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〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

TEL.06（6262）3561  FAX.06（6268）1432 Care your scalp easily just by brushing.
Helps reduce hair tangles by sonic-vibration, making smooth and shiny hair.

Reset brush will make beautiful hair by the simple esthetic.



サラ ツヤ 豊
か な 実 り髪 。

ブラッシングするだけで気軽に頭皮ケア、

音波振動の力で絡まりを抑えて、サラツヤな髪に。

美しい髪は、簡単エステのリセットブラシから生まれます。

Scalp Care
&
Glossy Hair
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毛穴が望むこと、
洗うことに必要な...

仕上げのツヤ出し、
深部までの頭皮エステには...

ドライで、リセットブラシ ウェットで、スカルプブラシ
Sca lp  BrushReset  Brush

NR

スカルプ&リセットブラシ
KBE-3500/R・/N   オープン価格

[ 本体 ]
● 音波振動
● 防水設計
● 自動電源OFF機能（約10分）
● アタッチメント取換式

[ スカルプブラシ ]
● 極細ピン
● 頭皮密着設計クラウン構造
● 操作ハンドル

レッド（R） 4981747065421
ゴールド（N） 4981747065438
充電式（専用ACアダプター使用）  AC 100-240V  50/60Hz
使用電池 ： リチウムイオン充電池  DC3.7V
約3時間
約86（W）×64（D）×253（H）mm（リセットブラシ装着時）
約54（W）×53（D）×258（H）mm（スカルプブラシ装着時）
約232g（リセットブラシ装着時）
約196g（スカルプブラシ装着時）
ACアダプター / 掃除用ブラシ
リセットブラシ / スカルプブラシ

・カラー

・電源

・充電時間
・サイズ

・本体質量

・付属品
・アタッチメント

「洗う」＋「整える」＝美しい髪の鉄則 
スカルプ＆リセットブラシの一番の良いところは髪や頭皮が望むことをそれぞれのシーンで
与えられることです。WET状態・DRY状態では、それぞれ髪や頭皮が欲しがっていることは
違います。頭皮や髪の仕組みを考えるからこそ、必要と思うことを、知識と技術を集結させて
完成させたのがスカルプ＆リセットブラシ。２つのアタッチメントを合わせてお使いください。

Made In
JAPAN

[ リセットブラシ ]
● プラチナコーティングピン
● 強力磁気
● クッションベース

整える
髪を

浮かす
よごれを

ゆき渡らす
液剤を

洗う
頭皮を

DRY WET

Scalp & Reset Brush
KBE-3500/R・/N

01N EW

N EW

Scalp &
 R

eset B
rush
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BRRRRR
...

エス・ハート・エス社と共同開発、毛髪診断士 本山先生監修
シャンプーのためのスカルプブラシ。

簡単ブラシエステで頭皮すっきり、サラツヤ美髪。

頭皮密着設計クラウン構造
（特許取得 No.3964227）

ブラックピン
（モアソフト）

ブラウンピン
（ソフト）

シャンプーにもトリートメントにも。
お風呂場で使える防水設計。

約2000ガウスの強力磁気、
約6000回転/分（HIGH時）の音波振動。

ブラシをしっかりホールド。
滑りにくく持ちやすい形状設計。

使いやすい操作ハンドル

ひんやり気持ちよく
頭皮を刺激します。

プラチナコーティングピン

頭皮エステがしやすい、
しっかりサイズ。

大きな幅広ワイドブラシ
やわらかいクッションで
頭皮を心地よく刺激します。

やわらかエアークッション

髪に帯電した静電気を、
ブラシ部を通して逃げやすくします。

静電気抑制

頭皮
シャンプー

お風呂場で
使用可能

頭皮
エステ

静電気
抑制

磁気の力と音波振動
スカルプブラシとリセットブラシを

取換え可能。

2WAY

アタッチメント取換式

防水設計（本体、スカルプブラシ）

毛髪診断士・認定講師 本山 典子先生
PROFILE
ヘアケアの専門家としての知識・技術、シャンプーへの情熱で数々の商品企画・

開発に携わる。さまざまな人種の髪質や文化背景、人体 構造から考える

独自の手技とブラシを使ったオリジナルのシャンプー技術は、その独創性に

富んだ施術が話題となり、ヨーロッパやアメリカ、アジア諸国で高い評価を得る。

現在では（社）国際毛髪皮膚科学研究所の代表理事として知識・技術の指導

普及に努め、商品の企画・開発に携わりながら国内外のテレビ、雑誌などで活動。
BR
RR

RR
...

