HAIR GOODS

ブラシ・くし

1053
なめらかヘアブラシ（ヘッダー付）

1054
折込なめらかヘアブラシ（PVC ケース）

□入数12× 箱数 20/240
□重量16.0kg□ C/S550×520×490㎜
□原産国J（表示有）
□材質ブラシ : ポリエチレン
柄 : ポリプロピレン
□備考シリコンオイル配合
約 210×43×35㎜耐熱温度 :90℃

ZV9G89I UKLKPN V

□入数12× 箱数 30/360
□重量10.0kg□ C/S500×290×350㎜
□原産国C（表示有）
□材質ポリプロピレン
□備考シリコンオイル配合
約 90 ～ 165×20×20 ～ 30㎜
耐熱温度 :60℃

ZV9G89I UKLK LOV

1112
シャンプーブラシ（ヘッダー付）

1008
ポリ DM ブラシ（ヘッダー付）

1001
ポリロール（袋入）

□入数12× 箱数 30/360
□重量18.5kg□ C/S660×450×460㎜
□原産国C
（表示有）
□材質ブラシ ･ 柄 : ポリプロピレン
□備考約 200×45×35㎜耐熱温度 :80℃

□入数12× 箱数 30/360
□重量17.0kg□ C/S620×460×510㎜
□原産国J（表示有）
□材質ブラシ : ポリエチレン
柄 : ポリプロピレン
□備考約 190×55×55㎜

ZV9G89I UKLK SNV

1042
スケルトンアソート（袋入）

1060
なめらかスケルトンブラシ（ヘッダー付）

□入数12× 箱数 50/600
□重量18.0kg□ C/S620×465×430㎜
□原産国J（表示有）
□材質ポリプロピレン
□備考約 195×45×30㎜
耐熱温度：100℃
抗菌剤入

□入数12× 箱数 50/600
□重量18.0kg□ C/S620×460×430㎜
□原産国J（表示有）
□材質ポリエチレン
□備考約 195×40×25㎜耐熱温度 :60℃
ヒバオイル配合

ZV9G89I UKLKOMRV

1115
ミニ DM 折込アソート（ヘッダー付）
□入数12× 箱数 50/600
□重量15.6kg□ C/S1040×470×230㎜
□原産国C
（表示有）
□材質ブラシ ･ 柄 : ポリプロピレン
□備考約 95 ～ 175×30×25 ～ 35㎜
耐熱温度 :80℃

ZV9G89I UKL LPSV

ZV9G89I UKLKQKLV

1123
シアバター&シルクプロテイン配合折込ブラシ（ヘッダー付）
□入数12× 箱数 50/600
□重量10.0kg□ C/S410×400×330㎜
□原産国J（表示有）
□材質ポリプロピレン
□備考約 95 ～ 180×20 ～ 25×15㎜
耐熱温度：70℃
（シアバター&シルクプロテイン配合）


ZV9G89I UKL MN V

□入数12× 箱数 30/360
□重量 17.7kg□ C/S650×440×480㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ:ポリエチレン柄:ポリスチレン
□備考約 200×50×40㎜

ZV9G89I UKLKPOKV

ZV9G89I UKL LMRV

1113
ノンスリップスケルトン（ヘッダー付）
□入数12× 箱数 50/600
□重量25.0kg□ C/S560×490×410㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ ･ 柄 : ポリプロピレン
□備考約 190×35×30㎜耐熱温度 :80℃

1002
ドライヤーロール（袋入）
□入数12× 箱数 30/360
□重量17.0kg□ C/S615×465×515㎜
□原産国J（表示有）
□材質ポリプロピレン
□備考約190×55×55㎜耐熱温度:80℃

ZV9G89I UKL LNOV

ZV9G89I UKLK MLV

01

02

1114
ローテーションブラシ（ヘッダー付）

1117
カラー DM ブラシ（ヘッダー付）

1004
チョコ DM ブラシ（ヘッダー付）

□入数12× 箱数 50/600
□重量18.0kg□ C/S1220×400×450㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ : ポリプロピレン
柄 : ポリスチレン
□備考約 215×35×35㎜耐熱温度 :80℃

□入数12× 箱数 20/240
□重量15.5kg□ C/S470×450×460㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ : ナイロン柄 : ポリプロピレン
クッション : 合成ゴム
□備考約 210×60×40㎜耐熱温度 :60℃

□入数12× 箱数 20/240
□重量15.5kg□ C/S470×450×460㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ : ナイロン柄 : ポリプロピレン
クッション : 合成ゴム
□備考約 210×60×40㎜耐熱温度 :60℃

1121
チョコなめらかヘアブラシ（ヘッダー付）

1111
ストーン調ブラシ（ヘッダー付）

1110
ポリデンツートン（ヘッダー付）

□入数12× 箱数 20/240
□重量12.8kg□ C/S450×390×460㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ : ポリエチレン
柄 : ポリプロピレン
□備考シリコンオイル配合
約 205×45×35㎜耐熱温度 :80℃

□入数12× 箱数 30/360
□重量30.0kg□ C/S545×460×700㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ : ナイロン柄 :ABS 樹脂
□備考約 215×40×38㎜耐熱温度 :80℃

□入数12× 箱数 30/360
□重量25.0kg□ C/S445×405×670㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ : ポリプロピレン
柄 : ポリスチレン
□備考約 205×40×30㎜耐熱温度 :60℃

