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安全に関するご注意

TEL.0570（07）5555
TEL.06（6262）3561
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）

●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。

★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。

ご使用中止
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。

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。

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

●このパンフレット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。●当パンフレット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。
●ヴィダルサスーン・VSのロゴは、P&Gの登録商標です。当ブランドの理美容器具はライセンス契約
により企画・製造・販売されています。

販売元

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.
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AUTO CURL IRON
オートカールアイロン
VSA-1110

03

STEAM STRAIGHT IRON
スチームストレートアイロン
VSS-9510　VSS-7101

05

ULTRASONIC MIST IRON
超音波ミストアイロン
VSS-9710

07

CURL IRON
カールアイロン
VSI-3232　VSI-2532

08

MINI HAIR IRON & DRYER
スチームストレートアイロン&マイナスイオンヘアドライヤー
VSS-3002　VSD-1220

09

FAR INFRARED DRYER
遠赤外線ドライヤー
VSD-1260

10

Vidal Sassoon（1928-2012）

ロンドンに生まれ、L.A.で活躍したトップヘアアーティスト。

60年代に女性の髪に革命を起こし、

以来世界のトップモデルのヘアデザインや

ハリウッドスターのヘアメイクなどを務め美容界をリード。

ヴィダル・サスーンは自分のアカデミーを作り、

そこで学んだ生徒達がヘアアーティストとして、

現在も彼の哲学・技術を数多くのサロンで継承している。 

Inspired by the professionals, 

the Tools of Vidal Sassoon are designed to move,

shine and to conform to the modern attitudes.

Pink series Basic series

HOT AIR CURL IRON
ホットエアカールアイロン
VSI-3260　VSI-2560

11

2WAY IRON
2WAYヘアアイロン
VSI-3273　VSI-2573

12

STRAIGHT IRON
ストレートアイロン
VSI-1015　VSI-1018

13

MULTI HAIR IRON ＆ 4WAY IRON
マルチへアアイロン&4WAYヘアアイロン
VSI-1016  VSW-2701

14

MINI HAIR IRON & DRYER
カールアイロン&ヘアドライヤー
VSI-2502　VSD-1230

15

MINUS ION HAIR DRYER
マイナスイオンヘアドライヤー
VSD-1212

16

MINUS ION 2WAY IRON 
マイナスイオン2WAYアイロン
VSI-3250　VSI-2550

17

MINUS ION STRAIGHT IRON
マイナスイオンストレートアイロン
VSI-1019

18



3段階の仕上り調節
4秒：ゆるふわカール
8秒：やわらかいカール
12秒：しっかりカール

VSA-1110/RJ・KJ
オートカールアイロン

オートで簡単、最短4秒。
多彩なカールで本格アレンジ。

オートカールシステム
髪を挟んでスイッチを押すだけで、
自動で巻き取り。美しいカールを
素早く簡単に作れます。

セラミックコーティング
髪に熱をやさしく素早く伝える、
セラミック配合のパイプを使用。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式コード。

スピード
加熱

※1

180 C̊

※右巻きと左巻きを交互に繰り返します。

2 31

毛束を少量取り、本体の
ヒーターが見える面を
頭に向けて挟みます。

本体の巻き取りスイッチ
を押すと、自動的に髪が
巻き取られます。

お知らせ音が鳴ったらスイッチか
ら指を離し、まっすぐおろします。
他の毛束も同様に繰り返します。

How To Style

・消費電力：約25W
・最高温度：約180℃
・時間設定：4/8/12秒
・パイプ：セラミックコーティング
・自動電源OFF機能（約60分後）
・コードの長さ：約1.9ｍ
・サイズ：約268（W）×84（D）×67（H）mm
・質量：約410g
※1 周囲温度30℃の場合

VSA-1110/RJ・KJ
オープン価格　
R（レッド） JAN 4981747068408
K（ブラック） JAN 4981747068415

秒数によって多様なカールが自由自在

ナチュラル ゴージャス

SHORT LONG ARRANGE

秒12秒8秒4
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VSS-9510/KJ

・電源：AC100-240V
・消費電力：約80-120W
・4段階の温度調節（約140/160/180/200℃）
・スチーム機能
・マイナスイオン発生機能
・プレートサイズ：幅32×長さ100mm
・シャイニーブラックコーティング
・自動電源OFF機能（約60分後）
・タンク容量：約9.6cc
・プレートロック機構
・コードの長さ：約1.9m
・付属品：スポイト、ポーチ
・サイズ：約330（W）×40（D）×92（H）mm
・質量：約470g
※1 周囲温度30℃の場合
※2 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。

