
指を入れる際には、穴の周りの紙部分で指を切らないようにご注意下さい。

東京本社
〒173-0034　東京都板橋区幸町25-8
TEL.（03）3973-1626　　FAX.（03）3956-1869
大阪営業所
〒558-0004　大阪市住吉区長居東3ｰ15ｰ26  住吉ニューライフ1F5号
TEL.（06）-6625-8560　　FAX.（06）-6625-8561
札幌営業所
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東京工場
〒173-0034　東京都板橋区幸町25-8
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〒959-1945　新潟県阿賀野市上山屋387-1
TEL.（0250）62-7710　　FAX.（0250）63-2062
アテリア光 表参道
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-25-1 原宿MOE 2F
TEL.（03）3498-2321　　FAX.（03）3498-2321

株式会社
HIKARI Corporation

ヒカリ・アフターセンター・東京
〒173-0034　東京都板橋区幸町 25-8
TEL.03-3973-1686
アフターセンター北海道
〒060-0031　北海道札幌市中央区北1条東11丁目15
TEL011-522-9034
ヒカリ・アフターセンター・新潟
〒950-0031　新潟県新潟市東区船江町1-27-65
TEL.025-275-5849
ヒカリ・アフターセンター・群馬
〒379-0124　群馬県安中市鷺宮1194
TEL.027-381-2385
ヒカリ・アフターセンター・名古屋
〒453-0856　愛知県名古屋市中村区並木2-138
TEL.052-411-0668
ヒカリ・アフターセンター・沖縄
〒904-1300　沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座1230-2
TEL.0989-68-7367
シザー工房・ヒカリ
〒959-1972　新潟県阿賀野市山倉新田73
TEL.0250-63-8481
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ヒカリ様総合カタログ　表2-表3

0
cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
cm

指を入れる際には、穴の周りの紙部分で
指を切らないようにご注意下さい。

最適リングサイズの測り方

！

静刃　　　薬指リング環指

薬指の第二間接の手前でトンと止まるところで
測ってください。（少々ゆるめに）

親指の爪の部分で測ってください。

動刃　　　親指リング拇指

右のサンプル穴に指を通すことでリングサイズを測ることができます。
リング加工の際に、サイズをアルファベット（A～I）でご指定下さい。

0
inch

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 
inch

「手造り」だから実現できる ヒカリシザーズの理想的な「曲線構造」。

どこまでが「手造り」なのか ヒカリシザーズはすべての面・ラインが

丸みを帯びた曲線によって構成されています。

これが職人による「手造り」の証拠。

16×14mm○

20×18mm○

25×23mm○

23×21mm○

22×20mm○

I

G

F

B

D

E

26×24mm○
A

24×22mm○
C

17×15mm○
H

18×16mm○

コンピュータを凌ぐ　　　 の技
プロのための切れ味を光コンベックスで実現
あくまでも鋭く、しかも理想の刃角度

（注）掲載商品の写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。よって、本カタログと実物の相違を理由とする返品や交換はお受けできません。
また、商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



裏スキのアール
（ググッと深い曲線）

アキのアール
（刃元から刃先へと内側にやや反る）

刃
線
の
ア
ー
ル

ヒカリコンベックス（蛤刃）の特長（刃の「丈夫さと鋭さ」を両立）
刃は鋭くするほどよく切れますが、鋭い刃は薄くデリケートですので咬合（噛合う事）などを起こしやすく、そのままでは
シザーズの実用性はかえって低下します。ヒカリコンベックスシザーズは支える峯の厚みを十分に保ちながら、
驚異的に鋭い刃付けを施し、長切れ・再研磨耐久などの実用性と鋭い切れ味を高次元で両立させています。

ひねりのアール
（裏スキのラインも直線的ではなくひねり曲線）

1.

3.

2.

