Professional Use
for Barber shop and Beauty salon

プロフェッショナル アーティストクラブ シリーズ

凄いレザーでシェービングが変わる

※
刀身の重さだけで剃れる。

刀身の重量と重心を追求し、濃いヒゲに対しても
ムダな力をかけずに運行できるバランスを実現。
※新製品評価モニターアンケートより

先端の「丸み」が肌にやさしい
重量バランスとの相乗効果で、
スムーズな
シェービングが実現しました。

しっかり持てる、グリップ感。
レザー／刀身部分の滑り止めが、抜群の操作性を発揮します。 日本剃刀／フェザー史上、最強のグリップ感を実現しました。

刃の出

10°
ヒップアップグリップで持ち手の位置が
ピタッと決まります。

刀身正面

プロフェッショナル

アーティストクラブ SR レザー
（ブラック）

アーティストクラブ SR レザー
（ブルー）

品番 ACSR-RB ¥13,000
全長 本体 143mm ハンドル 128mm 重量 51g

4

902470 776828

アーティストクラブ SR レザー（ピンク）

品番 ACSR-RP ¥13,000
全長 本体 143mm ハンドル 128mm 重量 51g

品番 ACSR-RBL ¥13,000
全長 本体 143mm ハンドル 128mm 重量 51g

4

902470 776842

4

902470 776835

プロフェッショナル

プロフェッショナル

プロフェッショナル

アーティストクラブ SR 日本剃刀
（ブラック）

アーティストクラブ SR 日本剃刀
（ブルー）

アーティストクラブ SR 日本剃刀
（ピンク）

品番 ACSR-NB ¥13,000
全長 159 mm 重量 51g
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プロフェッショナル

プロフェッショナル

902470 776859

品番 ACSR-NP ¥13,000
全長 159 mm 重量 51g

品番 ACSR-NBL ¥13,000
全長 159 mm 重量 51g

4

902470 776873

● 本体はステンレス製。
● レザーのハンドルはスーパーエンジニアリング樹脂製。
● 日本剃刀のハンドルはシリコン

樹脂製。● レザーの本体とハンドルの接合ビスは空回り防止設計です。● 替刃装着部はワンタッチのバネ式を採用。
分解・組立が簡単に行えます。● 替刃はフェザーの専用替刃をお使いください。

4

902470 776866

本体まるごと煮沸消毒OK／消毒は「煮沸消毒」または「エタノール消毒」で行ってください。
※上記以外の消毒の方法については、消毒各器具、薬品の使用方法に従い実施してください。
※次亜塩素酸ナトリウムでの消毒はさけてください。
ハンドルのみの販売も行っております。※詳細は巻末の製品一覧をご覧ください。

日本剃刀用安全カバーはP3に掲載しています。
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● 各製品の寸法及びホルダーの重量（替刃装着時）
は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン
様標準価格
（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

プロフェッショナル アーティストクラブ シリーズ

こだわりを極めた最高級モデル

こだわりのコンケーブ
本レザーの剃り心地を徹底的に追及し造り込んだ、
究極の替刃式ホルダー。
本体はSUS316ステンレス鋼を採用。
耐薬品性と防錆力に優れています。

刀身正面

アーティストクラブRGは、ハンドルのみ販売しております。
※詳細は巻末の製品一覧をご覧ください。

プロフェッショナル

プロフェッショナル

アーティストクラブ DX レザー

アーティストクラブ DX 日本剃刀

品番 ACD-R ¥15,000
全長 本体 145mm ハンドル 128mm 重量 55g

レザー

日本剃刀

品番 ACD-N ¥15,000
全長 162mm 重量 45g

※ホルダーは終売いたしました。

● 本体はステンレス製
（SUS 316）。● レザーのハンドルはスーパーエンジニアリング樹脂製。
● 日本剃刀のハンドルはエラストマー樹脂製。
● レザーの本体とハンドルの接合ビスは空回り防止設計
です。● 替刃装着部はワンタッチのバネ式を採用。分解・組立が簡単に行えます。● 替刃はフェザーの専
用替刃をお使いください。
本体まるごと煮沸消毒OK／消毒は「煮沸消毒」
または
「エタノール消毒」で行ってください。
※加圧蒸気滅菌消毒
（オートクレーブ）
が可能です。※次亜塩素酸ナトリウムでの消毒はさけてください。