VSS-9510/KJ
オープン価格　JAN 4981747064493

キューティクルを整えツヤのある髪へ

スチーム ストレートアイロン ※1※2

24時間続く
プロフェッショナル
ストレート。

しなやかに美しく。
スリムボディ＆サイドコーム。

※イメージ図

※イメージ図

センターコーム
プレート上のコームによって、
髪をストレートにとかしながら
ヘアセットが行えます。

スチーム2段階調節
スチーム量が2段階に調節できる
のでお好みのへアセットが可能に。
※スチーム使用の際は、200℃に
　設定してください。

ポータブルポーチ
収納、持ち運びに便利なポー
チ付き。アイロン使用時には
マットとして使えます。
※ヘアアイロン本体が冷めてから
　収納してください。

シャイニーブラックコーティング
黒く、強く、美しいミラー調プレート。
ヴィダルサスーン独自のコーティ
ング技術によって、しなやかでツヤ
のある髪へと導きます。

スチーム&マイナスイオン
大量のスチームで髪はより
きれいなストレートに。
さらに、マイナスイオン機能搭載。

スチーム&マイナスイオン

※イメージ図

※イメージ図

スチーム2段階調節
大量のスチームで髪はよりき
れいなストレートに。
さらに、マイナスイオン機能搭載。

スチーム量が2段階に調整できる
のでお好みのへアセットが可能に。

5段階温度調整 マット
約200°Cまでの高温設定が
可能。自動電源OFF機能付き。

熱くなったアイロンを置いて
おける専用マットを付属。

※スチーム使用の際は、200℃に
　設定してください。

クリスタルブラック
コーティング

サイドコーム

髪に熱をやさしく素早く伝える、
セラミック配合のコーティング
をプレートに採用。

髪をとかしながらヘアセットが
できる着脱式サイドコーム。
粗目と極細の２種類付属。

・消費電力：約180W
・5段階の温度調節（約140/155/170/185/200℃）
・スチーム機能
・マイナスイオン発生機能
・プレートサイズ：幅29×長さ85mm
・クリスタルブラックコーティング
・自動電源OFF機能（約60分後）

・タンク容量：約7cc
・コードの長さ：約1.9m
・付属品：マット、スポイト、
　　　　スムースコーム、キャッチコーム 
・サイズ：280（W）×36（D）×98（H）mm
・質量：約446g
※1 周囲温度30℃の場合

VSS-7101/KJ　オープン価格　JAN 4981747064509

VSS-7101/KJ
スチーム ストレートアイロン ※1

4段階温度調節
約200°Cまでの高温設定が
可能。自動電源OFF機能付き。

使用前の傷んだ髪
キューティクルに損傷・鱗片
の浮き上がりや剥離が見ら
れる。

使用後
キューティクルに鱗片の浮き
上がりや剥離が無く強固に
密着している。

使用前の傷んだ髪
頭髪１本の凸部で見られる
はずの光沢（ハレーション）
が弱く、ツヤが不良。

使用後
とき方によりツヤの見え方が左右さ
れる髪束でなく、髪１本だけで見て、
光沢が生じていて、ツヤが良好。

県立広島大学 名誉教授、薬学博士、NPO法人 日本老化防御医科学センター 三羽 信比古 理事長調べ
VSS-9510/KJでスチーム量最大、200°Cの温度設定で使用（被験者20代～30代女性3名） ※効果は髪質等により個人差があります。

頭髪のツヤ（光沢）が
広い範囲で強い

頭髪のツヤ（光沢）が
一部しかなく弱い

200 C̊ 200 C̊
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5段階温度調節
約180°Cまでの高温
設定が可能。自動
電源OFF機能付き。

ローズゴールドコーティング
美しく輝く、ローズゴールドコー
ティング。ヴィダルサスーン独自の
コーティング技術によって、しな
やかでツヤのある髪へと導きます。

クリスタルデコレーション
美しく輝くクリスタル装飾。
Made with CRYSTALLIZED™
-Swarovski Elementsを使用して
クリエイトされています。