強力磁気

音波振動

長いピン（小さな先玉）
汚れをかき出す

頭皮を刺激
短いピン（大きな先玉）

384本の極細ピンが頭皮にフィットし、
指では落とせない汚れをやさしくオフ。
頭皮の歯ブラシとして毎日の習慣に。

Scalp &
 R

eset B
rush

Scalp Brush

スカルプブラシ《頭皮シャンプータイプ》
Reset Brush

リセットブラシ《クッションタイプ》
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逆なでブラッシング
首筋あたりから頭のてっぺん
まで、ポニーテールを作る要領で
引き上げます。

7

押しつけ
耳の後ろやこめかみあたりを、
グリグリと押し付けます。

2

首筋あたりにブラシを置き、
プシュプシュと数回押し当て
ます。

バックプッシュ4 サイドブラッシング
耳の上から首筋まで、ブラシを
押し当てながらブラッシング
します。

5

頭のてっぺんから後ろへ、ブラシ
を当てながらプシュプシュと
押し付けます。

トッププッシュ3

おでこの上から後頭部まで、
ブラシを当てながらブラッシング。

トップブラッシング6

髪の流れに沿ってときながら、
毛先のもつれもほぐします。

ブラッシング1

PUSH PUS
HGURI

GURI

PUS
H

PUSH

Reset Brush リセットブラシ

毛髪診断士 本山 典子先生が教える！

《クッションタイプ》

頭皮と髪のために

毎日の簡単ブラシエステ STEP

7

直接触れるのが難しい頭皮ですが、リセット
ブラシならダイレクトに刺激することができ
汚れを落としやすくします。やさしく当てる
ようにブラッシングすることで、頭皮をケア
できます。

頭皮を健やかに保つ1

指では頭皮に届かない ブラシだと頭皮に届く

イメージ図 イメージ図

髪の摩擦力変化 : 乾いた髪全体に逆毛を入れた状態で測定。その後、リセットブラシを
使用して逆毛部分をブラッシング。抵抗値の減少率を測定する（n=6）。
（社）国際毛髪皮膚科学研究所 調べ

通常のブラッシングでは、摩擦によって
髪を傷めてしまう可能性がありました。
しかし、音波振動で髪の絡まりを軽減する
リセットブラシなら、摩擦を抑えて負担なく、
髪のツヤやまとまりを作ることができます。

髪を艶やかで美しく見せる2

頭皮弾力が上がるということは、頭皮に
動きがでて、柔らかく、滞りがない状態。
滞りがないことは、健康な髪作りにつながり
ます。また、お顔と一枚で繋がっている頭皮に
弾力がないと、顔のシワやたるみの原因にも
つながりかねません。

頭皮弾力アップ3

皮膚弾力変化 ：リセットブラシを使用し、髪がドライの状態でブラッシング。
前後の頭皮弾力を測定。ブラッシング時間2分(n=6)。  （社）国際毛髪皮膚科学研究所 調べ 記載のコメントなどは、（社）国際毛髪皮膚科学研究所  本山 典子先生（毛髪診断士）の監修によります。

100

50

（%）0
ブラッシング前 ブラッシング後

72.9 95.4

いつブラッシングするのがいい？

朝は、髪のもつれをとって美しくするためと、頭皮のリフ
レッシュにも。夜は、シャンプー前の汚れ落しと、おやすみ
前のリラックス効果が期待できますよ。

基本は朝と夜の２回です。

どれくらいの力でブラッシングするものなの？

ブラシを頭皮に当てるときは、イタ気持ちいいを基準に。
ブラッシングするときは、やさしくゆっくりがオススメです。

気持ちいいと感じる程度の押し当てで。

&Reset Brush
Before...

After!

