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No.18

髪量 : 少なく

髪質 : やわらかい方に

柔らかい天然毛(豚毛)を密集させ、6

行に植え込んだヘアブラシ。平らなブラ

シ面は、ストレートの髪に適していま

す。

No.45

髪量 : ふつう～多い

髪質 : ふつう～硬い方に

大きく湾曲した土台に天然毛(猪毛)

を8行植え込んだヘアブラシ。ブラシの

隙間が広く、髪量が多い方でも髪通り

が良い。

ロールブラシのような性格をもち、ウェー

ブヘアーにも適しています。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ

No.75

髪量 : 少ない～ふつう

髪質 : やわらかい方に

やや盛り上がった土台に天然毛(豚

毛)を6行に植え込んだヘアブラシ。豚

毛としては髪通りが良く、ウェーブヘアー

の髪に適しています。

No.195

髪量 : ふつう～多い

髪質 : ふつう～硬い方に

ボリュームのある柄が特徴的で、様々

な握り方に対応ができます。緩やかな

山型の7行植えがおくれ毛まで残すこ

となくしっかり捉えるので、アップスタイル

に適しています。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ

A

B

ヘアブラシ

4902558589852 4902558589050

82SYM018 82SYM045

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱｰﾌﾞﾗｼ 18 ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 45

\3,800　→　\5,000 \4,000　→　\6,000

縞黒壇 / 純豚毛

約212×52×33 mm / 約68 g 約223×53×39 mm / 約104 g

4902558589845 4902558589074

82SYM075 82SYM195

縞黒壇 / 純猪毛

約220×37×30 mm / 約75 g 約215×55×30 mm / 約63 g

縞黒壇 / 純豚毛 縞黒壇 / 純猪毛

ヘアブラシ

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱｰﾌﾞﾗｼ 75 ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 195

\4,000　→　\5,700 \7,600　→　\9,600
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No.367

髪量 : ふつう

髪質 : やわらかい～やや硬い方に

6行に植え込まれた猪毛と豚毛の混

毛がソフト刺激を与えます。湾曲した

ブラシ面が頭皮に沿うため、マッサージ

効果が高いブラシです。

No.491

髪量 : ふつう～多い

髪質 : ふつう～硬い方に

広い間隔で6行に植え込まれた猪毛

のヘアブラシ。髪通りが良好で、カーブ

した土台によって生え際に沿ったブラッ

シングに適しています。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ

No.780

髪量 : ふつう～多い

髪質 : ふつう～硬い方に

6行に植え込まれたスマートなヘアブラ

シ。斜めにカットされた先端は、耳まわ

りの生え際などの細かい部分の作業に

も対応できます。

No.950

髪量 : かなり少ない

地肌を労わりたい方に

地肌にやさしい二段植ブラシ。先端に

かけて土台が細くなっているため、比較

的扱いやすい形状をしています。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ 約218×45×30 mm / 約69 g 約225×40×35 mm / 約72 g

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 780 ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 950

\3,500　→　\5,600 \4,300　→　\5,600

縞黒壇 / 純猪毛 縞黒壇 / 純豚毛

ヘアブラシ

4902558589128 4902558589098

82SYM780 82SYM950

縞黒壇 / 猪毛 50%、豚毛 50% 縞黒壇 / 純猪毛

約214×43×34 mm / 約86 g 約186×53×32 mm / 約85 g

B

82SYM367 82SYM491

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 367 ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 491

\4,500　→　\6,000 \4,500　→　\6,600

A

ヘアブラシ

4902558589890 4902558589111



マシロン 2022年9月1日～ 価格改定

No.25

髪量 : ふつう～多い

髪質 : 硬い方に

マシロンブランドで最もコンパクトなヘア

ブラシ。髪量が多く、硬い髪質の方に

適しています。

No.38

髪量 : かなり少ない

地肌を労わりたい方に

地肌にやさしい二段植ブラシのハンディ

タイプ。No.950と同様に、先端にかけ

て土台が細くなり、扱いやすい形状を

しています。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ

No.65

髪量 : 少ない

髪質 : やわらかい方に

柔らかい天然毛(豚毛)を使ったハン

ディタイプのソフトブラシ。髪量が少な

く、柔らかい髪質の方に適しています。

No.181

髪量 : ふつう～多い

髪質 : 硬い方に

ブラシ面がラウンドしている為、カールし

た毛先に適しています。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ 約168×32×31 mm / 約53 g 約155×35×30 mm / 約34 g