・電源：AC100-240V
・消費電力：約80W
・５段階の温度調節（約120/135/150/165/180℃）
・パイプ径：32mm
・ローズゴールドコーティング
・自動電源OFF機能（約60分後）
・コードの長さ：約1.9m
・付属品：パイプカバー、やけど防止プロテクター
・サイズ：約315（W）×41（D）×75（H）mm
・質量：約390g
※1 周囲温度30℃の場合
※2 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。

VSI-3232/KJ
オープン価格　JAN 4981747066282

フェミニンカールも、
しっかりセット。

32
mm

・電源：AC100-240V
・消費電力：約90W
・５段階の温度調節（約120/135/150/165/180℃）
・パイプ径：25mm
・ローズゴールドコーティング
・自動電源OFF機能（約60分後）
・コードの長さ：約1.9m
・付属品：パイプカバー、やけど防止プロテクター
・サイズ：約318（W）×35（D）×73（H）mm
・質量：約350g
※1 周囲温度30℃の場合
※2 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。

VSI-2532/KJ
オープン価格　JAN 4981747066275

くっきり際立つ、
魅惑のウェーブ。

VSI-3232/KJ・VSI-2532/KJ
カールアイロン （パイプ径32mm/25mm） ※2

25
mm

パイプカバー
収納、持ち運び
に便利なパイプ
カバー付き。

長さ110mmのロングプ
レートで髪をしっかりと
挟み、超音波ミストで潤
いながらスタイリング。

STRAIGHT STYLE

髪をプレートで挟み、本
体のメタルパネルに巻き
つけながら滑らすことで、
ナチュラルカールも簡単。

CURL STYLE

VSS-9710/KJ

・電源：AC100-240V
・消費電力：約120-355W
・4段階の温度調節（約140/160/180/200℃）
・超音波ミスト機能
・マイナスイオン発生機能
・プレートサイズ：幅32×長さ110mm
・シャイニーブラックコーティング
・自動電源OFF機能（約60分後）
・タンク容量：約9cc
・プレートロック機構
・コードの長さ：約1.9m
・付属品：コーム×２、スポイト、ポーチ
・サイズ：約355（W）×38（D）×96（H）mm
・質量：約500g
※1 周囲温度30℃の場合
※2 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。
※3 当社従来品VSS-9700比

VSS-9710/KJ
オープン価格　JAN 4981747067036

ストレート&カール2way Style

超音波ミストアイロン ※1※2

低温でも使える超音波ミストで
髪をいたわりながら
ストレートへ。

※イメージ図
カールも対応 2WAY

4段階温度調節

超音波ミスト

※イメージ図

髪をプレートで挟む度に8秒間
ミストが発生。髪をいたわりな
がら、よりきれいなストレートに。

シャイニーブラックコーティング
黒く、強く、美しいミラー調プレート。
ヴィダルサスーン独自のコーティ
ング技術によって、しなやかでツヤ
のある髪へと導きます。

約200°Cの高温から140℃
の低温まで、ミスト機能は全
ての温度設定で使用可能。
自動電源OFF機能付き。

マイナスイオン

※イメージ図

マイナスイオン機能搭載。

ポータブルポーチ
収納、持ち運びに便利なポーチ
付き。アイロン使用時にはマッ
トとして使えます。
※ヘアアイロン本体が冷めてから
　収納してください。

サイドコーム
髪をストレートにとかしなが
らヘアセットができる着脱式
サイドコーム。

※3 ※3プレート長さ10%UP スリムボディ&軽量化

200 C̊
※1

180 C̊
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VSD-1220/KJ
オープン価格　JAN 4981747066992

・マイナスイオン発生機能
・消費電力：約1200W
・メインスイッチ：HIGH-LOW-OFF
・クールショットボタン
・温度調節スイッチ：HOT-WARM-COOL
・コードの長さ：約1.9m
・付属品：集風器
・サイズ：約202（W）×75（D）×258（H）mm
・質量：約545g

