　・消費電力:100V時 約1200W、110V時 約1400W　・メインスイッチ：ON-OFF

・モード切換えボタン：TURBO-HIGH-LOW-COOL　・コードの長さ：約1.7m　・サイズ：約270(W)×95(D)×270(H)mm　・質量：約675g

R（レッド）4981747061577　W（ホワイト）4981747061584　K（ブラック）4981747061591

特 長

仕 様

カラー 

※1 ノズル無し100V時、当社測定方法による　吹出口から長さ約1.5mの円筒に風を通して風量を測定
※4 AC100V-110V地域のみ対応　海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　

ダブルファンドライヤー
KHD-W710/R・W・K オープン価格

大風量

より多くの風を、より速く届けることで
髪をやさしく美しく乾燥させるために
形状の異なる２つのファンを搭載しました。

2つのファンの
相乗効果でうまれる風。

速乾ノズル
乾燥スピードを高める
独自のノズルを採用。

110V対応
※4

［イメージ図］

デジタルスイッチ
操作性の高いデジタルスイッチ。

0403

ダブルファンがつくるパワフルな大風量、
新生モンスター登場。

速乾ノズル
乾燥スピードを高める
独自のノズルを採用。

110V対応
※4

［イメージ図］

0
大風量

0m／分／分／
3m3m／
3
／0 3 ※1

大風量 R
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○かわいいミニタイプの1200Wドライヤー　○小さくても高速乾燥！　○5色展開で好みのカラーセレクト
・マイナスイオン　・遠赤セラミックコーティング　・消費電力：約1200・600W　・毛髪巻込み防止機構　

・メインスイッチ：HIGH-LOW-COOL-OFF　・コードの長さ：約1.7m　・サイズ：約１７９(W)×73(D)×17５(H)mm　・質量：約３７５g　　　

VP（ビビッドピンク）4981747056030　W（ホワイト）4981747056047　A（ブルー）4981747056054　Y（イエロー）4981747056658　P（ピンク）4981747056078　

可愛く見えて高機能、
風量が120%にアップ。

ストレートもカールもOK、
使いやすい人気モデル。

1.2m／分
3

海外OK
※4

海外OK

ストレートもカールもOK、
やすい人気モデル

ストレートもカールもOK、
使いやすい人気モデル

マイナスイオンヘアドライヤー
KHD-9700/VP・W・A・Y・P オープン価格

ストレートアイロン
KHS-8500/VP・W・A・Y・R オープン価格

2WAY
ストレート&カール

※ノズル無しの時、当社測定方法による ※当社従来品 KHD-0920比

手のひらサイズ約375g

マイナスイオン

小さくてもパワフル1200W
特 長

仕 様

カラー 

手のひらサイズ

375g

手のひらサイズ

170g

A

P

Y

VP

W

VP

R

A

Y

W

○海外使用OK！手のひらサイズのコンパクトタイプ　
○160℃の高温タイプ、ラウンドプレート　○毛先をカールしやすいサイドコーム
・ナノセラミックコーティング　・プレートサイズ:幅18×長さ63mm　・電源:AC100-240V　・消費電力:約20W　・プレート最高温度:約160℃

・プレートロック機構　・コードの長さ:約1.5m　・サイズ:約160(W)×26(D)×59(H)mm　・質量:約170g

VP（ビビッドピンク）4981747056665　W（ホワイト）4981747056672　A（ブルー）4981747056108　Y（イエロー）4981747056115　R（レッド）4981747056122　

特 長

仕 様

カラー 

※1 周囲温度30℃の場合　※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です

ストレート&カール2WAY

手のひらサイズ約170g

プレート最高温度約160℃※1 

カラフルでポップ、
手のひらサイズの「タイニー」。

VPPW

ポーチ付

コードレス2WAYヘアアイロン
KCR-7400/VP オープン価格

○シリーズ待望の2WAY機能搭載　○ストレートと25mmカール
○両面ヒーター搭載、セラミックコーティング
・セラミックコーティング　・パイプ径：25mm　・プレート最高温度：約170℃

・リチウムイオン充電池　・充電時間:約４時間　・持続時間:約２０分　・2WAY切換えスイッチ

・電源：AC100-240V(充電式)　・付属品:パイプカバー、ACアダプター

・サイズ：約232(W)×37(D)×48(H)mm　・質量：約235g　

VP（ビビッドピンク）4981747049８５8　

特 長

仕 様

カラー 

※1 周囲温度30℃、ストレートの場合　※4 海外で充電される時は、市販のプラグアダプターが必要です　

ストレート&カール2WAY

プレート最高温度約170℃※1

パイプカバー付パイプカバー付
海外OK

※4
海外OK

※4

25
パイプ径

mm

コードレス
2WAY

最高温度200℃、どこでもコードレス。

コードレスストレートアイロン
KHS-8600/VP・P・W オープン価格

○どこへでもモバイル、充電式コードレスアイロン
○200℃の高温タイプ、ラウンドボディ　○両面ヒーター搭載
・セラミックコーティング　・プレートサイズ:幅19×長さ63mm　・電源:AC100-240V(充電式)

・リチウムイオン充電池　・充電時間:約3時間　・持続時間:約25分

・プレート最高温度:約200℃　・プレートロック機構　・付属品:ポーチ、ACアダプター　

・サイズ:約183(W)×31(D)×68(H)mm　・質量:約170g

VP（ビビッドピンク）4981747056139　P（ピンク）4981747056146　W（ホワイト）4981747056153　

特 長

仕 様

カラー 

※1 周囲温度30℃の場合　※4 海外で充電される時は、市販のプラグアダプターが必要です　

手のひらサイズ約170g

プレート最高温度約200℃※1

海外でも使える、
進化した2WAY。

風量



乾燥

Koizumi Beauty

07 08

1300W大風量、風量・風圧調節、 
使ってうれしいハンズフリー機能。

マイナスイオンヘアドライヤー  KHD-9010/VP・W オープン価格

ツインマイナスイオン

フレックスノズル風圧調節

マルチスピード風量調節

1.9m／分
3

大風量

※ノズル無し100V時、当社測定方法による

「乾燥」と「セット」それぞれに適した２つの
風圧切換が可能なフレックスノズル

風量ボリュームスイッチ

ドライヤーを持たずにブロー
できる自立スタンド式の
ハンズフリー機能

VPW

高機能、
ハイパワー大風量。

マイナスイオンヘアドライヤー  KHD-9100/VP・N・G オープン価格

パワーアップノズル風速UP

ツインマイナスイオン

4スピード風量調節

○大風量1.9㎥/分、ツインマイナスイオン　
○パワーアップノズルで風速アップ　○４スピードの風量調節（ターボON-OFF含む）
・ツインマイナスイオン　・遠赤セラミックコーティング　・消費電力：約1200・600W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ：HIGH-LOW-COOL-OFF