ZV9G89I UKL LOLV

ZV9G89I UKL MLTV

ZV9G89I UKL LRMV

ZV9G89I UKL L KV

ZV9G89I UKLK OPV

ZV9G89I UKL LKNV

1118
サロンドクッションブラシ（ヘッダー付）

1006
マジックブラシ（ヘッダー付）

1056
マジックミラーブラシ（ヘッダー付）

□入数12× 箱数 20/240
□重量26.0kg□ C/S520×495×630㎜
□原産国C（表示有）
□材質ブラシ : ナイロン柄 :ABS 樹脂
クッション : ゴム
□備考約 240×75×40㎜耐熱温度 :60℃

□入数12× 箱数 40/480
□重量16.0kg□ C/S540×360×470㎜
□原産国C（表示有）
□材質本体 : ポリプロピレン
ブラシ : 塩化ビニル樹脂 ･ ゴム
□備考約 115×40×20㎜

□入数12× 箱数 40/480
□重量28.0kg□ C/S540×460×550㎜
□原産国C（表示有）
□材質本体 : ポリプロピレン ･ 鏡
ブラシ : 塩化ビニル樹脂 ･ ゴム
□備考約105～200×38～48×23～35㎜

ZV9G89I UKL LSTV

1125
折込セットコーム（ヘッダー付）

1034
セット櫛（ヘッダー付）

□入数12× 箱数 50/600
□重量4.8kg□ C
 /S395×315×185㎜
□原産国J（表示有）
□材質ポリプロピレン
□備考約 120 ～ 210×25×5㎜
耐熱温度 70℃

□入数12× 箱数 50/600
□重量8.5kg□ C/S390×330×220㎜
□原産国J（表示有）
□材質ポリアセタール
□備考約 210×25×3㎜耐熱温度 :100℃

ZV9G89I UKL MPRV

ZV9G89I UKLK QTV

ZV9G89I UKLKNOMV

1079
本つげ櫛（ヘッダー付）
□入数12× 箱数 50/600
□重量7.0kg□ C
 /S350×290×380㎜
□原産国C（表示有）
□材質木（黄楊木）
□備考約 215×28×6㎜耐熱温度 :50℃

ZV9G89I ULKPQKOV

ZV9G89I UKLKRTNV

HAIR GOODS

1039
ポケットコーム（ヘッダー付）
□入数12× 箱数 50/600
□重量8.0kg□ C
 /S370×280×190㎜
□原産国J（表示有）
□材質本体 : ポリスチレン
ケース : 塩化ビニール
□備考約 135×27×3㎜耐熱温度 :80℃
ケース付

ZV9G89I UKLKNTRV
サイズ

サイズ

大

ヘアー
カーラー

小

4176
ソフトボールカーラー大/2P（ヘッダー付）

4177
ソフトボールカーラー小/3P（ヘッダー付）

□入数10× 箱数 45/450
□重量6.5kg□ C/S990×570×610㎜
□原産国C（表示有）
□材質ポリウレタン
□備考直径 : 約 60㎜

□入数10× 箱数 35/350
□重量5.5kg□ C
 /S980×350×730㎜
□原産国C（表示有）
□材質ポリウレタン
□備考直径 : 約 55㎜

サイズ

ZV9G89I UKOLRQ V
サイズ

大

ZV9G89I UKOLR NV
サイズ

中

小

4045
パチットカーラー/大3P（PVCソフトケース入）

4046
パチットカーラー/中4P（PVCソフトケース入）

4047
パチットカーラー/小5P（PVCソフトケース入）

□入数12× 箱数 40/480
□重量17.0kg□ C/S550×520×890㎜
□原産国C
（表示有）
□材質本体 : ポリプロピレン
スポンジ : ポリウレタン
□備考約 40×60㎜

□入数12× 箱数 40/480
□重量19.0kg□ C/S920×610×520㎜
□原産国C（表示有）
□材質本体 : ポリプロピレン
スポンジ : ポリウレタン
□備考約 35×60㎜

□入数12× 箱数 40/480
□重量16.5kg□ C/S800×610×500㎜
□原産国C（表示有）
□材質本体 : ポリプロピレン
スポンジ : ポリウレタン
□備考約 25×60㎜

ZV9G89I UKOKOP V
サイズ

ZV9G89I UKOKOQMV

大

小

4028
ループカーラー/中3P
（PVCソフトケース入）

4029
ループカーラー/小4P
（PVCソフトケース入）

□入数12× 箱数 40/480
□重量8.5kg□ C/S640×445×580㎜
□原産国C
（表示有）

□材質ポリプロピレン ･ ナイロン
□備考約 27×60㎜

□入数12× 箱数 40/480
□重量10.0kg□ C
 /S550×450×500㎜
□原産国C（表示有）

□材質ポリプロピレン ･ ナイロン
□備考約 20×60㎜

ZV9G89I UKOKMS V

サイズ

サイズ

中

ZV9G89I UKOKMTPV

ZV9G89I UKOKORTV

4038
メッシュカーラー/大3P（ヘッダー付）
□入数12× 箱数 40/480
□重量14.0kg□ C/S540×435×630㎜
□原産国C（表示有）
□材質芯 ･ カバー : ポリプロピレン
□備考約 30×70㎜
耐熱温度 :80℃

ZV9G89I UKOKNSRV

03