VSD-1260/RJ・KJ オープン価格
R（レッド） JAN 4981747068361　K（ブラック） JAN 4981747068378

・3段階の風量調節
・3段階の温度調節
・コードの長さ：約1.9ｍ
・付属品：集風器

・サイズ：約245（W）×85（D）
　　　　×275（H）mm
・質量：約720g
※3 周囲温度30℃の場合

VSD-1220/KJ
マイナスイオンヘアドライヤー

・消費電力：約42W
・プレート最高温度：約215°C
・スチーム機能
・プレートサイズ：幅18×長さ73mm
・クリスタルブラックコーティング
・タンク容量：約3.5cc
・コードの長さ：約1.7m
・付属品：ポーチ、スポイト、スムースコーム
・サイズ：約193（W）×27（D）×65（H）mm
・質量：約260g
※1 周囲温度30℃の場合

VSS-3002/KJ
オープン価格　JAN 4981747064516

スチーム

※イメージ図

スチームと高温設定で髪は
よりきれいなストレートに。

スムースコーム
くし通りの良い粗目コーム。
髪をとかしながらスムーズ
にヘアセット。

ポータブルポーチ
収納、持ち運びに便利なポーチ
付き。アイロン使用時にはマッ
トとして使えます。
※ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください。

クリスタルブラック
コーティング
髪に熱をやさしく素早く伝える、
セラミック配合のコーティング
をプレートに採用。

本体・モーター

2年保証プロ感覚の操作性、コンパクトドライヤー。

2ヒートコントロール

ACモーター
サロン仕様のACモーター搭載。

着脱式フィルター
ほこりのお手入れができる
着脱式の吸込口フィルター。

スリットノズル
ヘアセットに適したサロン
仕様のスリットノズル。

クールショットボタン

マイナスイオン
マイナスイオン機能搭載。

押す間だけ冷風が出る独立
スイッチ。部分的に集中して
冷風をあてられます。

※イメージ図

2段階の温風温度切換え。
きめ細やかなスタイリングを
楽しめます。

※イメージ図

VSS-3002/KJ
スチーム ストレートアイロン

うるおいを、持ち運び。
ミニサイズで細やかアレンジも。

※1

※1

・マイナスイオン発生機能
・スカルプモード（約60℃  　）
・消費電力：約1200W
・クールスイッチ

※3

VSD-1260/RJ・KJ
遠赤外線ドライヤー

新感覚。
遠赤外線の風で、いたわり美髪。

クールスイッチ
独立した温風／冷風の切り
換えスイッチ。きめ細やかな
スタイリングを楽しめます。

※イメージ図

マイナスイオン
マイナスイオン機能搭載。

※イメージ図

遠赤外線
遠赤外線の風で、髪を
いたわりながら乾かします。

スマートスイッチ
3段階の温度調節と、3段階
の風量調節を組み合わせて、
お好みの風でドライ&セット。

近日発売予定

215 C̊

スカルプモード搭載
スマートスイッチを押して、地肌
をいたわる低温風に切換え。

着脱式フィルター
ほこりのお手入れができる
着脱式の吸込口フィルター。
ACモーター
サロン仕様のACモーター搭載。

PUSH

スリットノズル付

ヴィダルサスーンの遠赤外線ドライヤー※2は、髪の毛の内部まで
熱が届きやすいと考えられる遠赤外線の特性により、低温度でも
髪の水分量を奪うことなく乾かすことができるので、熱や乾燥に
よる髪へのダメージを軽減できていると考えられます。

毛髪診断士 本山典子先生の監修によります。
※1 約40℃の温水で毛束（人毛100％）を3分間洗髪。タオルドライした後、ドライヤーで
5分間乾燥させた後の毛髪水分量を測定。当商品VSD-1260は、比較機VSD-1212による
同試験結果と比較して、乾燥後の毛髪水分量が約18%多かった結果による。効果は髪質等
により個人差があります。（社）国際毛髪皮膚科学研究所 調べ　※2 VSD-1260

熱による髪へのダメージを軽減

SLIDE

髪
の
水
分
量（
％
）

実験前 遠赤外線
なし

（比較機）

遠赤外線
あり

（当商品※2）

11.1 10.1 12.0

18％アップ
遠赤外線なしより

（社）国際毛髪皮膚科学研究所 代表理事
本山典子先生

内閣府認定（社）日本毛髪皮膚科学協会 毛髪診断士認定講師
ヘアケアの専門家として数々の商品企画・開発に携わる。

09 10
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VSI-3273/PJ
● 1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。
● 髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。
● 高温180℃設定で髪型しっかりキープ。