・ターボスイッチ：ON-OFF　・コードの長さ：約1.7m　・サイズ：約235(W)×96(D)×215(H)mm　・質量：約515g

VP（ビビッドピンク）4981747049742　N（ゴールド）4981747049759　G（グリーン）4981747049766

仕 様

特 長

カラー 

※1

※2

※1 ターボON・OFF含む　※2 ノズル無しとの比較

1.9m／分
3

大風量

※ノズル無しの時、当社測定方法による ターボスイッチ

分
ターボスイッチ

G

N
VP

110V対応
※4

○大風量1.9㎥/分、マイナスイオン機能　○風量ボリュームスイッチで無段階の風量調節が可能
○乾燥とセットの切換えが可能なフレックスノズル
・ツインマイナスイオン　・遠赤セラミックコーティング　・電源：AC100-110V　・消費電力:100V時 約1300W、

 110V時 約1600W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ：HIGH-LOW-COOL-OFF　

・風量ボリュームスイッチ：MAX-MIN　・コードの長さ：約1.7m　・サイズ：約240(W)X93(D)X216(H)mm　・質量：約535g

VP（ビビッドピンク）4981747061331　W（ホワイト）4981747061348

仕 様

カラー

特 長

※4 AC100V-110V地域のみ対応　海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　

セット

使ってうれしいハンズフリー機能。

分
W



ワイドスリットノズル

マイナスイオン

ブラシレスDCモーター搭載

軽量タイプ約４１０g

ツインマイナスイオン

パワーアップノズル風速UP※1

※2

軽量タイプ約４4０g

ツインマイナスイオン

パワーアップノズル風速UP※1

※2

○ツインマイナスイオン機能　○夜でも静かに使える52dB低騒音化　　○ハイパワーでも軽量タイプ約420g　
・ツインマイナスイオン　・遠赤セラミックコーティング　・消費電力:約1200・600W　・毛髪巻込み防止機構　

・メインスイッチ：HIGH-LOW-COOL-OFF　・ナイトスイッチ：ON-OFF　・コードの長さ：約1.7m　・サイズ：約203(W)×88(D)×205(H)mm　・質量：約420g

G（グリーン）4981747039514　P（ピンク）4981747039521

特 長

仕 様

カラー

※2 500g以下の当社製品　※3 ナイトスイッチONの時　※5 測定方法はJIS C9613（4.13騒音）による　

※5

Koizumi Beauty
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マイナスイオンヘアドライヤー  KHD-9200/P・V オープン価格　

○大風量1.8㎥/分、軽量タイプ約440ｇ　○3スピードの風量調節　○ツインマイナスイオン機能
・ツインマイナスイオン　・遠赤セラミックコーティング　・消費電力：約1200・600W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ：TURBO-HIGH-LOW-OFF

・コードの長さ：約1.7m　・クールスイッチ：HOT-COOL切換え　・サイズ：約228(W)×96(D)×216(H)mm　・質量：約440g

P（ピンク）4981747049728　V（バイオレット）4981747049735

仕 様

カラー

特 長

マイナスイオンヘアドライヤー
KHD-9400/W・K オープン価格

○ブラシレスDCモーター搭載
○マイナスイオン機能、風量1.2㎥/分
○ヘアセットに適したワイドスリットノズル
・マイナスイオン　・消費電力：約1200W

・メインスイッチ：ON-OFF　・風量調節スイッチ：HIGH-LOW

・クールスイッチ：HOT-COOL切換え　・コードの長さ：約1.7m　

・サイズ：約300(W)X80(D)X300(H)mm　・質量：約580g

W（ホワイト）4981747056511　K（ブラック）4981747056528

仕 様

カラー

特 長

1.2m／分
3

風量

※ナイトスイッチOFF、ノズル無しの時、当社測定方法による

パワーアップノズル搭載、
コンパクトな大風量。

1.4m／分
3

大風量

※ノズル無しの時、当社測定方法による
P

A

V

マイナスイオンヘアドライヤー  KHD-9600/P・A・V オープン価格

○軽量、コンパクト、大風量タイプ　○パワーアップノズルで風速アップ　○手が疲れにくい軽量約４１０g
・ツインマイナスイオン　・遠赤セラミックコーティング　・消費電力：約1200・600W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ：TURBO-SET-COOL-OFF

・コードの長さ：約1.7m　・サイズ:約178(W)×80(D)×196(H)mm　・質量:約410g

P（ピンク）4981747055705　A（ブルー）4981747055712　V（バイオレット）4981747055729　　 

仕 様

特 長

カラー

※1 ノズル無しとの比較　※2 500g以下の当社製品

多機能からコンパクトまで
大風量シリーズ。

軽量ハイパワー

&低騒音化。

ナイトスイッチ
低騒音化/大風量切換え

P

G

マイナスイオンヘアドライヤー  KHD-1239/G・P オープン価格

ツインマイナスイオン

軽量タイプ約420g

低騒音化タイプ ※3

※2

※1 ノズル無しとの比較　※2 500g以下の当社製品

大風量ハイパワーでも軽量。

1.8m／分
3

※ノズル無しの時、当社測定方法による

大風量

V

P

高性能BLDCモーター搭載、
1.9倍の高風速ドライヤー。

K

W ヘアセットに適した
ワイドスリットノズル

クールスイッチ

本体
２年保証

※当社従来品KHD1285比

分／分／ P

スピード乾燥
パワーアップノズル

スピード乾燥
パワーアップノズル

クールスイッチ

KHD-9200/P・V オープン価格　

大風量ハイパワーでも軽量。

V

P

クールスイッチクールスイッチ

BLDCモーター搭載、
1.9倍の高風速ドライヤー。

K

W

※当社測定方法による

90

60

30

(温度）
(時間)

当社従来品（KHD-1285）

より冷たい風でスタイルキープ
温風から冷風に切替えた後の時間に対する温度変化

室内温度約25℃

KHD-9400

温度差約

-7℃
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髪をキャッチしやすくなった、
パワフルな700W。

マイナスイオンカーリングドライヤー
KHC-５２10/VP・V オープン価格

２スピード切換え

ツインマイナスイオン

パワフルタイプ７００W

ハイパワー

1000W

ハイパワー

700W

VP

V

※1 当社従来品 KHC-5７００比

○１０００Wハイパワー、風量約１５０％にアップ　　
○スピード調節自在なボリュームスイッチ　○使いやすい大型ブラシ面積約１７０％にUP
・ツインマイナスイオン　・消費電力:約1000・500W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ:HIGH-LOW-COOL-OFF　