アクセサリー 日本剃刀用安全カバー (アーティストクラブ DX／RG／SR／プレーナ専用)
品番 NC-300

¥300

ハンドルのみの販売も行っております。※詳細は巻末の製品一覧をご覧ください。
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● 各製品の寸法及びホルダーの重量（替刃装着時）
は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン
様標準価格
（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

いつもの替刃で究極のなめらかさ ※

※フェザープロフェッショナルブレイドをご使用の場合

優れたコストパフォーマンスを発揮
ステンレス製
本体

究極のなめらかさの秘密
先端の「丸み」
と
「刃の出」の
バランスが、肌への
負担を軽減します。

耐久性
抜群

ソフトな
肌あたり

女性の
お顔剃りに

女性にも扱いやすい形状とバランス

お客様の声

サロン様の声

丸みを持たせた日本剃刀のハンドルは、細やかな操作
性を実現しました。

● 指で柔らかく触れられている様な気持ちよさ

● 女性の顔そりにも最適 ● 扱いやすい

●スプーンの裏でなでられているみたい

● 今までの道具から違和感なく使える

フェザー調べ n= 93

フェザー調べ n= 93

刀身正面

プロフェッショナル

プロフェッショナル

プロフェッショナル

アーティストクラブ SS レザー（ライム）

アーティストクラブ SS レザー（ワイン）

アーティストクラブ SS レザー（ブラック）

プロフェッショナル

プロフェッショナル

プロフェッショナル

アーティストクラブ SS 日本剃刀
（ライム）

アーティストクラブ SS 日本剃刀
（ワイン）

アーティストクラブ SS 日本剃刀
（ブラック）

品番 ACS-RL ¥7,000
全長 本体 144mm ハンドル 124mm 重量 43g

品番 ACS-NL ¥7,000
全長 156mm 重量 44g

● 本体はステンレス製。
● レザーのハンドルはスーパーエンジニアリング樹脂製。
● 日本剃刀のハン
ドルはシリコン樹脂製。● レザーの本体とハンドルの接合ビスは空回り防止設計です。● 替刃はフェ
ザーの専用替刃をお使いください。

品番 ACS-RW ¥7,000
全長 本体 144mm ハンドル 124mm 重量 43g

品番 ACS-NW ¥7,000
全長 156mm 重量 44g

アクセサリー 日本剃刀用安全カバー (アーティストクラブSS専用)

品番 ACS-RB ¥7,000
全長 本体 144mm ハンドル 124mm 重量 43g

品番 ACS-NB ¥7,000
全長 156mm 重量 44g

品番 SNC-500

¥500

本体まるごと煮沸消毒OK／消毒は「煮沸消毒」
または
「エタノール消毒」で行ってください。
※次亜塩素酸ナトリウムでの消毒はさけてください。
ハンドルのみの販売も行っております。※詳細は巻末の製品一覧をご覧ください。
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● 各製品の寸法及びホルダーの重量（替刃装着時）
は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン
様標準価格（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