ブラッシング後の摩擦抵抗値

10

5.0

（N）0
ブラッシング前 ブラッシング後

9.0 1.1

摩擦抵抗値

減少
87.6%

美髪ブラッシング講座 VOL.1“ ”

ブラッシング後の頭皮弾力性の変化
頭皮弾力

アップ
30.8%

Scalp &
 R

eset B
rush
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すすぎ洗い
シャンプーをつける前に、頭皮と
髪をよくすすぎます。

1

ブラシでシャンプー
トップは生え際、サイドは耳横、
バックは襟足から、頭頂部に
向かいすべらせるようにブラッ
シングします。
※髪が多い方、しっかりとブラシを届かせたい
場合はブラシを縦方向にしてください。

3 ブラシでトリートメント
髪の毛1本1本に万遍なくトリ
ートメントをブラシで馴染ませ
ます。少し時間を置いてから
トリートメントをブラシでとかし
ながらすすぎます。

4

After!

Before...

髪全体にシャンプー剤が行き
渡るよう、手で軽く泡立てます。

手で軽く泡立てる2ブラシの持ち方
ブラシのハンドル部分と柄の
2種類の持ち方でブラッシング
します。

Scalp Brush スカルプブラシ

スカルプブラシで“毛穴スッキリ”！ 

《頭皮シャンプータイプ》

ボリューム感は毛髪の
美しさで決まる4

毛穴の汚れは、髪の発育不全、フケ・かゆみ・
臭いの原因だけでなく、汚れが重みとなり、
ボリュームダウンの原因にもなりかねません。
指だけでは洗えない毛穴の汚れ、頭皮を
ブラシを使って隙間なく丁寧に洗えることは、
艷やかでボリューム感のある髪へ導きます。

スカルプブラシでシャンプー後の毛穴比較

毛穴局所変化 : スカルプブラシを使用し約2分間洗髪を行う（本山先生施術）。
ビフォー・アフターの毛穴をマイクロスコープで観察。  （社）国際毛髪皮膚科学研究所 調べ

Before After

約75%
不満

スカルプブラシは、シャンプー時はキメ細
やかな泡立ちになり、頭皮や髪への負担を
軽減し、汚れの落ち方に差をつけます。トリート
メント時には、極細ピンが髪1本1本に行き
渡らすことを可能にし艶やかな仕上がりに
導きます。

効率の良いシャンプーで
美しい髪を6 スカルプブラシ使用後のキューティクルの変化

キューティクル変化 ： スカルプブラシを使用し約2分間洗髪を行う（本山先生施術）。
ビフォー・アフターの髪を切り取り、電子顕微鏡で観察。　（社）国際毛髪皮膚科学研究所 調べ

Before After

まずは臭いの原因となる皮脂や汚れをきちんと
取り除いて増やさないことです。スカルプ
ブラシを使って指では届かない毛穴の汚れ
までしっかり洗い、洗髪後はすぐにきちんと
頭皮を乾かしましょう。

気になる頭皮の臭い軽減5
1 3人中 9人が
頭 皮の 臭 い 軽 減
香気・臭気変化 ： 試験当日5日前より、全員
同じシャンプーを使用することを指定。
同じシャンプーを使用したうえで、スカルプブラシで
シャンプーを行い、シャンプー後即時測定。
使用時間 合計平均約2.5分
（社）国際毛髪皮膚科学研究所 調べ

臭い
軽減

384本のピンが頭皮に密着
「頭皮の歯ブラシ」スカルプブラシ

手でのシャンプー不満
□めんどくさい
□頭皮の臭いが残る
□自分で洗っても
  あまり気持ちよくない
□毛穴の汚れ・かゆみが残る
□手が疲れる 毛髪診断士

本山 典子先生

約75%の人が手でのシャンプーに何らかの不満を抱いてます。

毎日のシャンプーは本来とても気持ちが良いもの
なのですが「一生懸命洗っているつもり」でも、
手でのシャンプーはしっかりと洗えていなかったり、
ご不満を感じている方がたくさんいらっしゃるん
です。みなさんは、気持ちよく洗えてますか？