・風量ボリュームスイッチ：MAX-MIN　・コードの長さ:約1.7m　・アタッチメント:先玉ワイドボリュームブラシ、

 先玉らく巻きアイロンブラシ　・サイズ:約246(W)×56(D)×61(H)mm　・質量:約355g

VP（ビビッドピンク）49817470５６６４１

特 長

仕 様

カラー 

※1

マイナスイオンカーリングドライヤー
KHC-５000/VP オープン価格

ツインマイナスイオン

ハイパワー１０００W

ブラシ面積約１7０％にUP※1

※1

○ヘアセットに便利な独立した冷風切換えスイッチ　○髪を逃さない先玉ボリュームキャッチブラシ　　
・ツインマイナスイオン　・消費電力:約700・350W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ:HIGH-LOW-OFF

・クールスイッチ:HOT-COOL　・コードの長さ:約1.7m　・アタッチメント:先玉ボリュームキャッチブラシ

・サイズ:約234(W)×51(D)×58(H)mm　・質量:約310g

VP（ビビッドピンク）4981747056627　V（バイオレット）4981747056634

特 長

仕 様

カラー 

先玉ワイドボリュームブラシ

乾かしながら美しくスタイリング
ハイスペックのカーリングドライヤー。

２スピード切換え

ツインマイナスイオン

パワフルタイプ７００W

先玉ボリュームキャッチブラシ

マイナスイオンカーリングドライヤー
KHC-５110/W オープン価格 ○ヘアセットに便利な独立した冷風切換えスイッチ　

○髪を逃さない先玉ボリュームキャッチブラシ
○きれいなカールが簡単、先玉らく巻きアイロンブラシ
・ツインマイナスイオン　・消費電力:約700・350W　・毛髪巻込み防止機構　　

・メインスイッチ:HIGH-LOW-OFF　・クールスイッチ:HOT-COOL　・コードの長さ:約1.7m

・アタッチメント:先玉ボリュームキャッチブラシ、 先玉らく巻きアイロンブラシ　・サイズ:約234(W)×51(D)×58(H)mm　・質量:約310g

W（ホワイト）4981747055736

特 長

仕 様

カラー 

ハイパワー

700W

先玉ボリュームキャッチブラシ

使いやすい２種類のブラシ、
パワフルな700W。

ブローからアレンジまで
かんたん風量調整。

先玉らく巻き
アイロンブラシ

先玉らく巻き
アイロンブラシ

マイナスイオン
カーリングドライヤー
KHC-5301/P オープン価格

○心地いいクシどおりのワイドスタイリングブラシ
○極細コーム付きのロールキャッチブラシ　○細型ボディ、風圧ファン搭載
・マイナスイオン　・消費電力:約700・350W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ:

 DRY-SET-COOL-OFF　・コードの長さ:約1.7m　・アタッチメント:ワイドスタイリングブラシ、

 ロールキャッチブラシ　・サイズ:約221(W)×47(D)×51(H)mm　・質量:約280g

P（ピンク）4981747053541

特 長

仕 様

カラー 

※1 当社従来品 KHC-5700比

ブラシ幅120％にUP

ハイパワー700W

マイナスイオン

※1

極細キャッチコーム

ロールキャッチブラシ

2スピード温風切換え

マイナスイオン
カーリングドライヤー
KHC-5401/P・A オープン価格

○心地いいクシどおりのワイドスタイリングブラシ
○マイナスイオン機能　○細型ボディ、風圧ファン搭載
・マイナスイオン　・消費電力:約700・350W　・毛髪巻込み防止機構

・メインスイッチ:DRY-SET-COOL-OFF　・コードの長さ:約1.7m

・アタッチメント:ワイドスタイリングブラシ　・サイズ:約221(W)×47(D)×51(H)mm　・質量:約280g

P（ピンク）4981747053527　A（ブルー）4981747053534

特 長

仕 様

カラー 

※1 当社従来品 KHC-5700比

ブラシ幅120％にUP

ハイパワー700W

マイナスイオン

※1

ハイパワー

700W

A

P

ハイパワー

700W

ワイドスタイリングブラシ

2スピード温風切換え

ワイドスタイリングブラシ

地肌にもやさしい
先玉コーム

風量ボリュームスイッチ



ツインマイナスイオン

2スピード切換え

パワフルタイプ７００W

ハイパワー

700W

13 14

125mmのロングプレート
海外でも使えるサロン仕様モデル。

ストレートアイロン
KHS-８１0１/R・W オープン価格

○５段階温度調節（最高約２００℃）
○海外でも使える１００ｰ２４０V　○濡れ髪OKのウェット＆ドライ
・デジタル式温度調節:5段階（約120/140/160/180/200℃）　・ナノセラミックコーティング

・プレートサイズ:幅30×長さ125mm　・電源:AC100-240V　・消費電力:100V時 約60-40W、

 240V時 約135-0W　・自動電源OFF機能:約60分　・プレートロック機構　・コードの長さ:約1.7m

・サイズ:約290(W)×32(D)×72(H)mm　・質量:約340g

R（レッド）49817470５５８３５　W（ホワイト）49817470５５８４２

特 長

仕 様

カラー 

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※2 周囲温度３０℃の場合　

ロングプレート１２５mm

プレート最高温度約２００℃

ストレート＆カール２WAY

海外OK
※4

海外OK
※4

2WAYヘアアイロン
KHR-7210/VP・P オープン価格

○32mmカール&ストレート
○最高温度約200℃の高温タイプ　　○ミラー調コーティング、両面ヒーター搭載
・デジタル式温度調節：3段階（約140/170/200℃）　・パイプ径：32mm　・プレートサイズ：

 幅32mm×長さ110mm　・ミラー調コーティング　・2WAY切換えスイッチ　・電源：AC100-240V

・消費電力：100V時 約９０-１５W、240V時 約２００-0W　・自動電源OFF機能：約60分　

・コードの長さ：約1.7m　・サイズ：約336(W)×49(D)×131(H)mm　・質量：約430g　

VP（ビビッドピンク）4981747049834　P（ピンク）4981747049841

特 長

仕 様

カラー 

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※2 周囲温度30℃の場合　※3 約30秒で100℃　

※2

P

VP

海外OK
※4

2WAYヘアアイロン
KHR-7110/VP・P オープン価格

○26mmカール&ストレート
○最高温度約200℃の高温タイプ　　○ミラー調コーティング、両面ヒーター搭載
・デジタル式温度調節：3段階（約140/170/200℃）　・パイプ径：26mm　・プレートサイズ：

 幅２６mm×長さ110mm　・ミラー調コーティング　・2WAY切換えスイッチ　・電源：AC100-240V　

・消費電力：100V時 約75-24W、240V時 約175-0W　・自動電源OFF機能：約60分　

・コードの長さ：約1.7m　・サイズ：約336(W)×49(D)×128(H)mm　・質量：約380g　

VP（ビビッドピンク）4981747049810　P（ピンク）4981747049827

特 長

仕 様

カラー 

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※2 周囲温度30℃の場合　※3 約30秒で100℃

スピード加熱30秒※3

ストレート&カール2WAY

プレート最高温度約２００℃※2

※2

ストレートアイロン
KHS-８２0１/VP・P オープン価格

○３段階温度調節（最高約１８０℃）　
○カールもできる２WAYタイプ　○濡れ髪OKのウェット＆ドライ
・デジタル式温度調節:3段階（約140/160/180℃）　・セラミックコーティング