アーティストクラブホルダー比較表
専用替刃は次のページをご覧ください。

レザー ¥15,000

レザー ¥13,000

日本剃刀 ¥15,000

レザー ¥7,000

日本剃刀 ¥13,000

日本剃刀 ¥7,000

本レザーの剃り心地を追求した
こだわりのホルダー

重みで剃れる、扱いやすい
スタンダードモデル

ソフトな肌あたりで
究極のなめらかさ

熟練の技巧派・深剃りを求める人に

薄いヒゲから濃いヒゲまでスムーズに剃れます

レディースシェービングにもおすすめ

ステンレス製刀身（SUS316）

ステンレス製刀身

ステンレス製刀身

刃の出

刃の出

刃の出

標準刃 1.2mm

標準刃 1.0 mm

標準刃 1.0 mm

プロガード 1.2mm

プロガード 1.0 mm

プロガード 1.0 mm

ソフトガード 1.2mm

ソフトガード 1.0 mm

ソフトガード 1.0 mm

ライトブレイド 0.6mm

ライトブレイド 0.4mm

スーパーブレイド 1.45mm

刀身正面

ライトブレイド 0.4mm

スーパーブレイド 1.25mm

刀身正面

スーパーブレイド 1.25mm

刀身正面

刃先がしっかり見えて細かい作業に最適な

先端の丸みと重量バランスで、
濃いヒゲも

先端の丸みにより荷重が分散され、

コンケーブ形状。

スムーズに剃ることができます。

肌への負担を軽減します。

イメージ図

イメージ図

イメージ図

職人の手作業による

なめらかな剃り心地をサポートする

なめらかな剃り心地をサポートする

ヘアライン加工

サンドブラスト加工

サンドブラスト加工

〈日本剃刀〉

〈日本剃刀〉

〈日本剃刀〉

梨地加工で滑りにくく、指が安定する形状。

あらゆる面に滑り止めが付いているので、

柄が丸いのでどんな持ち方にも対応し、

男性の手に馴染む長めのハンドルです。

濡れた手でもしっくりと馴染みます。

指先で角度が微調整できます。

10°

8°

ハンドル材質

ハンドル材質

6°

ハンドル材質

レザー：スーパーエンジニアリング樹脂

レザー：スーパーエンジニアリング樹脂

レザー：スーパーエンジニアリング樹脂

日本剃刀：エラストマー樹脂

日本剃刀：シリコン樹脂

日本剃刀：シリコン樹脂

日本剃刀：全長162mm

レザー：本体143mm

日本剃刀：全長156mm

日本剃刀：全長159mm

4

重量

レザー：51g
日本剃刀：51g

日本剃刀：45g

レザー：本体144mm
ハンドル124mm

ハンドル128mm

重量

重量

レザー：55g

全長

ハンドル128mm

全長

全長

レザー：本体145mm

レザー：43g
日本剃刀：44g

● 各製品の寸法及びホルダーの重量（替刃装着時）
は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン
様標準価格（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

アーティストクラブシリーズ専用替刃

プロフェッショナルブレイドシリーズ

サロン様支持率

ここが違う！
ガード先端の 丸み”が
優しさを生みます。
”

半円形ガード刃が肌にやさしく接することで、
安全でスムースな運行と永切れを実現します。

プロガード

15枚入 品番 PG-15 ¥1,200
全体厚 0.35ｍｍ
（刃厚 0.15mm ガード厚 0.1mm）

50mm
8mm

DX
1.2mm
SS/SR 1.0mm

発売以来永年支持され続けるベーシックタイプは、
あらゆるヒゲに対応します。

プロフェッショナル 標準刃
20枚入 品番 PB-20 ¥950
刃厚 0.254mm

50mm
8mm

DX
1.2mm
SS/SR 1.0mm

刃の出が少ないため、刃先が肌に深く入り込まず、
軽い肌あたりです。

プロフェッショナル ライトブレイド
20枚入 品番 PL-20 ¥1,000
刃厚 0.254mm

50mm

DX
0.6mm
SS/SR 0.4mm

7.4mm

アーティストクラブSS／SRに装着時のライトブレイドは、他の替刃に比べ刃の
出が少なくなりますので、
キワ剃り等は刃を立てて使用する必要があります。

厚刃のため、濃いヒゲや硬いヒゲでも、
刃先がぶれずに安定した剃り心地です。

プロフェッショナル スーパーブレイド
20枚入 品番 PS-20 ¥1,000
刃厚 0.31mm

50mm
DX
1.45mm
SS/SR 1.25mm

8.2mm

ホルダーは、
アーティストクラブシリーズをご使用ください。

各替刃に
「刃の出寸法」
を記載しています。
寸法はア−ティストクラブホルダーに装着した際の、
当社規格範囲内の平均値です。

刃の出寸法
（刃先までの寸法）

レザー／日本剃刀

レザー／日本剃刀

刃の出寸法
（刃先までの寸法）

刃の出寸法
（刃先までの寸法）

レザー／日本剃刀
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● 表示価格はサロン様標準価格（税別）
です。
● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

今までにない、
やわらかな肌あたりを実現。

おすすめ ●
様に
客
お

女性のお顔そり

カミソリ負けしやすい

うぶ毛の処理

●

こん
な

ガード付
（特許）

敏感肌
お子様向けにも

50mm
8mm

プロフェッショナル ソフトガード
15枚入 品番 PSF-15 ¥1,300
全体厚 0.35ｍｍ
（刃厚 0.15mm
ガード厚〈ウェーブ状ステーを含む〉0.1mm）