2WAYヘアアイロン

エアリーカールもストレートも、この１台で。 しっかりカールもストレートも、この１台で。

オープン価格 JAN 4981747063434 ● 消費電力：約70W ● パイプ最高温度：約165℃※3 ● プレート最高温度：
約180℃※3 ● パイプ径：32mm ● プレートサイズ：幅32×長さ100mm ● クリスタルピンクコーティング（セラミック
配合） ● 自動電源OFF機能（約60分後） ● 温度調節：約100~180℃※3● コードの長さ：約1.9m ● サイズ：約342（W）
×47（D）×84（H）mm ● 質量：約370g ※3 周囲温度30℃の場合、ストレートアイロン使用時。

32
mm

VSI-2573/PJ
● 1台でカールもストレートも楽しめる2WAYタイプ。
● 髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。
● 高温180℃設定で髪型しっかりキープ。

2WAYヘアアイロン

オープン価格 JAN 4981747065612 ● 消費電力：約55W● パイプ最高温度：約165℃※3 ● プレート最高温度：
約180℃※3 ● パイプ径：25mm ● プレートサイズ：幅25×長さ100mm ● クリスタルピンクコーティング（セラミック
配合）● 自動電源OFF機能（約60分後） ● 温度調節：約100~180℃※3 ● コードの長さ：約1.9m ● サイズ：約342（W）
×43（D）×84（H）mm ● 質量：約350g ※3 周囲温度30℃の場合、ストレートアイロン使用時。

25
mm

クリスタルピンクコート
髪に熱を優しく素早く伝える
クリスタルピンクコーティン
グ。髪の立ち上がりやナチュ
ラルカールがきれいに作れる
径32mmパイプ。

2WAYスタイル
1台でカールもストレートも
楽しめる2WAYタイプ。
きれいに仕上がる
両面ヒーター搭載。

180℃の高温設定
最高温度約180℃で、※3
美しいヘアスタイルを
しっかりとキープ。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式コード。

クリスタルピンクコート
髪に熱を優しく素早く伝える
クリスタルピンクコーティング。
ウェイビーヘアやしっかり
カールがきれいに
作れる径25mmパイプ。

2WAYスタイル
1台でカールもストレートも
楽しめる2WAYタイプ。
きれいに仕上がる
両面ヒーター搭載。

180℃の高温設定
最高温度約180℃で、※3
美しいヘアスタイルを
しっかりとキープ。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式コード。

温風により内側から
ボリュームカール。

温風により内側から
ボリュームカール。

VSI-3260/PJ
● 最高160°C設定でカールをしっかりとキープ。
● 温風により毛束の内側まで熱が浸透。
● 熱と温風でスピーディにスタイリング。

● 最高160°C設定でカールをしっかりとキープ。
● 温風により毛束の内側まで熱が浸透。
● 熱と温風でスピーディにスタイリング。

ホットエアカールアイロン VSI-2560/PJ ホットエアカールアイロン

※１ 周囲温度30℃の場合 ※１ 周囲温度30℃の場合

32
mm

25
mm

セーフティースタンド
＆オートオフ
セーフティースタンド
と自動電源OFF機能
付き。

セーフティースタンド
＆オートオフ
セーフティースタンド
と自動電源OFF機能
付き。

ホットエアスタイリング
パイプの穴から出る温
風により、毛束の内側
まで熱が浸透、スピー
ディーにスタイリング。

クリスタルピンクコート
髪に熱を優しく素早く
伝えるコーティング。
ウェイビーヘアやしっ
かりカールがきれいに
作れる径25mmパイプ。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式
コード。

ホットエアスタイリング
パイプの穴から出る温
風により、毛束の内側
まで熱が浸透、スピー
ディーにスタイリング。

クリスタルピンクコート
髪に熱を優しく素早く
伝えるコーティング。髪の
立ち上がりやナチュラル
カールがきれいに作れる
径32mmパイプ。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式
コード。

160℃の高温設定
最高温度約160℃※１
で、美しいヘアスタイル
をしっかりとキープ。

160℃の高温設定
最高温度約160℃※１
で、美しいヘアスタイル
をしっかりとキープ。

オープン価格 JAN 4981747066985 ● 消費電力：約98W ● パイプ最高温度：約160℃※1 ● パイプ径：32mm 
● クリスタルピンクコーティング（セラミック配合） ● 自動電源OFF機能（約60分後） ● 温度調節：約100~160℃※1 
● コードの長さ：約1.9m ● サイズ：約380（W）×53（D）×76（H）mm ● 質量：約460g