・プレートサイズ:幅30×長さ125mm　・電源:AC100V　・消費電力:約45-25W　

・自動電源OFF機能:約60分　・プレートロック機構　・コードの長さ:約1.7m　

・サイズ:約290(W)×32(D)×72(H)mm　・質量:約340g

VP（ビビッドピンク）49817470５５８１１　P（ピンク）49817470５５８２８

特 長

仕 様

カラー 

※2 周囲温度30℃の場合

ロングプレート１２５mm

プレート最高温度約180℃

ストレート＆カール２WAY

125mmのロングプレート
３段階温度調節モデル。

大きく開くプレート構造で、髪をしっかりキャッチ

海外でも使える2WAYアイロン。

180°C

プレート最高温度

200°C

プレート最高温度

200°C

プレート最高温度

※2 ※2

P

VP

スピード加熱30秒※3

ストレート&カール2WAY

プレート最高温度約２００℃※2

26
パイプ径

mm
32
パイプ径

mm

W

R

P

VP

Koizumi Beauty

マイナスイオンヘアドライヤー  KDD-001７/VP オープン価格

○海外使用OKで旅行にも便利　○軽量、コンパクトタイプ　○ツインマイナスイオン機能
・ツインマイナスイオン　・遠赤セラミックコーティング　・電源：AC100-120V/200-240V

・消費電力：100/200V時 約850W、1２0/240V時 約1200W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ：HIGH-LOW-OFF

・コードの長さ：約1.7m　・サイズ：約181(W)X80(D)X196(H)mm　・質量：約410g

VP（ビビッドピンク）4981747061362

仕 様

カラー

特 長

1.1m／分
3

※ノズル無し120/240V時、当社測定方法による（国内1.0㎥/分）

風量

地肌にもやさしい先玉ブラシが
髪をしっかりキャッチ、海外対応モデル。

マイナスイオンカーリングドライヤー  KDD-0050/VP オープン価格

仕 様

特 長
○海外使用OKで旅行にも便利
○髪を逃さない先玉ボリュームキャッチブラシ　○ツインマイナスイオン機能
・ツインマイナスイオン　・電源：AC100-120V/200-240V

・消費電力：100/200V時 約500W、1２0/240V時 約700W　・毛髪巻込み防止機構　・メインスイッチ：HIGH-LOW-OFF

・コードの長さ：約1.7m　・アタッチメント：先玉ボリュームキャッチブラシ　・サイズ：約234(W)×51(D)×58(H)mm　・質量：約315g　

VP（ビビッドピンク）4981747061355カラー 

海外にも連れていける
ピンクカラーモデル。

ツインマイナスイオン搭載の
海外対応コンパクトモデル。

軽量タイプ約４１０g

ツインマイナスイオン

※1

※1 500g以下の当社製品　※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です

電圧切換えスイッチ

電圧切換えスイッチ

海外OK
※4

※120/240V時（国内500W）

先玉ボリュームキャッチブラシ



海外OK
※4
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Koizumi Beauty

ポーチ付

ボリュームアップアイロンに
待望のコードレスタイプが新登場。

160°C

パイプ最高温度

ボリュームアップもストレートも簡単。
マイナスイオン機能をプラス。

200°C

プレート最高温度

コードレスボリュームアップアイロン
KHR-6400/VP オープン価格 ○いつでもどこでも使いやすいコードレスタイプ 　

○海外使用OK＆ポーチ付きで旅行にも便利
○巻き始めに便利な「イージークリップ」搭載　
・温度調節:2段階（約120/160℃）　・セラミックコーティング　・パイプ径:25mm

・リチウムイオン充電池　・充電時間:約3時間　・持続時間:約20分　・電源:AC100-240V(充電式)

・付属品:ポーチ、ACアダプター　・サイズ:228(W)×47(D)×49(H)mm　・質量:約165g　

VP（ビビットピンク）4981747061881

仕 様

カラー

特 長

マイナスイオン2WAYブラシアイロン
KHR-6500/VP オープン価格

マイナスイオン

ストレート&カール2WAY

プレート最高温度約200℃

○マイナスイオン機能搭載
○海外使用OKで旅行にも便利　○巻き始めに便利な「イージークリップ」搭載
・マイナスイオン　・温度調節:2段階(約150/200℃)　・パイプ径：32mm　

・プレートサイズ：幅32×長さ108mm　・セラミックコーティング　・メインスイッチ:200-150-OFF　・2WAY切換えスイッチ　・電源：AC100-240V　

・消費電力:約40W　・コードの長さ:約1.7m　・サイズ:約313(W)×49(D)×95(H)mm　・質量:約360g

VP（ビビットピンク）4981747061898

仕 様

カラー

特 長

※1

※1

海外OK
※4

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※1 周囲温度30℃の場合

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※1 周囲温度30℃の場合　

25
パイプ径

mm

32
パイプ径

mm

パイプ最高温度約160℃

コンパクトサイズ

充電式コードレス

コードレスタイプ
KHR-6400/VP

2WAYタイプ
KHR-6500/VP

ロールブラシ感覚で、簡単ボリュームアップ。
2WAYタイプとコードレスタイプが新登場。

簡単に、美しいボリュームアップヘアに。

After

KHR-6500では200℃の高温設定で
しっかりストレートも。

トップは根元から髪をブラシで
持ち上げるようにしてボリュームアップ。

毛先もブラシでキャッチして巻くだけで
かわいいナチュラルカールに。

前髪は内側からブラシでカールさせれば
ふんわりした仕上がりに。

Before

髪質やヘアスタイルに応じて
温度を切り換え(200/150℃)

2段階温度調節

KHR-6500・6300・6200には
マイナスイオン機能を搭載

マイナスイオン吹出口

髪質やヘアスタイルに応じて
温度を切り換え(160/120℃)

2段階温度調節

高温部に手が触れにくい。
肌に高温部が直接触れにくいから初めてでも使いやすい。
※長時間使用した場合、パイプ周辺部分も熱くなります

毛先を挟んで簡単にカールできる。
毛先を挟んでカールできるクリップ付き。短い髪もOK。

先端に出っ張りのある滑らかな
独自の形状で髪をキャッチしや
すく絡まりにくい。

独自形状ブラシ

摩擦による髪ストレスに
配慮したコーティング。

セラミックコーティング

イージークリップ

［イメージ図］
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こめかみや目もとを
心地良くケアするエアーマスク。