ソフトガードを使った
テクニック動画を配信中！

DX
1.2mm
SS/SR 1.0mm

通 信 費はお客 様 の
ご負担となります。

ウェーブ状ステーが、
やさしさの秘密。

で、
レディースシェービングをはじめてみませんか？

《新開発》ウェーブ状ステー＋ガードの効果で、心地良い肌あたりを実現します。

集客用タペストリーも販売しております。

特許
原寸大

効果バツグンのビッグサイズ
PR効果
● 幅 594×高さ 841mm

ステーが毛を起こす
す

〈意匠登録〉
ステー

● 布製 ● 上下ヒモ付

刃

シェービングタペストリー
女性用 グリーン

お肌
肌

品番 STP-GN

ウェーブ状ステーが
お肌の負荷を軽減

ウェーブ状ステー

¥2,500

（イメージ）
ージ）

ガード
刃先拡大図
（イメージ）

プロフェッショナルブレイドの切れ味

替刃を使い分けて顧客満足度アップ！

耐久性を高める刃先加工
マイルド

ライトブレイド

刃先の耐久性を高める三段刃付け
ソフトガード

第3切削

第2切削

第１切削

刃の特性
標準刃

しっかり
シェービング

お客様のニーズ

スーパーブレイド

お客様のニーズ

刃の特性

リラクゼーション
シェービング

プロガード

深剃り

6

● 表示価格はサロン様標準価格
（税別）
です。
● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

Series
安全・快適シェービングを実現するプロ専用ホルダー

Razor
プロフェッショナル エフシステム レザー

アジャスタブル機能
剃り方に合わせて替刃の方向を変える事ができるので、
バックハンドやT型もOK!

アジャストボタン

アジャストボタンを押しながら、
もう一方の手で回転させます。

全長

45°

T字

添付替刃1コ 品番 PF-RW

¥15,000

145mm 重量 43g（替刃は含みません）

全長

180°

● ブラックのハンドルはシリコン樹脂製。
木柄のハンドルは積
層強化木
（マホガニー色）製。● 金属部分はステンレス製。

プロフェッショナル エフシステムレザー
（木柄）

プロフェッショナル エフシステムレザー
（ブラック）
添付替刃1コ 品番 PF-RK

45°

基本位置

¥18,000

消毒：エタノール消毒で行ってください。

145mm 重量 34.5g（替刃は含みません）

※本製品は煮沸消毒対応ではありません。※次亜塩素酸
ナトリウムでの消毒は、長時間にわたるとサビ等の発生が
見られる場合がありますので、
さけてください。
※添付替刃はブラック・木柄とも、エフシステムブレイド サムライエッジとなります。

BLADES
3枚刃

選べる３つの替刃 フェザープロフェッショナルエフシステムブレイド

エフシステムブレイド サムライエッジ
スムーサー

刃先には肌あたりのやさしい
マイルドブレイド機構
セラミックスコーティング
（SiC）加工 刃先にかかる圧力を分散させ、肌への負担を軽減さ
せます。
機構あり

独立ムーブ機構
お肌のわずかな凹凸になじみ、
ヒゲのみをキャッチ。

機構なし
刃

ステー 刃

プロフェッショナル エフシステムブレイド
サムライエッジ
替刃30コ入 品番 PFSE-30B ¥4,500

刃先断面

水で流すだけでヒゲカスすっきり！

イメージ

イメージ

イメージ

3枚刃 エフシステム ブレイド 3

イメージ

お肌

2枚刃 エフシステム ブレイド 2

ウィンドースムーサー

ウィンドースムーサー

プロフェッショナル エフシステムブレイド 2
替刃30コ入 品番 PF2-30B ¥2,200

プロフェッショナル エフシステムブレイド 3
替刃30コ入 品番 PF3-30B ¥4,500

お肌にやさしいガード付き3枚刃

深剃りをサポートする
メタルローラー

ヒゲカス排除機構付き2枚刃
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● 各製品の寸法及びホルダーの重量は、
当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン様標準価格
（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

「簡単」
「安全」
「スピーディー」
これがフェザーの提案するスマートシェービング

プロフェッショナル エフシステム バトラー

試作、モニターを重ね、たどり着いた
ショートハンドルの完成形。
5枚刃では剃れなかった
細かい箇所もラクラク剃れた

訪問理容にて
取り回しの利くバトラーは安全で最適

重量バランスが
絶妙で手が疲れにくい

業界初※ 首振り・固定自由自在。※理容業界における商品化
【首振り-FREE】お肌のあらゆる部位に常に密着し、ストロークが安定します。
スイッチひとつで首振りと
固定が選べます。