オープン価格 JAN 4981747066978 ● 消費電力：約90W ● パイプ最高温度：約160℃※1 ● パイプ径：25mm 
● クリスタルピンクコーティング（セラミック配合） ● 自動電源OFF機能（約60分後） ● 温度調節：約100~160℃※1 
● コードの長さ：約1.9m ● サイズ：約380（W）×53（D）×76（H）mm ● 質量：約420g

160 C̊
※1

180 C̊
※3

180 C̊
※3

160 C̊
※1
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オープン価格 JAN 4981747063441 ● 電源：AC100-240V ● 消費電力：約30-50W ● プレート最高温度：
約180℃※1 ● プレートサイズ：幅24×長さ70mm ● クリスタルピンクコーティング（セラミック配合） ● コードの長さ：
約1.7m ● 付属品：ポーチ、やけど防止プロテクター ● サイズ：約210（W）×26（D）×32（H）mm ● 質量：約233g

魅惑のロングストレート。

クリスタルピンクコート
髪に熱を優しく素早く
伝えるクリスタルピンク
コーティング。
ロングヘアのセットに
適した120mmスリム&
ロングプレート。

ストレート&カール
ラウンドボディで
カールも楽しめる
2WAYタイプ。

180℃の高温設定
プレート最高温度
約180°Cの本格仕様。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式
コード。

シリコンキャップ
コンパクトに収納できる
シリコンキャップ付き。

VSI-1015/PJ
● 最高180°C設定で髪型しっかりキープ。
● ロングヘアに適した120mmスリム&ロングプレート。
● 髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。

ストレートアイロン VSI-1018/PJ
● 高温180℃設定で髪型しっかりキープ。
● 髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。
● ラウンドボディでカールもできる2WAYタイプ。

ストレートアイロン

ニュアンスカールも思いのまま。

クリスタルピンクコート
髪に熱を優しく素早く
伝えるクリスタルピンク
コーティング。
プレート最高温度
約180℃。※1

ストレート&カール
カールアレンジもしやすい
ラウンドボディ。

プレートロック
コンパクトに収納できる
プレートロック機構。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式
コード。

ポータブルポーチ
収納、持ち運びに便利な
ポーチ付き。
アイロン使用時にはマッ
トとして使えます。

※１ 周囲温度30℃の場合　※２ 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。

オープン価格 JAN 4981747063465 ● 消費電力：約140W ● プレート最高温度：約180°C ※1 ● プレートサイズ：
幅25×長さ120mm  ● クリスタルピンクコーティング（セラミック配合） ● 自動電源OFF機能（約60分後） ● 温度調節ダイ
ヤル：HIGH-MID-LOW● コードの長さ：約1.9m ● 付属品：収納キャップ ● サイズ：約320（W）×30（D）×83（H）mm ● 質量：
約330g ※１ 周囲温度30℃の場合

LONG PLATE
※2

※ヘアアイロン本体が
冷めてから収納してください。

25  120mm 24  70mm

※1

アレンジがマルチに楽しめる。

クリスタルピンクコート
髪に熱を優しく素早く
伝えるクリスタルピンク
コーティング。

ストレート&カール
4つのスタイリングプ
レートにより髪を挟ん
でひねるだけでカール
ヘアも作れる2WAY
タイプ。

180℃の高温設定
プレート最高温度
約180°Cの本格仕様。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式
コード。

シリコンキャップ
コンパクトに収納できる
シリコンキャップ付き。

VSI-1016/PJ マルチヘアアイロン VSW-2701/PJ 4WAYヘアアイロン

1台４役で欲張りスタイル。

※1

● 最高180°C設定で髪型しっかりキープ。
● 4つのスタイリングプレートでカールヘアも作れる2WAYタイプ。
● 海外でも使えるワールドボルテージ対応。※2

オープン価格 JAN 4981747063458 ● 電源：AC100-240V ● 消費電力：約23-60W ● 2段階の温度調節（約
120／180℃）※1 ● メインスイッチ：HIGH-LOW-OFF ● プレートサイズ：幅24×長さ110mm ● クリスタルピンクコー
ティング（セラミック配合 ※内側プレートのみ） ● コードの長さ：約1.9m ● 付属品：収納キャップ ● サイズ：約305（W）
×30（D）×85（H）mm ● 質量：約350g ※１ 周囲温度30℃の場合　※２ 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。