Koizumi Beauty

3種類の機能で
目もとをやさしくケア。

AIR
エア機能

4パターン

HEAT
温め機能

High/Low切換え

VIB
振動機能

8パターン

・内蔵メモリ容量：2GB　・USB規格：USB2.0　
・対応音楽フォーマット：MP3
・対応OS：Windows® 10/8.1/8/7/Vista

※ 1曲あたり４分間、128kbpsを基準に計算しています　
　 実際に取り込める曲数は内容によって異なります

お好みの音楽を聴きながら
リラックスタイムを。

※

最大で約500曲のMP3ファイルを
取り込むことができます。

どこでも
アイケア

海外OK
※4

ボリュームアップアイロン
KHR-6100/R オープン価格

○持ち運びに便利なコンパクトサイズ&ポーチ付　○海外使用OKで旅行にも便利
○巻き始めに便利な「イージークリップ」搭載
・パイプ径:32mm　・セラミックコーティング　・電源:AC100-240V　・消費電力:約32W

・パイプ最高温度:約180℃　・コードの長さ:約1.7m　・付属品:ポーチ

・サイズ:約230(W)×52(D)×52(H)mm　・質量:約250g

R（レッド）49817470５５８５９

特 長

仕 様

カラー 

パイプ最高温度約180℃※1

海外OK
※4

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※1 周囲温度30℃の場合　

ポーチ付

どこでも使える
コンパクトタイプ。

180°C

パイプ最高温度

ボリュームアップアイロン
KHR-6000/R オープン価格

○持ち運びに便利なコンパクトサイズ&ポーチ付　○海外使用OKで旅行にも便利
○巻き始めに便利な「イージークリップ」搭載
・パイプ径：25mm　・セラミックコーティング　・電源:AC100-240V　・消費電力:約２３W　

・パイプ最高温度：約180℃　・コードの長さ：約1.7m　・付属品：ポーチ　

・サイズ：約230(W)×45(D)×47(H)mm　・質量：約220g

R（レッド）49817470４９６９８

特 長

仕 様

カラー 

パイプ最高温度約180℃※1

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※1 周囲温度30℃の場合

海外OK
※4

マイナスイオン
ボリュームアップアイロン
KHR-6300/P オープン価格

○マイナスイオン機能搭載　○海外使用OKで旅行にも便利
○巻き始めに便利な「イージークリップ」搭載
・マイナスイオン　・パイプ径:32mm　・セラミックコーティング　・電源:AC100-240V

・消費電力:約38W　・パイプ最高温度:約200℃　・コードの長さ:約1.7m

・サイズ:約280(W)×51(D)×53(H)mm　・質量:約280g　　

P（ピンク）49817470５５８７３

特 長

仕 様

カラー 

パイプ最高温度約200℃

マイナスイオン

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※1 周囲温度30℃の場合　

※1

マイナスイオン＆200℃で、
キレイなしっかりカール。

200°C

パイプ最高温度

パイプ最高温度約200℃マイナスイオンマイナスイオン
ボリュームアップアイロン
KHR-6200/P オープン価格

○マイナスイオン機能搭載　○海外使用OKで旅行にも便利
○巻き始めに便利な「イージークリップ」搭載
・マイナスイオン　・パイプ径:25mm　・セラミックコーティング　・電源:AC100-240V

・消費電力:約33W　・パイプ最高温度:約200℃　・コードの長さ:約1.7m

・サイズ:約280(W)×44(D)×51(H)mm　・質量:約250g　　

P（ピンク）49817470５５８66

特 長

仕 様

カラー 

パイプ最高温度約200℃

マイナスイオン

※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　※1 周囲温度30℃の場合　

※1

25
パイプ径

mm

32
パイプ径

mm

AIR MASK

エアーマスク
KRX-40０0/W オープン価格

○心地よい「エア・温め・振動」機能でこめかみや目もとをケアするアイマスク　
○７モードの組み合わせが楽しめます　○選べる５/10/１５分タイマー　
○ACアダプター、乾電池のどちらでも使える２電源方式
・電源1:AC100-240V　・電源2:DC6V 単3アルカリ乾電池4本（別売）　・付属品:ACアダプター、イヤホン、USBケーブル

・サイズ(マスク):約215(W)×103(D)×80(H)mm　・サイズ(コントローラー):約65(W)×42(D)×142(H)mm　・質量:約510g　

W（ホワイト）4981747051936

特 長

仕 様

カラー 

※4 海外でACアダプターを使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です25
パイプ径

mm

32
パイプ径

mm
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ゴージャスでエレガントな巻き髪、
ボリューミーカール。

ヘアカーラー  KHC-V120/P オープン価格
○しっかりカール細巻き中心のバリエーション　○髪を美しくボリュームアップ
○多様に使える12本タイプ
・6本立スタンド　・電源：AC100-240V　・消費電力：約39W　・カーラーサイズ（φ）：3L35mm・

 LL30mm・L25mm・M21mm　・カーラー本数：12本（3L×2・LL×4・L×4・M×2）

・コードの長さ：約1.2m　・付属品：ワイドクリップ6個、止めピン8本、ハードケース

・サイズ：約277(W)×162(D)×102(H)mm　

・質量：約890g（カーラー、ワイドクリップ、止めピン、ハードケース含む）

P（ピンク）4981747049476

特 長

仕 様

カラー 

しっかり華やかゴージャス

細巻き中心バリエーション。

12
 curlers

ヘアカーラー  KHC-V610/P オープン価格
○しっかりカール細巻き中心のバリエーション　○髪を美しくボリュームアップ
○ポイントカールと携帯に便利な6本タイプ
・4本立スタンド　・電源：AC100-240V　・消費電力：100-120V時 約27W、200-240V時 約29W

・カーラーサイズ（φ）：3L35mm・LL30mm・L25mm　・カーラー本数：6本（3L×2・LL×2・L×2）

・コードの長さ：約1.2m　・付属品：ワイドクリップ4個、止めピン4本

・サイズ：約93(W)×93(D)×44(H)mm　・質量：約316g（カーラー、止めピン、ワイドクリップ含む）

P（ピンク）4981747049506

特 長

仕 様

カラー 

  6
curlers
6

ヘアカーラー  KHC-V600/P オープン価格
○ゆるふわカール太巻き中心のバリエーション　○髪を美しくボリュームアップ
○ポイントカールと携帯に便利な6本タイプ
・4本立スタンド　・電源：AC100-240V　・消費電力：100-120V時 約27W、200-240V時 約29W

・カーラーサイズ（φ）：4L40mm・3L35mm・LL30mm　・カーラー本数：6本（4L×2・3L×2・LL×2）

・コードの長さ：約1.2m　・付属品：ワイドクリップ4個、止めピン4本

・サイズ：約93(W)×93(D)×44(H)mm　・質量：約356g（カーラー、止めピン、ワイドクリップ含む）

P（ピンク）4981747049490

特 長

仕 様

カラー 

  6
curlers

ヘアカーラー  KHC-V800/P オープン価格
○ゆるふわカール太巻き中心のバリエーション　○髪を美しくボリュームアップ　
○多様に使える8本タイプ
・4本立スタンド　・電源：AC100-240V　・消費電力：100-120V時 約27W、200-240V時 約29W