記載のコメントなどは、（社）国際毛髪皮膚科学研究所  本山 典子先生（毛髪診断士）の監修によります。

※ヘアケアに関する意識調査（インターネット調査） N=500 自社調べ

スカルプブラシ使用後の臭いの変化

毛髪診断士 本山 典子先生が教える！

美髪ブラッシング講座 VOL.2“ ” 髪と頭皮の新シャンプー習慣 STEP

4

Scalp &
 R

eset B
rush
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リセットブラシにプレミアムアイテムが誕生!! 磁気と音波振動の力だけでなく、
マイナスイオンで髪に潤いを与えて、もっとサラツヤに。

頭皮エステがしやすい、
しっかりサイズ。

約2000ガウスの強力磁気
約6600回転/分（High時）の音波振動

やわらかいクッションで
頭皮を心地よく刺激します。

大きなブラシサイズ

磁気の力と音波振動

髪に帯電した静電気を、
ブラシ部を通して逃げやすくします。

静電気抑制やわらかエアークッション

ひんやり気持ちよく
頭皮を刺激します。

プラチナコーティングピン

BRRRRR...

マイナスイオンで潤いをプラス

プレミアムなサラツヤ髪に

マイナスイオンリセットブラシ（クッションタイプ）
KBE-2400/W・/P   オープン価格

マイナスイオンを噴射して
髪に潤いを与えます。

マイナスイオン

・音波振動
・強力磁気
・カラー

・電源
・サイズ
・質量

・マイナスイオン・プラチナコーティングピン
・クッションベース
ホワイト（W） 4981747063779
ピンク（P） 4981747063786
DC3V 単4アルカリ乾電池2本（別売）
約86（W）×55（D）×253（H）mm
約185g W P

-Minus Ion-
Cushion Type

KBE-2400/W・/P

02

Cushion Type  -M
inus Ion-
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音波振動で髪の絡まりをほぐし、やわらかクッションとメタルピンで頭皮を心地よく刺激。
ブラッシングするだけで、頭皮と髪をシンプルケアできるリセットブラシです。

頭皮エステがしやすい、
しっかりサイズ。

約2000ガウスの強力磁気
約6000回転/分の音波振動

髪に帯電した静電気を、
ブラシ部を通して逃げやすくします。

やわらかいクッションで
頭皮を心地よく刺激します。

VP P W

大きなブラシサイズ

磁気の力と音波振動

静電気抑制

やわらかエアークッション

ひんやり気持ちよく
頭皮を刺激します。

プラチナコーティングピン

BRRRRR...

頭皮から毛先まで

髪サラツヤになるブラシエステ

・電源 DC3V 単4アルカリ乾電池2本（別売）

・音波振動 ・プラチナコーティングピン

・強力磁気 ・クッションベース

・サイズ

・質量 約170g

約86（W）×55（D）×253（H）mm

・カラー ビビッドピンク（VP） 4981747066794
ピンク（P） 4981747066800
ホワイト（W） 4981747066817

KBE-2812/VP・/P・/W オープン価格

Cushion Type
KBE-2812/VP・/P・/W

03

N EW

N EW リセットブラシ（クッションタイプ）

Cushion Type

14



ひんやり気持ちよく
頭皮を刺激します。

プラチナコーティングピン

Cushion Type

N
orm

al Typeガーリーな3 c o l o r s。お出かけ先でも、

頭皮すっきり、髪サラツヤ

P VP W

・電源 DC3V 単4アルカリ乾電池2本（別売）

・サイズ

・質量 約100g

・付属品 ポーチ

約80（W）×55（D）×118（H）mm

・カラー ピンク（P） 4981747063793
ビビッドピンク（VP） 4981747063809
ホワイト（W） 4981747063816

リセットブラシ（クッションタイプ）
KBE-2821/P・/VP・/W オープン価格

・音波振動 ・プラチナコーティングピン

・強力磁気 ・クッションベース

VP P Y

VP P G

・カラー VP（ビビッドピンク） 4981747061713
P（ピンク） 4981747061720
G（グリーン） 4981747061737

・電源 DC3V 単4アルカリ乾電池2本（別売）

・音波振動   ・メタルピン   ・強力磁気

・サイズ

・質量 約95g

約55（W）×45（D）×235（H）mm

KBE-2901/VP・/P・/G
リセットブラシ（ノーマルタイプ）

オープン価格

・カラー VP（ビビッドピンク） 4981747061744
P（ピンク） 4981747061751
Y（イエロー） 4981747061768

・電源 DC3V 単4アルカリ乾電池2本（別売）

・音波振動   ・メタルピン   ・強力磁気

・サイズ

・質量 約97g

使用時 : 約40（W）×40（D）×225（H）mm
収納時 : 約40（W）×45（D）×121（H）mm

KBE-2911/VP・/P・/Y
リセットブラシ（ノーマルタイプ）

オープン価格

やわらかエアークッションの心地良い刺激で、頭皮と髪をシンプルケアできるコンパクトタイプ。
バッグに入れておでかけしたくなるような、カモフラとヒョウ柄の３色展開になりました。