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 65 ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ NO.181#

\3,000　→　\4,200 ¥2,700

縞黒壇 / 純豚毛 縞黒壇 / 純猪毛

ヘアブラシ

4902558589067 4902558588992

82SYM065 82SYM181

約127×37×31 mm / 約39 g 約173×35×32 mm / 約35 g

B

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 25 ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 38

\3,500　→　\4,600 \3,000　→　\3,700

縞黒壇 / 純猪毛 縞黒壇 / 純豚毛

ヘアブラシ

4902558589043 4902558589104

82SYM025 82SYM038

A
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No.350

髪量 : ふつう

髪質 : やわらかい～やや硬い方に

ゆるやかにラウンドしたブラシ面をもつハ

ンディタイプ。マシロンブランドの中で

は、標準的なブラシです。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ

No.850

長さ:セミロング～ロング

8行に植え込んだ毛足の長いロールブ

ラシ。やや細めの軸を活かした強めの

カールから、長い毛足を活かした柔らか

いカールまで様々なスタイリングに対応

できます。

No.821

長さ:セミロング～ロング

髪質がやわらかい方に

8行に植え込んだ毛足の長いロールブ

ラシ。やや細めの軸を活かした強めの

カールから、長い毛足を活かした柔らか

いカールまで様々なスタイリングに対応

できます。髪質が柔らかい方に適して

います。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ 約215×Φ50mm / 軸Φ15mm / 約48 g 約215×Φ47mm / 軸Φ15 mm / 約47 g

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼﾛｰﾙ 850 ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼﾛｰﾙ 821

\3,800　→　\5,000 ¥3,500

縞黒壇 / 純猪毛 縞黒壇 / 純豚毛

ヘアブラシ

4902558589135 4902558589036

82SYM850 82SYM821

縞黒壇 / 猪毛50%、豚毛50%

約155×35×32 mm / 約47 g

B

82SYM350

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼ 350

\2,800　→　\4,200

A

ヘアブラシ

4902558589005
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No.1209

長さ:ショート～ミドル

部分スタイリング用

8行に植え込んだ毛足の長いロールブ

ラシ。やや細めの軸を活かし、しっかりと

くせをつけたい方に適しています。

※在庫限り終了

No.1028

長さ:ショート

部分スタイリング用

コンパクトなブラシヘッドながら、8行に

植え込んだ本格的なロールブラシ。細

い軸を活かした、しっかりとくせ付けした

い方に適しています。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ

約215×Φ41mm / 軸Φ13 mm / 約33 g 約214×Φ29mm / 軸Φ11 mm / 約36 g

B

ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼﾛｰﾙ 1209 ﾏｼﾛﾝ ﾍｱﾌﾞﾗｼﾛｰﾙ 1028

¥2,800 ¥2,400

縞黒壇 / 純猪毛 縞黒壇 / 純猪毛

ヘアブラシ

4902558589029 4902558589012

82SYM209 82SYM028

A



マシロン 2022年9月1日～ 価格改定

No.10

ウール用

ウール用の洋服ブラシ。ブラシ面がコン

パクトで、扱いやすいサイズ。長い毛足

が弾力性を生みだし、生地をやさしく

整えられます。

No.20

ウール用

ウール用の洋服ブラシ。ブラシ面が広

く、大きな服もサッと手早いケアを可能

にします。長い毛足が弾力性を生みだ

し、生地をやさしく整えられます。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ

No.30

カシミヤ用

柄が長く、軽量で扱いやすいカシミヤ

用の洋服ブラシ。長い毛足が弾力性

を生みだし、生地をやさしく整えられま

す。

JANｺｰﾄﾞ

商品ｺｰﾄﾞ

型番

上代

材質

サイズ 約270×45×52 mm / 約113 g

ﾏｼﾛﾝｶｼﾐﾔﾖｳ NO.30

\5,500　→　\6,300

天然木(塗装仕上げ) / 純豚毛

洋服ブラシ

4902558589883

80SYMW30

約235×65×52 mm / 約142 g 約287×65×52 mm / 約150 g

B

ﾏｼﾛﾝﾖｳﾌｸﾌﾞﾗｼ NO.10 ﾏｼﾛﾝﾖｳﾌｸﾌﾞﾗｼ NO.20

\5,800　→　\8,400 \5,500　→　\7,000

縞黒壇 / 純豚毛 カリン / 純豚毛

洋服ブラシ

4902558589869 4902558589876

80SYMW10 80SYMW20

A


