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どんな雰囲気のお部屋でもしっくりくるパッケージ。中身が一目で把握できる透明パッケージです。

( スムーサー付 ) (スムーサー付)

業務用アジアNo.1のシェア

新研磨技術で優れた切削力!!

シェービングジェル入り
○受注生産（納期 約２週間）

2g 7g

7gは別売りも可能
※詳細はP３１参照

ヘアーブラシ ・ コーム

ヘアーアイテム コットンセット

キャップ付

(スムーサー付 )

TG-702TD-708

( スムーサー付 )

TG-711

業務用アジアNo.1のシェア

新研磨技術で優れた切削力!!

業務用アジアNo.1のシェア

新研磨技術で優れた切削力!!

業務用アジアNo.1のシェア

新研磨技術で優れた切削力!!

TP-900 FRA-100

ハミガキ液付 歯間ブラシ

キシリトール
薬用4.5g

白３g　

コンパクトヘッド（２１穴）

□全長：９０ｍｍ
□パッケージサイズ：W３３×H１３０mm　
□材質：ポリプロピレン　
□原産国：台湾　□入数：1,０００本（1Ｃ/５００本×２箱）

57111000
Ｌ型歯間ブラシ

ロングハンドル
柔らかいナイロン毛（２５穴）柔らかいナイロン毛（２８穴）植毛カラー豊富（２５穴）

□全長：１８１ｍｍ
□パッケージサイズ：W２２０×H42.5mm　
□毛穴：２8穴
□ハンドル材質：ポリプロピレン/ポリスチレン
□植毛材質：ナイロン
□原産国：日本
□入数：1,２００本（1Ｃ/３００本×４箱）
□カートンサイズ ： W365×Ｈ572×Ｄ467mm

ハブラシ ID-14

□全長：１８５ｍｍ
□パッケージサイズ：W２２０×H42.５mm　
□毛穴：２5穴
□ハンドル材質：ポリプロピレン/ポリスチレン
□植毛材質：ナイロン
□原産国：日本
□入数：1,０００本（1Ｃ/２５０本×４箱）
□カートンサイズ ： W365×Ｈ572×Ｄ467mm

ハブラシ ID-03

80504010 11015102

□全長：１６４ｍｍ　□パッケージサイズ：W２００×H42.5mm　
□毛穴：２１穴　□ハンドル材質：ポリプロピレン　
□植毛材質：ポリプロプレン　□原産国：日本　
□入数：1,４００本（1Ｃ/３５０本×４箱）　
□カートンサイズ ： W365×Ｈ572×Ｄ467mm

ハブラシ ID-00 白 3g
80505010 11015500
ハブラシ ID-00 薬用 4.5g

カミソリ 2枚刃首固定

□全長：1０５ｍｍ
□パッケージサイズ：W57.5×H150mm　
□ハンドル材質：ポリプロピレン
□刃：ステンレス鋼　□原産国：韓国
□入数：1,2００本（1Ｃ/３００本×４箱）
□カートンサイズ ： W４２５×Ｈ５０１×Ｄ６６４mm

カミソリ TD-708

86511313 20005000

□全長：108ｍｍ(TG-702)･120ｍｍ(TG-711)
□パッケージサイズ：W57.5×H150mm(TG-702)
                                W57.5×H165mm(TG-711)　
□ハンドル材質：ポリプロピレン
□刃：ステンレス鋼　□原産国：韓国
□入数：1,2００本（1Ｃ/30０本×４箱）TG-702
　　　　1,０００本（1Ｃ/２５０本×４箱）TG-711
□カートンサイズ ： W４２５×Ｈ５０１×Ｄ６６４mm

カミソリ TＧ-702／ TＧ-711

86391306 21005010

□全長：1２０ｍｍ
□パッケージサイズ：W57.5×H16５mm　
□ハンドル材質：ポリプロピレン
□刃：ステンレス鋼　□原産国：韓国
□入数：1,０００本（1Ｃ/２５０本×４箱）
□カートンサイズ ： W４２５×Ｈ５０１×Ｄ６６４mm
○（F受注生産）

カミソリTP-900

86519203 27505000

□全長：1３０ｍｍ
□パッケージサイズ：W90×H17５mm　
□ハンドル材質：ポリプロピレン
□刃：ステンレス鋼　□原産国：韓国
□入数：８００本（1Ｃ/２００本×４箱）
□カートンサイズ ： W４２５×Ｈ５０１×Ｄ６６４mm
○（F受注生産）