24  110mm
※2

● 1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。
● 髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。
● アタッチメントが収納できる専用ポーチ付き。

※ヘアアイロン本体が冷めてから収納してください。

※2

オープン価格 JAN 4981747066664 ● 電源：AC100-240V ● 消費電力：約46-73W ● パイプ最高温度：約165℃ ※1 
● プレート最高温度：約180℃ ※1 ● パイプ径：19/25mm ● プレートサイズ：幅25×長さ95mm ● クリスタルピンクコーティ
ング（セラミック配合） ● コードの長さ：約1.9m ● 付属品：25mmパイプ/ストレート、19mmパイプ、 32mmカーラー×2、
クリップ×2、ポーチ ● サイズ：約266（W）×34（D）×76（H）mm（25mmパイプ装着時） ● 質量：約313g
（25mmパイプ装着時）※１ 周囲温度30℃の場合　※２ 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。

※19mmパイプに装着イメージ
32mmカーラー

4 WAY

25 95mm

25mmパイプ

1

25mm

2

19mm

3

32mm

4

ストレート
プレート 19mmパイプ

ポーチ付

180 C̊
※1

180 C̊
※1

180 C̊
※1

180 C̊
※1



15 16※3 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。

持ち運びに便利なミニサイズ。

VSI-2502/PJ
● 180℃の高温を実現したハンディサイズのカールアイロン。
● 海外でも使えるワールドボルテージ対応。※2
● 軽くて扱いやすく、持ち運びにも便利なポーチ付き。

カールアイロン

オープン価格 JAN 4981747066824 ● 電源：AC100-240V ● 消費電力：約30-35W ● パイプ最高温度：約
180℃※1 ● パイプ径：25mm ● クリスタルピンクコーティング（セラミック配合） ● コードの長さ：約1.9m ● 付属品：
ポーチ ● サイズ：約230（W）×27（D）×43（H）mm ● 質量：約260g
※１ 周囲温度30℃の場合　※２ 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。

クリスタルピンクコート
髪に熱を優しく素早く伝える
クリスタルピンクコーティン
グ。ウェイビーヘアやしっかり
カールがきれいに作れる
径25mmパイプ。

180℃の高温設定
この小ささで、約180℃の
高温設定。※1

※ヘアアイロン本体が
冷めてから収納してください。

ポータブルポーチ
収納、持ち運びに便利な
ポーチ付き。
アイロン使用時にはマット
として使えます。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式コード。

手のひらサイズで
海外旅行にも。

オープン価格　
P（ピンク） JAN 4981747067005　K（ブラック） JAN 4981747067012　W（ホワイト） JAN 4981747067029
 ● 電源：AC100/220V ● 消費電力：100V時 800W、220V時 1000W ● メインスイッチ：HIGH-LOW-OFF ● コードの
長さ：約1.9m ● 付属品：集風器 ●サイズ：約168（W）×68（D）×195（H）mm ● 質量：約370g

VSD-1230/PJ・KJ・WJ ヘアドライヤー

電圧切換えスイッチ
海外でも使用可能。※3
100/220V地域対応。

コンパクト＆約370gの
軽量ボディで旅行に便利。

軽量タイプ
HIGH/LOWの2段風量切換え。
2スピードコントロール

ほこりのお手入れができる
着脱式の吸込口フィルター。

着脱式フィルター

370g
※3

選べる3co l o r、サロン感覚ドライヤー。

オープン価格
P（ピンク） JAN 4981747055590　K（ブラック） JAN 4981747055613　W（ホワイト） JAN 4981747055606 
● マイナスイオン発生機能 ● 消費電力：約1200W ● メインスイッチ：TURBO-SET-OFF ● クールスイッチ ● コードの
長さ：約1.9m ● 付属品：集風器 ●サイズ：約275（W）×87（D）×255（H）mm ● 質量：約560g