・カーラーサイズ（φ）：4L40mm・3L35mm・LL30mm　・カーラー本数：8本（4L×2・3L×4・LL×2）

・コードの長さ：約1.2m　・付属品：ワイドクリップ6個、止めピン4本、ハードケース

・サイズ：約195(W)×162(D)×102(H)mm　

・質量：約700g（カーラー、ワイドクリップ、止めピン、ハードケース含む）

P（ピンク）4981747049483

特 長

仕 様

カラー 

ゆるふわナチュラルスタイル

太巻き中心バリエーション。

  8
curlers

VOLUMY CURL

普段のカールヘアからパーティースタイルまで、
自由に楽しめるラインナップ。
長持ちカールの作りかた
よく温まったカーラーを巻き、温度が下がるまで待つと、持ちの良い
しっかりカールがクセ付けられます。待つ間はメイクや着替えの時間に使えます。

size

4L
size

3L
size

LL
size

L
size

M

35
mm

30
mm

25
mm

21
mm

40
mm

212530

3L

3540

やわらかくて巻きやすい
髪をしっかりとらえてすべらず
巻きやすい軟質樹脂を採用した
やわらかコーム。

ワイドクリップ
止めあとが残らず簡単に
セットできるワイドクリップ。

海外でも使えるから
旅行に便利
※4 海外で使用される時は、
　　市販のプラグアダプターが必要です

海外OK
※4

海外OK
※4

ヘアカーラー  KHC-V400/P オープン価格

○スタンダード4本タイプ　○髪を美しくボリュームアップ
○前髪の立ち上がりやポイントカールに
・4本立スタンド　・電源：AC100-240V　・消費電力：100-120V時 約27W、200-240V時 約29W

・カーラーサイズ（φ）：3L35mm・LL30mm　・カーラー本数：4本（3L×2・LL×2）

・コードの長さ：約1.2m　・付属品：ワイドクリップ2個、止めピン4本

・サイズ：約177(W)×48(D)×44(H)mm　・質量：約260g（カーラー、止めピン、ワイドクリップ含む）

P（ピンク）4981747049513

特 長

仕 様

カラー 

4
 curlers
4

curlers

ヘアカーラー  KHC-V200/R オープン価格

○携帯に便利なカーラー2本入り　○国内海外兼用タイプ
○コンパクトな収納式プラグのスタンド
・2本立スタンド　・電源：AC100-240V　・消費電力：約16W 　

・カーラーサイズ（φ）：LL30mm

・カーラー本数：2本（LL×2）　・付属品：止めピン2本

・サイズ：約92(W)×46(D)×47(H)mm　・質量：約102g（カーラー、止めピン含む）

R（レッド）4981747049520

特 長

仕 様

カラー 

  2
curlers
2

curlers

収納式プラグ

size

LL
size

MM WIDE
CLIP

別売ヘアカーラー/ワイドクリップ

海外OK
※4

海外OK
※4

海外OK
※4

海外OK
※4

size

4L
size

3L
size

LL

KHC-V25/V
オープン価格
V（バイオレット）4981747049568

・カーラーサイズ（φ）：L25mm
・適温表示マーク
・カーラー本数：2本（L×2）
・付属品：止めピン２本
・サイズ：
 約29(W)×29(D)×67(H)mm
・質量：約20g

○25ｍｍタイプ

KHC-V21/D 
オープン価格
D（オレンジ）4981747049575

・カーラーサイズ（φ）：M21mm
・適温表示マーク
・カーラー本数：2本（M×2）
・付属品：止めピン２本
・サイズ：
 約26(W)×26(D)×67(H)mm
・質量：約16g

○21ｍｍタイプ

KHC-100/P
オープン価格
P（ピンク）4981747002631

・ワイドクリップ２個
・サイズ：
 約65(W)×30(D)×48(H)mm
・質量：約9g

○髪に止めあとが残りにくい
○カーラーをキャッチしやすい

KHC-V40/VP 
オープン価格
VP（ビビッドピンク）4981747049537

・カーラーサイズ（φ）：4L40mm
・適温表示マーク
・カーラー本数：1本（4L×1）
・付属品：ワイドクリップ1個
・サイズ：
 約44(W)×44(D)×67(H)mm
・質量：約40g

○40ｍｍタイプ

KHC-V35/P 
オープン価格
P（ピンク）4981747049544

・カーラーサイズ（φ）：3L35mm
・適温表示マーク
・カーラー本数：1本（3L×1）
・付属品：ワイドクリップ1個
・サイズ：
 約39(W)×39(D)×67(H)mm
・質量：約30g

○35ｍｍタイプ

KHC-V30/R
オープン価格
R（レッド）4981747049551

・カーラーサイズ（φ）：LL30mm
・適温表示マーク
・カーラー本数：2本（LL×2）
・付属品：止めピン２本
・サイズ：
 約34(W)×34(D)×67(H)mm
・質量：約25g

○30ｍｍタイプ

約10分
ボリュームカール

弾むカールが一日中続く

5分
自然なカール

1分
ゆるい
クセくらい

※毛質によって、仕上がりには個人差があります
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キラキラ輝く美人の
コスメティックシリーズ、プチエステ。