カミソリ FRA-100

86519010 28505000

 黒

□全長：1８０ｍｍ
□パッケージサイズ：W６０×H１３５mm
□材質：ポリプロピレン　□原産国：中国
□入数：８００本（1Ｃ/２００本×４箱）
□カートンサイズ： W４50×Ｈ５25×Ｄ380mm

83230343
 白83230342

●折りたたみスリムブラシ

□全長：２１０ｍｍ　
□パッケージサイズ：Ｗ50×Ｈ１６０mm
□材質：ポリプロピレン　□原産国：中国　
□入数：８００本（1Ｃ/２００本×４箱）

87724120
黒87724100
スケルトン白

●コーム付折りたたみブラシ

□全長：145ｍｍ　
□パッケージサイズ：W３５×H１６５mm
□材質：ポリプロピレン　□原産国：日本
□入数：２,０００本（1Ｃ/１００本×２０袋）
□カートンサイズ ： W６８０×Ｈ３３６×Ｄ268mm
○受注生産（納期２週間）

83880500　 45005000
83880510 45405000

●コーム
白
べっ甲調

85418000
シュシュ（4色アソート）

□商品サイズ：約80ｍｍ　□パッケージサイズ：W１０５×H１０５mm　
□材質：布　□原産国：中国　□入数：1,０００個（1Ｃ/2５０個×４色×４箱）

※４色アソート
（ブルー･ベージュ･ブラック･ブラウン）85419005 71420004

黒ゴム

□商品サイズ： 直径40ｍｍ
□パッケージサイズ：W９０×H57.5mm　
□原産国：中国
□入数：4,０００本（1Ｃ/1,000個×４箱）
□カートンサイズ ： W４２５×Ｈ５０１×Ｄ６６４mm

※２色アソート
グレー
ブラック

※紙軸綿棒×２　
　国産 シルクコットン×２

85890199 71401414

コットンセット2B-2C-0

□パッケージサイズ：W１００×H９０mm　
□原産国：日本
□入数：２,０００個（1Ｃ/５００個×４箱）
□カートンサイズ ： W４２５×Ｈ５０１×Ｄ６６４mm

国産天然シルクを採用しています。
毛羽立ちにくくなまらかな肌あたり。

CHECK

82080263
バスキャップ

□商品サイズ：直径２3０mm　
□パッケージサイズ：W１００×H５８mm　
□原産国：中国　
□入数：３,0００個（1Ｃ/5００個×６箱）
□カートンサイズ ： W425×Ｈ501×Ｄ664 mm

ハブラシ

ハブラシ

ハブラシ

幅広ヘアーバンド 

□商品サイズ： フリーサイズ（幅５０ｍｍ）
□パッケージサイズ：W１２０×H９０mm　
□原産国：中国
□入数：１,２００個（1Ｃ/３００個×４箱）
□カートンサイズ ： W４２５×Ｈ５０１×Ｄ６６４mm

85043800
78045000Ｂ　 78045020Ｇ　

□全長：1５０ｍｍ　□パッケージサイズ：W２００×H42.5mm　
□毛穴：２１穴　□ハンドル材質：ポリプロピレン　□植毛材質：ポリプロプレン　
□原産国：日本
□入数：1,６００本（1Ｃ/４００本×４箱）

インスタントハブラシ ID-10 ハミガキ液付

ハンドルカラー

□全長：１６４ｍｍ
□パッケージサイズ：W２００×H42.5mm　
□毛穴：２5穴
□ハンドル材質：ポリプロピレン/ポリスチレン
□植毛材質：ポリプロプレン　
□原産国：日本
□入数：1,２００本（1Ｃ/３００本×４箱）
□カートンサイズ ： W365×Ｈ572×Ｄ467mm

ハブラシ ID-05

ハンドルカラー ハンドルカラー ハンドルカラー

□全長：１６４ｍｍ　□パッケージサイズ：W２００×H42.5mm　
□毛穴：２１穴　□ハンドル材質：ポリプロピレン　
□植毛材質：ポリプロプレン　□原産国：日本　
□入数：1,４００本（1Ｃ/３５０本×４箱）　
□カートンサイズ ： W365×Ｈ572×Ｄ467mm

ハブラシの詳細は
Ｐ25～ P28 を
ご参照ください。

CHECK

カミソリの詳細は
Ｐ31をご参照ください。

CHECK

ハブラシの詳細は
Ｐ25～ P28 をご参照ください。

CHECK

2枚刃 首振 3枚刃 首振 4枚刃 首振
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