VSD-1212/PJ・KJ・WJ マイナスイオンヘアドライヤー

マイナスイオン
マイナスイオン機能搭載。

クールスイッチ
独立した温風/冷風の切換え
スイッチ。きめ細やかなスタイ
リングを楽しめます。

2スピードコントロール
TURBO/SETの風量切換え。

折り畳み式ハンドル
ひねる動作でコンパクトに折り
畳めます。

※イメージ図

25
mm

※2

180 C̊
※1



※イメージ図

VSI-2550/KJVSI-3250/KJ

くっきりカールも、
ストレートも、
素早く艶スタイリング。

ナチュラルカールも、
ストレートも、
素早く艶スタイリング。

※1周囲温度30℃の場合。ストレートアイロン使用時。 ※2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。

マイナスイオン2WAYアイロン

25
mm

32
mm

マイナスイオン2WAYアイロン
200 C̊※1スピード加熱マイナスイオン 海外使用OK※2

※1周囲温度30℃の場合。ストレートアイロン使用時。 ※2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。

オープン価格 JAN 4981747068460 ●マイナスイオン発生機能 ●電源：AC100-240V ●消費電力：71W 
●4段階の温度調節（約140/160/180/200℃） ●パイプ径：32mm ●プレートサイズ：幅32×長さ110mm 
●パイプ：クリスタルブラックコーティング（セラミック配合） ●自動電源OFF機能（約60分後） ●サイズ：約335
（W）×32（D）×68（H）mm ●質量：約420g

オープン価格 JAN 4981747068453 ●マイナスイオン発生機能 ●電源：AC100-240V ●消費電力：63W 
●4段階の温度調節（約140/160/180/200℃） ●パイプ径：25mm ●プレートサイズ：幅25×長さ110mm 
●パイプ：クリスタルブラックコーティング（セラミック配合） ●自動電源OFF機能（約60分後） ●サイズ：約335
（W）×32（D）×68（H）mm ●質量：約390g

200 C̊※1スピード加熱マイナスイオン 海外使用OK※2

※イメージ図

2WAYスタイル
１台でカールもストレート
も楽しめる2WAYタイプ。
髪の立ち上がりやナチュラ
ルカールがきれいに作れる
径32mmパイプ。

200˚C の高温設定※1
最高温度約200℃で、美し
いヘアスタイルをしっかり
とキープ。4段階の温度調
節機能付き。

マイナスイオン
マイナスイオン機能搭載。

クリスタルブラックコーティング
髪に熱を優しく素早く伝え
るクリスタルブラックコー
ティング。（セラミック配合）

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式コード。

オートオフ
自動電源OFF機能付き。
（約60分後）

2WAYスタイル
１台でカールもストレート
も楽しめる2WAYタイプ。
ウェイビーヘアやしっかり
カールがきれいに作れる径
25mmパイプ。

200˚C の高温設定※1
最高温度約200℃で、美し
いヘアスタイルをしっかり
とキープ。4段階の温度調
節機能付き。

マイナスイオン
マイナスイオン機能搭載。

クリスタルブラックコーティング
髪に熱を優しく素早く伝え
るクリスタルブラックコー
ティング。（セラミック配合）

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式コード。

オートオフ
自動電源OFF機能付き。
（約60分後）

ポーチ付

※イメージ図

VSI-1019/KJ

素早く、
しっかり、
艶ストレート。

※1周囲温度30℃の場合 ※2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。

マイナスイオンストレートアイロン

オープン価格 JAN 4981747068446 ●マイナスイオン発生機能 ●電源：AC100-240V ●消費電力：34W 
●4段階の温度調節（約140/160/180/200℃） ●プレートサイズ：幅24×長さ90mm ●パイプ：クリスタルブ
ラックコーティング（セラミック配合） ●自動電源OFF機能（約60分後） ●サイズ：約290（W）×28（D）×45（H）
mm ●質量：約325g

200 C̊※1スピード加熱マイナスイオン 海外使用OK※2

200˚C の高温設定※1
最高温度約200℃で、美し
いヘアスタイルをしっかり
とキープ。4段階の温度調
節機能付き。

マイナスイオン
マイナスイオン機能搭載。

オートオフ
自動電源OFF機能付き。
（約60分後）

クリスタルブラックコーティング
髪に熱を優しく素早く伝え
るクリスタルブラックコー
ティング。（セラミック配合）

クッションプレート
髪に密着しやすく優しく挟
めるクッションプレート。

プレートロック
収納、持ち運びに便利な
プレートロック機構。

スイベルコード
ねじれや絡まりを防ぐ、
使いやすい回転式コード。

NEW NEW NEW
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