○スイングコーム採用
○ストレートヘッドタイプ
○つけまつげ、マスカラ使用後OK　
・電源：DC１.５V 単４アルカリ乾電池１本（別売） 

・サイズ：約２０(W)×21(D)×１４８(H)mm　
・質量：約２１g      

P（ピンク）49817470５６２９０　G（グリーン）49817470５６３０６

特 長

仕 様

カラー 

アイラッシュカーラー
KLC-0９５０/P・G オープン価格

ストレートヘッドで、
まつげの根元から毛先まで。

○２WAYヘッド　○デリケート部分も丁寧にケア
○ノーズケアはチタンコーティング刃を採用　
・電源:DC1.5V 単4アルカリ乾電池1本（別売）

・アタッチメント:フェイスシェーバー、ノーズケア

・アタッチメントのみ水洗いOK

・サイズ:約20(W)×21(D)×148(H)mm　・質量:約27g

VP（ビビッドピンク）49817470５６２７６　W（ホワイト）49817470５６２８３

特 長

仕 様

カラー 

接近OK！
愛されつるすべ肌体験。

フェイスシェーバー＆ノーズケア
KLC-０８３０/VP・W オープン価格

○スイングコーム採用
○カーブヘッドタイプ
○つけまつげ、マスカラ使用後OK　
・電源：DC１.５V 単４アルカリ乾電池１本（別売）

・サイズ：約２０(W)×21(D)×１４８(H)mm　
・質量：約２０g 

VP（ビビッドピンク）49817470５６３１３　R（レッド）49817470５６３２０

特 長

仕 様

カラー 

アイラッシュカーラー
KLC-０９６０/VP・R オープン価格

カーブヘッドで、
一度にまつげ全体を立ち上げ。

素爪ケア&ジェルオフ２WAYネイルケア

ヤスリ部に爪をあて、長さや形を
整えます。※削りカスが飛び散らない
ヤスリカバー付き

1. 形を整える

回転ヤスリ

爪のカーブにそってゆっくりと
甘皮を押上げます。

2.甘皮を押上げる

甘皮押し

最初に「整え（ピンク）」で、表面の
凸凹を取り、「仕上げ（白）」で磨い
てツヤを出します。

3.表面磨き（2種）

仕上げ（白）整え（ピンク）

ヤスリ部に爪をあて、ジェル表面を
少し削り、リムーバーが浸透しや
すい状態にします。

1. ジェルを削る

ジェルヤスリ ジェル除き

リムーバーを含ませたコットンを
削ったジェルの上に置き、アルミ
ホイルを巻いて浸透させます。
※リムーバー、コットン、アルミホイル
　は別途ご用意ください

2.リムーバーで軟化
リムーバーで軟化させたジェルを
やさしく取り除きます。

3.ジェルを除く

まつげの根元から毛先まで。 一度にまつげ全体を立ち上げ。まつげの根元から毛先まで。

P

キャップ装着時 キャップ装着時 キャップ装着時

G VP RG

キャップ装着時キャップ装着時

VP R

キャップ装着時

VP W

ノーズケア
アタッチメント

水洗いOK

アタッチメントのみ

5つのアタッチメントで、
指先うっとり艶体験。

回転ヤスリ 甘皮押し/ジェル除き 整え（ピンク） 仕上げ（白） ジェルヤスリ

VP

W

ネイルケア
KLC-0５６０/VP・W オープン価格

○素爪ケアとジェルオフができる2WAYタイプ　
○ネイルケアがおうちで簡単に　○スピード2段階切換え　
・往復/回転式　・電源：DC1.5V 単4アルカリ乾電池1本（別売）　

・スピード：2段階のHigh-Low切換え　・アタッチメント：回転ヤスリ、表面磨き、

 整え：ピンク×2、 仕上げ：白×2、ジェルヤスリ、ジェル除き/甘皮押し　　

・サイズ：約174(W)×22(D)×21(H)mm　・質量：約33g

VP（ビビッドピンク）4981747049926　W（ホワイト）4981747049933

特 長

仕 様

カラー 

マスカラダマもとかせるサイドコーム まつげをしっかり束ねるeyeフィットカーブ

まぶたのカーブに合わせて
まつげを一気に立ち上げ

マスカラダマもとかせる
細かいコーム

セパレートコーム
まつげをセパレートして
パノラマUP

左右２０度
スイングコーム

左右２０度
スイングコーム

ボリュームコーム
まつげをしっかり束ねて
ボリューム感UP

セパレートコーム
まつげをセパレートして
パノラマUP

ボリュームコーム
まつげをしっかり束ねて
ボリューム感UP

マスカラダマもとかせる

ボリュームコーム セパレートコーム ボリュームコーム セパレートコーム

eyeフィットカーブサイドコーム



広い削り面
削れる面が広いから
使いやすい。

スイングヘッド
上下に動くヘッドが肌に
フィットしてしっかり剃れる。

4段階長さ調節
コームの調節で4段階の
長さが選べます。
※コーム無し含む

水洗いOK

刃部のみ

BODY PARTS CARE 
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スポンジ素材
スポンジ素材で爪に
あてやすい。

ネイルポリッシャー
KLC-0570/P・A オープン価格

○トップコートを塗ったような、美しい爪へ
○2種のアタッチメント付き　○2段階のスピード調節で使いやすい
・電源：DC3V 単4アルカリ乾電池2本(別売)　・スピード：2段階切換え

・付属品：アタッチメント（表面整え×3、表面仕上げ×3）、キャップ　・サイズ:約31(W)×34(D)×128(H)mm　・質量:約79g　

P（ピンク）4981747061317　A（ブルー）4981747061324

特 長

仕 様

カラー 

P W

ボディケアをもっと手軽に、
自宅エステで美しく。

ビキニトリマー
KLC-020０/P・W オープン価格

○ビキニライン専用トリマー　
○4段階の長さ調節コーム付　○スリムヘッド&ボディ
・電源：DC1.5V 単4アルカリ乾電池1本（別売）

・付属品:長さ調節コーム　・刃部のみ水洗いOK

・サイズ：約24(W)×23(D)×137(H)mm　・質量：約45g

P（ピンク）49817470４２２２４　W（ホワイト）４９８１７４７０４２２４８

特 長

仕 様

カラー 

ボディシェーバー
KLC-061０/P オープン価格

※4 海外で充電される時は、市販のプラグアダプターが必要です

○女性用ボディシェーバー
○水洗い構造　○LEDライト搭載
・電源：AC100-240V(充電式)　・ニッケル水素電池

・充電時間：約3時間　・持続時間：約30分　・水洗い構造

・付属品：充電スタンド、掃除ブラシ、キャップ

・サイズ：約53(W)×30(D)×147(H)mm　・質量：約107g

P（ピンク）4981747042217

特 長

仕 様

カラー 

フェイス＆ボディシェーバー
KLC-0７１１/P・A オープン価格

○湯で洗えるから刃についたシェービングクリームなども
　残らず落とせていつも清潔（お湯の温度45℃以下）
・ウブ毛/マユ毛/ボディの3Wayタイプ　・水洗い構造　

・電源：DC1.5V 単４アルカリ乾電池1本（別売）　・アタッチメント：フェイス、マユ、ボディ用シェーバー　　

・付属品：収納スタンド、収納キャップ、ブラシ　・サイズ：約19(W)×16(D)×145(H)mm　・質量：約20g　

P（ピンク）49817470２３００１　A（ブルー）49817470２３０２５　

特 長

仕 様

カラー 

角質ケア
KLC-0341/P・A オープン価格

○電動かかとケアで、手軽に美しいかかとへ
○誤作動を防ぐロック付ON/OFFスイッチ
○２種類のアタッチメント付　
・電源:DC3V 単3アルカリ乾電池2本（別売）