【固定-LOCK】これまで剃りづらかった部位が簡単にそれます。

鼻下

あご下

プロフェッショナル エフシステム バトラー
添付替刃3コ 品番 PF-BT ¥4,500
全長 99.8mm 重量 46g（替刃は含みません）

もみあげ

操作性をサポートする重心バランス。
※添付替刃はエフシステムブレイド サムライエッジとなります。

消毒：消毒用エタノール（76.9〜81.4VOL%）
を使用し
てください。
（ただし浸漬はせず、拭き取るか、よく洗い流
してください。）
● 不具合が生じる場合がありますので替刃は必ず外してから
行ってください。● 煮沸消毒はできません。● 次亜塩素酸ナト
リウムでの消毒はサビ等の発生が見られる場合がありますの
で避けてください。● 誤った消毒方法では「器具」や「替刃」に
不都合が生じる原因になりますのでご注意ください。

後ろに重心があるから、
ストロークが楽で取り回しが簡単。

BLADES
3枚刃

選べる３つの替刃 フェザープロフェッショナルエフシステムブレイド

エフシステムブレイド サムライエッジ
スムーサー

刃先には肌あたりのやさしい
マイルドブレイド機構
セラミックスコーティング
（SiC）加工 刃先にかかる圧力を分散させ、肌への負担を軽減さ
せます。
機構あり

独立ムーブ機構
お肌のわずかな凹凸になじみ、
ヒゲのみをキャッチ。

機構なし
刃

ステー 刃

プロフェッショナル エフシステムブレイド
サムライエッジ
替刃30コ入 品番 PFSE-30B ¥4,500

刃先断面

水で流すだけでヒゲカスすっきり！

イメージ

イメージ

イメージ

3枚刃 エフシステム ブレイド 3

イメージ

お肌

2枚刃 エフシステム ブレイド 2

ウィンドースムーサー

ウィンドースムーサー

プロフェッショナル エフシステムブレイド 2
替刃30コ入 品番 PF2-30B ¥2,200

プロフェッショナル エフシステムブレイド 3
替刃30コ入 品番 PF3-30B ¥4,500

お肌にやさしいガード付き3枚刃

深剃りをサポートする
メタルローラー

ヒゲカス排除機構付き2枚刃
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● 各製品の寸法及びホルダーの重量は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン様標準価格
（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

除菌・洗浄用ジェットスプレー

ブッ飛び髭太郎
除菌力で、細菌・カビなどを
ブッ飛ばす！
噴射力で、毛づまり・汚れをブッ飛ばす！

「エタノール」
と
「イソプロピルメチルフェ

ヒゲカスや石鹸カスなど器具に付着した汚れを瞬時

ノール」を配合。

に吹き飛ばす、
ジェット噴射力！

99.99%の除菌力を発揮。
殺菌効果試験

狙った所に
ピンポイント

「ブッ飛び髭太郎」原液に菌液を接種。
5分後に液中の細菌数を測定し、残存菌率を算出。

Wの

除菌
成分

80％
配合

100
︵残存菌率︶

ヒゲカスがこんなに！

モニターの声

80
60

99.99%

40

除菌

20

●お客様へのパフォーマンス力が高い
●カートリッジ刃の目詰まりが一発で

エタノール

0
無処理

解消できました

ブッ飛び髭太郎 原液

モニターの声
● とにかく手軽で使いやすい
● 衛生的で、
使う方も使われる方も気持ちが良い
※器具の消毒は、各地域の保健所が指定した消
毒方法に則って行ってください。※すべての細菌・
カビを除去できるわけではありません。
ブッ飛び髭太郎
品番 BH-260

¥1,300

4 902470 835594

ブッ
飛
動画 び
チェ を
ック！

通 信 費はお客 様 の
ご負担となります。

プロフェッショナル 両刃ブレイド
45mm
18mm

プロフェッショナル 両刃ブレイド

10枚入 品番 PW-10 ¥400
刃厚：0.1mm
専用ホルダーは終売しております。

コンフォートレザー

プレーナレザー

プレーナ日本剃刀

品番 CP-R ¥12,000
全長 本体 145mm ハンドル 129mm 重量 53g

品番 CP-N ¥12,000
全長 154mm 重量 51g

本体まるごと煮沸消毒OK
消毒は「煮沸消毒」
または「エタノール消毒」で行っ
てください。
※次亜塩素酸ナトリウムでの消毒はさけてください。

ハンドルのみの販売も行っております。
※詳細は巻末の製品一覧をご覧ください。

プレーナ専用替刃 プレーナブレイド

10枚入 品番 CPR-10 ¥600
刃厚：0.15mm

日本剃刀用安全カバーはP3に掲載しています。
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● 各製品の寸法及びホルダーの重量（替刃装着時）
は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン
様標準価格
（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