強力磁気

音波振動

強力磁気

音波振動

Pi
nk

 C
am

oufl
age Vivid Pink L

eopard 

Gr
een

 Camouflage

約1000ガウス

約1000ガウス

約6000回転/分

約6000回転/分

使いやすい！

サラツヤ実感ブラッシング
女性にちょうどいいサイズを採用したリセットブラシの長細タイプ。

髪をとかせば、すぐにサラツヤ髪に。

パタンとたためる！

携帯用リセットブラシ
２つに折りたためるので、バッグやポーチにも入れやすい

携帯用のリセットブラシ。

手のひらにすっぽり
収まるミニサイズ。

手のひらサイズ

持ち運びに便利な
ポーチが付属しています。

ポーチ付

約100 0ガウスの強力磁気
約600 0回転/分の音波振動

磁気の力と音波振動
髪に帯電した静電気を、

ブラシ部を通して逃げやすくします。

静電気抑制

やわらかいクッションで
頭皮を心地よく刺激します。

やわらかエアークッション

BRRRRR...
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選
べて

嬉しいラインナップ

下記のような医療用電気機器をお使いの方は絶対に使用しないでください。
医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがあります。

●ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器 ●人工心肺などの生命維持用医療用電子機器 ●心電計などの装着型の医療用電子機器

●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ことがあります。
●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・デザインとも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うえ、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。

2018年 10月作成

愛情点検 ★長年ご使用の電気器具の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
●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。

ご使用中止

このような症状のときは、
故障や事故防止のため、
スイッチを切り、必ず販売店
にご相談ください。

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ

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

お客様相談窓口 ナビダイヤル TEL.0570（07）5555
（全国共通番号）TEL.06（6262）3561

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・夏季休業・年末年始を除く）

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。
取扱説明書はホームページからでもご覧いただけます。

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貴重な資源が使われて
おります。ご使用済の商品の廃棄に際しては、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
などを貼って、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。

充電池リサイクルに
ご協力を

http://www.jbrc.com

リセットブラシ比 較 表 ITEMS
6

R
eset B

rush Line U
p

KBE-2400 KBE-2812 KBE-2821 KBE-2901 KBE-2911KBE-3500

マイナスイオン

特長 頭皮エステ
サラツヤ美髪

頭皮エステ
サラツヤ美髪 サラツヤ美髪 サラツヤ美髪頭皮エステ

サラツヤ美髪

頭皮シャンプー
頭皮エステ
サラツヤ美髪
スカルプケア

プラチナ
コーティングピン

プラチナ
コーティングピン メタルピン メタルピンメタルピン

頭皮を心地よく刺激
プラチナ

コーティングピン
プラチナ

コーティングピン

スカルプブラシ

約86×55×253mm 約80×55×118mm

使用時
約40×40×225mm

収納時
約40×45×121mm

約55×45×235mmサイズ
幅×奥行×高さ

約86×55×253mm

リセットブラシ
約86×64×253mm

約185g 約100g 約95g 約97g質量 約170g

強力磁気 約2000ガウス 約1000ガウス 約1000ガウス 約1000ガウス約2000ガウス約2000ガウス

約6600回転/分
（High時）

約6000回転/分
（High時） 約6000回転/分 約6000回転/分 約6000回転/分音波振動

髪の絡まりを軽減
約6000回転/分

エアークッション
やわらかいクッションで
頭皮に心地よい刺激

静電気抑制

持ち運び
ポーチ付 折りたたみタイプ

防水設計 本体
スカルプブラシ

スカルプブラシ
約54×53×258mm

リセットブラシ
約232g

スカルプブラシ
約196g

N EW N EW
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