・アタッチメントのみ水洗いOK　・付属品:アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、

 ヘッドカバー、掃除用ブラシ　・サイズ:約62(W)×45(D)×155(H)mm　・質量:約100g　 

P（ピンク）49817470５５５６９　A（ブルー）49817470５５５７６　　

特 長

仕 様

カラー 

水洗いOK

アタッチメントのみ

P A

水洗いOK

ウブ毛・マユ毛・ボディの3Way

フェイス＆ボディケアがオールインワン！

収納スタンド 収納キャップ

マユ用シェーバー

ボディシェーバー

P A 

フ
ェ
イ
ス
シ
ェ
ー
バ
ー

充電スタンド

使い心地バツグン、全身ツルツル美肌。さわりたくなる、美しいかかとへ。

水洗いOK海外OK
※4

自宅でエステ、
艶ピカすっぴんネイル。

表面整え
整えやすりを爪表面に
当て、爪表面の凸凹を
滑らかにします。

表面仕上げ
仕上げやすりを爪表面
に優しく当て、お好みの
ツヤが出るまで磨きます。

表面仕上げ
仕上げや細かい部分のお手入れに。

表面整え
爪表面の凸凹のお手入れに。

細目ローラー
仕上げや細かい部分の
お手入れに。

細目ローラー

粗目ローラー
厚く固くなった角質の
お手入れに。

粗目ローラー

ネイルポリッシャー 別売アタッチメント
KLC-A006 オープン価格

仕 様

・アタッチメント(整え)×５、アタッチメント(仕上げ)×５

・サイズ:約18(W)×18(D)×15(H)mm(１個分)

・質量：約0.4g(１個分)

4981747061980　※KLC-0570各色共通

角質ケア 別売アタッチメント
KLC-A004 オープン価格　

仕 様

・アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)

・サイズ:約61(W)×28(D)×27(H)mm(１個分)

・質量:約30g(１個分)

4981747057273　※KLC-0341各色共通

Ｖライン専用、キュートにお手入れ。

P A

※本機は足裏やかかとの角質を除去するためのものです。体の他の部位には絶対に使用しないでください。



25 26

ヒゲ＆ノーズケア
KMC-0640/S オープン価格

○ヒゲスタイルをデザイン＆鼻毛処理トリマー　
○回転式と往復式の2種類のカッターで鼻毛を徹底処理
○ヒゲの長さ調節、ヒゲの形を整え、スタイリング
・ヒゲの長さ3段階調節(約3/4/5mm)　・電源:DC1.5V 単4アルカリ乾電池1本(別売)

・アタッチメントのみ水洗いOK　・アタッチメント:ヒゲトリマー、鼻毛カッター(回転式/往復式)　

・付属品:ヒゲ用コーム　・サイズ:約26(W)×28(D)×143(H)mm　・質量:約50g

S（シルバー）4981747061430

特 長

仕 様

カラー 

レッグヘアトリマー
KMC-0630/K オープン価格

○すね毛をナチュラルに整えるトリマー
○夏場の短パンスタイルやスポーツシーンで清潔感のある足へ
○3段階の長さ調節コームアタッチメント付き
・毛の長さ3段階調節(約8/10/12mm)　・スキ刈り機能

・電源:DC3V 単4アルカリ乾電池2本(別売)　・刃部のみ水洗いOK

・付属品:長さ調節コーム、掃除用ブラシ　・サイズ:約49(W)×31(D)×140(H)mm　・質量:約96g

 K（ブラック）4981747061423

特 長

仕 様

カラー 

フェイス＆マユシェーバー
KMC-0650/K オープン価格

○顔剃り、眉の輪郭を整える、眉の長さ調節の3WAY　
○アタッチメントが水洗いOKでいつも清潔に
○2種類の眉用コーム付きで長さ調節が可能
・電源:DC1.5V 単4アルカリ乾電池1本(別売)　・アタッチメントのみ水洗いOK

・アタッチメント:フェイスシェーバー、マユシェーバー　・付属品:マユコーム(5mm)、マユコーム(8mm)

・サイズ:約19(W)×16(D)×145(H)mm　・質量:約17g　

 K（ブラック）4981747061997　

特 長

仕 様

カラー 

角質ケア
KMC-0620/K オープン価格

○電動かかとケアで、手軽に清潔感のある足へ
○アタッチメントが水洗いOKでいつも清潔に
○広い削り面の回転ローラー式　
・電源：DC3V  単3アルカリ乾電池2本（別売）　・アタッチメントのみ水洗いOK　

・付属品：アタッチメント×2、ヘッドカバー、掃除用ブラシ

・サイズ：約62(W)×45(D)×155(H)mm　・質量：約100g
K(ブラック）4981747061416　

清潔感は、武器になる。
メンズビューティ。

リセットブラシ
KMC-0600/K オープン価格

○男の頭皮ケアアイテム、音波振動＆静電気抑制ブラシ
○シャンプー前の新習慣、ブラッシングで頭皮の汚れが落ちやすく
○頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン
・電源:DC3V 単4アルカリ乾電池2本(別売)　

・サイズ：約86(W)×55(D)×253(H)mm

・質量：約170g　

K(ブラック）4981747061393

特 長

仕 様

カラー 

ストレートも毛先のカールも
素早くキマる。

髪と頭皮ケアに、
音波振動とブラッシング。

海外OK
※4

ストレートアイロン
KMC-０6１0/K オープン価格

※1 周囲温度30℃の場合　※2 NAKANO商品を次回お求めの際は、全国のヘアサロンにてお買い求めください
※4 海外で使用される時は、市販のプラグアダプターが必要です　

○アイロンとワックスのセット。これだけあればキマるメンズ専用モデル
○うねったくせ毛、はねた寝グセをすばやくストレートに
○毛先のカールアレンジにも使える2WAYタイプ
・ナノセラミックコーティング　・プレートサイズ:幅18×長さ63mm　・電源:AC100-240V

•消費電力：約20W　・プレート最高温度:約160°C　・プレートロック機構　・コードの長さ:約1.5m

・付属品：ワックス(お試しサイズ30g)　・サイズ:約160(W)×26(D)×59(H)mm　・質量:約170g　

K（ブラック）4981747061409 

特 長

仕 様

カラー 

スネをナチュラルに

美しく見せる。

きれいなかかとへ。

電動でラクラク。

ヒゲをデザイン、

鼻のケアも、これ1つ。

水洗いOK

刃部のみ

水洗いOK

アタッチメントのみ

眉を自由にスタイリング、 

顔剃りも。

マユシェーバー マユコーム8mm

マユコーム5mm

音波振動 約6000回転/分

静電気抑制

強力磁気 約２０００ガウス

※1

手のひらサイズ約170g

プレート最高温度約160℃

ナカノ スタイリング 
タント ワックス ７※2
超スーパーハードなホールド
力で躍動感あふれるワイルド
なスタイルを長時間キープ。やわらかエアークッション

音波振動で髪の負担を
減らしながらブラッシング

ブラシヘッドを握り押し
つけて頭皮を刺激

頑固なくせ毛に直しに 毛先のアレンジにも

長さ調節コーム

ヒゲトリマー

回転式鼻毛カッター

往復式鼻毛カッター

交換用アタッチメント

特 長

仕 様

カラー 

水洗いOK

アタッチメントのみ

水洗いOK

アタッチメントのみ