水分たっぷりのジェルでシェービング前後のお肌に潤いを

プレシェーブジェル 軟化

アフターシェーブジェル 緩和

無着色・無香料／水溶性

お肌へのやさしさを求めた先に、
「ジェル」
という答えがありました。

緩和

肌にうるおいをあたえ
みずみずしく保ちます。

優れた保湿力で
肌にハリをあたえます。

保湿成分

ヒアルロン酸

＋

保湿成分

アミノ酸

ジェルが刃の運行をなめらかにしま
すので、肌に負荷がかかりにくい、
やさしいシェービングが施せます。
軟化塗布

なめら かシェービング

軟化

何も塗布
しない

50

＋
保湿成分

ヒアルロン酸

＋
保湿成分

アミノ酸

「緩和」のジェルは、お肌に触れると
しみ込むようになじみます。
ベタつかず心地よい使用感で、施術
後のお肌を弱酸性pH値に導きます。

石鹸塗布

0

保湿成分
（ネイティブエッセンス※）

100

負荷抵抗値（当社独自比較）

※マリンフェンネルの花や葉から抽出した
天然エキスで、
コエンザイムQ10を含有。

こんなお客様には、特におすすめです。
肌荒れや乾燥が気になる

ヒゲ剃り後に肌がひりつく
シェービングは痛いと思っている

プレシェーブジェル 軟化（500g入）
販売名 フェザープレシェーブジェルi

品番 NB-500
店販価格

¥ 2,000
¥ 2,500

プレシェーブジェル 軟化
つめ替用（1,000g入）

アフターシェーブジェル 緩和（250g入）

販売名 フェザープレシェーブジェルi

品番 KB-250
店販価格

品番 NT-1000

販売名 フェザーアフターシェーブジェル i

¥ 2,600
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¥ 1,200
¥ 1,500

アフターシェーブジェル 緩和
つめ替用（500g入）
販売名 フェザーアフターシェーブジェル i

品番 KT-500

¥ 1,800

● 表示価格はサロン様標準価格（税別）
です。
● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

世界中で愛されているヘアカットレザーのスタンダード

スタイリング レザー シリーズ

レギュラータイプ

スタイリングレザー
（ブラック）
添付替刃1枚 品番 SR-K
全長 186mm 重量 29g

¥3,500

スタイリングレザー
（シルバー）
添付替刃1枚 品番 SR-S
全長 186mm 重量 30g

¥3,500

ショートタイプ

スタイリングレザー
（アクアブルー）
添付替刃1枚 品番 SR-AB
全長 186mm 重量 29g

¥3,500

スタイリングレザーS（ブラック）
添付替刃1枚 品番 SRS-K
全長 158mm 重量 27g

¥3,500

スタイリングレザー
（グロスピンク）
添付替刃1枚 品番 SR-GP
全長 186mm 重量 29g

¥3,500

スタイリングレザーS（シルバー）
添付替刃1枚 品番 SRS-S
全長 158mm 重量 28g

¥3,500

スタイリングレザー
（フューシャピンク）
添付替刃1枚 品番 SR-FP
全長 186mm 重量 29g

¥3,500

スタイリングレザーS（オレンジ）
添付替刃1枚 品番 SRS-R
全長 158mm 重量 27g

● 本体は黄銅製、
クロームメッキ仕上げ。ハンドルはABS樹脂製。

¥3,500

スタイリングレザーS（イエロー）
添付替刃1枚 品番 SRS-Y
全長 158mm 重量 27g

¥3,500

● 本体は黄銅製、
クロームメッキ仕上げ。ハンドルはABS樹脂製。
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安全性と使いやすさを追求した
スタイリングレザー専用替刃

スタイリング ブレイド シリーズ

軽くなめらかなカットを実現。

スムースな切れ味は、お客様へ安心感を与えます。

毛先拡大写真

モニターの 84%が支持！
● 髪へのあたりが柔らかい
● 切れ味、
耐久性の高さを実感
● カット時の
「ジョリジョリ音」が

少なく、なめらかな感触
フェザー調べ n=112

58mm

ス イリングブレイド レギュラータイプEX
10枚入 品番 CGEX-10 ¥600
刃厚：0.254mm コームガード厚：0.3mm
9.1mm
コーム先端までの寸法です。

コーム形状

ガード 2mm ブレイド 2mm

58mm

セニング効果によるライトスタイリングの
技が発揮できます。

スタイリングブレイド セニングタイプ
10枚入 品番 TG-10 ¥600
刃厚：0.254mm コームガード厚：0.3mm
9.1mm
コーム先端までの寸法です。

コーム形状

ガード 4mm

ブレイド 2.5mm

ハンドルを自由にカスタマイズ。こだわりのプロフェッショナルに大好評。

スタイリングレザー フレックスハンドル
（パールホワイト）
繰り返し熱することが可能で「自分好
みの握り」が見つかります。

添付替刃1枚 品番 SRF-PW
¥4,500 全長 186mm 重量 30g
● 本体は黄銅製、
クロームメッキ仕上げ。ハンドルは特殊ポリマー製。

レギュラータイプEXとセニングタイプ、機能の異なる2枚の替刃を両サイドにセット。
スタイリングレザーW
キャリングケース付 品番 SR-WD
¥5,500 全長 186mm 重量 39g

カットしやすいオフセットデザイン

エラストマー樹脂採用でソフトなグリップ感

● 本体は黄銅製、
クロームメッキ仕上げ。ハンドルはABS樹脂製。

※「Styling Razor」
「スタイリング」は、
フェザー安全剃刀株式会社の登録商標です。
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● 各製品の寸法及びホルダーの重量（替刃装着時）
は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン
様標準価格（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

女性のフェイスケアのためのシリーズ

小回りのきく

うぶ毛に適した

お肌にやさしい

刃の長さ

ガードピッチ

半円形ガード

プレビューストレート
（ピンク）

プレビューストレート
（ブラック）

プレビューレザー（ピンク）

プレビューレザー（ブラック）

品番 LPB-SP ¥6,000
全長 140mm 重量 30g

品番 LPB-SB ¥6,000
全長 140mm 重量 30g

品番 LPB-RP ¥6,000
全長 本体 122mm ハンドル 106mm 重量 29g

品番 LPB-RB ¥6,000
全長 本体 122mm ハンドル 106mm 重量 29g

本体まるごと煮沸消毒OK／消毒は「煮沸消毒」または「エタノール消毒」で行ってください。
※次亜塩素酸ナトリウムでの消毒はさけてください。

● 本体はステンレス製。
梨地加工により滑らかなシェービングを実現。● ストレートのハンドルはエラスト
マー樹脂製。● レザーのハンドルはスーパーエンジニアリング樹脂製。● 替刃はプレビューブレイドをお使
いください。● 替刃の装着はスライド式なので、安心してセットできます。

ハンドルのみの販売も行っております。※詳細は巻末の製品一覧をご覧ください。

替刃は専用のプレビューブレイドをご使用ください。※他の替刃はご使用できませんので、ご注意ください。
38.5mm
8.5mm

プレビュー専用替刃 プレビューブレイド

10枚入 品番 LPB-10 ¥750
全体厚：0.35mm（刃厚：0.15mm ガード厚：0.1mm）

お肌にやさしい半円形ガード付

フラミンゴシリーズ
携帯に便利な折りたたみタイプ

●ご使用のあと

●ご使用のとき

折りたたむ

まっすぐのばす
頬や額など広い部分に最適

お肌にやさしい
ガード付

まゆ周辺など細かい部分に便利

フラミンゴ S（フェイス用）

36本入 品番 FLS-36 ¥3,000
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フラミンゴML
（まゆ用）

36本入 品番 FLM-36 ¥2,800

● 各製品の寸法及びホルダーの重量（替刃装着時）
は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン
様標準価格（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

お手軽にうぶ毛の処理ができる

静かに処理できて

安心・簡単に

お肌にやさしい

お客様も快適

うぶ毛ケア

ガード付き替刃

※電動トリマーとの比較

ネープレザー

お子様にも

眉まわり

添付替刃1枚 品番 NR-KT ¥3,000
全長 本体 122mm ハンドル 106mm 重量 16g

うぶ毛

えりあし

4 9024 70 611419

替刃は専用のネープブレイドをご使用ください。※他の替刃はご使用できませんので、ご注意ください。
38.5mm

ネープレザー専用替刃 ネープブレイド
8.5mm

10枚入 品番 NP-10 ¥600
全体厚 0.27ｍｍ（刃厚 0.15 ｍｍ、ガード厚 0.06 ｍｍ ）

ガード付

カスタムレザー／カットスペシャル
58mm

取りはずしできるコームガード付
13.35mm

カスタムレザー
添付替刃1枚 品番 CU-R ¥1,500
全長 本体 123mm ハンドル 122mm
重量 32g

4 9 0 2 4 7 0 8 0 10 3 2

カットスペシャル

10枚入 品番 CSN-10 ¥400
刃厚 0.15 ｍｍ

4 9024 70 15051 2

プリエール
エール

プリエールホルダー

ハンドルのみの販売も
行っております。

品番 PLR-R ¥7,000
全長 本体 133mm ハンドル 128mm
重量 27g

プリエールブレイド

20枚入 品番 PLI-20 ¥800

※詳細は巻末の製品一覧を
ご覧ください。

エフ替刃式ハサミ
替刃式ハサミ

エフ替刃式ハサミ50型
品番 F-50

アメリカでも好評を得ている、砥ぐ手間
を省略した画期的な替刃式ハサミです。

¥5,000 重量 31g

4 9 0 2 4 7 0 22 0 0 3 1
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50型替刃（3組）
品番 FB-50 ¥1,600

4 90 2 4 7 0 22 0 0 24
● 各製品の寸法及びホルダーの重量（替刃装着時）
は、当社規格範囲内での平均値です。● 表示価格はサロン
様標準価格（税別）
です。● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。
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両手の指先、手のひら、
手の甲の順に手全体に
塗り広げます。

指の間や手首にもしっかりと。

テモリン

WEBサイトで
コンテンツ
掲載中!

消毒ハンドミルク 480mL
販売名 消毒ハンドクリーンCB
品番 TMR-480 ¥2,000
店販価格 ¥2,900

指定医薬部外品

4 902470 835655

通 信 費はお客 様 の
ご負担となります。
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● 表示価格はサロン様標準価格（税別）
です。
● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

アーティストクラブSRレザー ブラック
（柄）
ネジ一式セット

E-ACSR-RB

1本

¥2,000

12本

4902470776880

E-ACSR-RBL

1本

¥2,000

12本

4902470776903

アーティストクラブSRレザー ピンク
（柄）
ネジ一式セット

E-ACSR-RP

1本

¥2,000

12本

4902470776897

アーティストクラブSR日本剃刀 ブラック
（柄）

E-ACSR-NB

1本

¥2,000

12本

4902470776910

アーティストクラブSR日本剃刀 ブルー
（柄）

E-ACSR-NBL

1本

¥2,000

12本

4902470776934

アーティストクラブSR日本剃刀 ピンク
（柄）

E-ACSR-NP

1本

¥2,000

12本

4902470776927

アーティストクラブSRレザー ブルー
（柄）
ネジ一式セット

￥400
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4902470150512

4902470801032

￥1,500

260mL

消毒剤
テモリン

TMR-480

480mL

￥2,000

18本

4902470835655

DX／RG／SR／プレーナ専用
専用

￥1,600

4902470220024

￥5,000

4902470220031

ロングランナー〈箱入〉ガード付2枚刃
品番 LR-BB〈化粧箱〉

¥130

品番 LR-NB〈のし箱〉

¥130

フラミンゴS 1本入 ギフト
（フェイス用）
〈箱入〉
品番 FLS-1B

¥130

品番 FLS-1B

¥130

エフシステム サムライエッジホルダー

エフシステム替刃
サムライエッジ4コ入

エフシステム替刃
サムライエッジ8コ入

添付替刃2コ 品番 1000SE

品番 SE-4

品番 SE-8

¥750

¥810

¥1,350

フラミンゴS
（フェイス用）

フラミンゴML
（まゆ用）

品番 FLS

品番 FLM

¥285
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¥240

● 表示価格はサロン様標準価格（税別）
です。
● 製品・パッケージのデザイン・仕様等を予告なく変更する場合はご容赦ください。

大阪府東大阪市長田東2-1-11 TEL.06-6746-5300

大阪府東大阪市長田中2-2-36 TEL.06-6746-0111

大阪府大阪市生野区生野西4-1-41 TEL.06-6717-2121

大 阪 府 東 大 阪 市 横 枕 西 9 - 2 1 TEL.0729-62-1101

愛知県名古屋市昭和区村雲町1-25 TEL.052-889-2181