ま
る
み

峯

切れ味の決め手は「３つのアール（曲線）」

はまぐり

1
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理美容ハサミにおける「蛤刃」は、ヒカリオリジナル
の刃付け技術です。

はまぐり

ヒカリの刃付け（蛤刃）は、切れ味と結果（切断面）に現れます。

一般の刃付け（段刃）の髪の切断面

550×18.1μm  WD:10.0mm   3kv

ヒカリの刃付け（蛤刃）の髪の断面図

きちんと挟み切っている状態です。

株式会社
HIKARI Corporation

1,000×10.0μm  WD:10.0mm   3kv

1,000×10.0μm  WD:10.5mm   3kv

ヒカリの刃付け（蛤刃）でも、使用
し続ければ切断面は荒れてしまう
ので、研磨をして、新品状態の蛤
刃に戻すことが大切です。

株式会社
HIKARI Corporation

株式会社
HIKARI Corporation

押しつぶして引きちぎっているのが見て取れます。

2
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シ
ザ
ー
ズ
の

選
び
方 ヒカリシザーズなら

豊富なバリエーションの中から最適な鋏が選べます。 ヒカリシザーズは      

各シリーズごとに種別があり合計107種類あります。

ステップ2.Stepステップ1.Step

32 
（この豊富なバリエーションの理由は、以下の違いから生まれました）

残念ながらどれも間違っています。
特に試しに空切り＊1したときのスムーズさや固さで決め
たりする方がいますが、これには意味がありません。

（＊１）空切り（何も切らずにただ鋏を開閉されること）は刃の金属同士が
直接こすれ金属粉が出て刃を傷めますので、お避けください。

シザーズはこうして選ぼう

こんな選び方していませんか？
間違いだらけの選び方

● 先輩が使っているから　●持った感じの勘で　●見た目のデザインで　●予算最優先で　●試しに開閉した感じで

どんなスタイルを作りますか？
ステップ3.Stepあなたの経験年数は 各シリーズの「特長」をチェック！

長さを決める
まず使用する目的（へアースタイル）を明確にします。購入予定のシザー
ズで主にどのようなスタイルを作るのかをはっきりさせて、長さを決めます。

● ブラント・・・5.0～5.75（6.0）インチ
● ストローク、ワンレン・・・5.5（5.0）～6.0（6.8）インチ
● 刈り上げ・・・6.5～7.0インチ
＊ 性別や手の大きさで前後します。

● ブラント・ワンレン・刈り上げ・・・柳刃
● スライド、ストローク、エフェクト・・・笹刃

刃線で決める

必要な本数は、
これから経験を積んでいくジュニアの方でも最低2丁は必要です。（セニング
は、他のシザーズで代用できませんからこれも含めると３丁）。
研ぎに出したり、万一落として刃こぼれがした時のためにスペアも考え
るとベテランなら、最低でも４～５丁は必要です。

こんな点にも気をつけて！
板バネの付いたネジは総じて滑らかな開閉ですが、調整
が悪いとパクついたりします。ネジの強弱は自分の好み
で調整するのがベストです。
ホールド感がハンドリングの良さに通じますから、何度も
繰り返して見て、確認すると良いでしょう。

  シリーズ 用途の違い

経験年数や技術力の違いによって、目安を付けます。

経験1～2年
ジュニアスタイリスト

経験2～5年
スタイリスト

経験5年～
トップスタイリスト

ヘアースタイル・カットテクニックによって異なる
材質の違い
鋼材・焼入れ処理が異なる

仕様の違い
刃の長さや形、柄部やネジ部のデザインが異なる

こうすれば自分の手にピッタリのシザーズを選ぶことができます。

ステップ4.Step 手とシザーズの「バランス」をチェック！

男性でも女性でも人によって手の大きさは違うのに、全ての人が同じ大
きさのシザーズで使い勝手が変わらないわけがありません。
シザーズには、個々に異なる全体重量の「重心点」があります。またシ
ザーズを持った時に鋏を支えるのは、人差し指上の接点で、その２点の
合致がポイントです。

シザーズの「重心点」を人差し指の「接点」で支えるのが最もバランス
の取れたシザーズの持ち方です。

作用点

シザースの重心点

接点

究極の選択術 チェックの仕方

1.
鋏を人差し指の上においてバラン
スを取り「シザーズの重心点」を
見つける。

重心点 2.
その時の「人差し指
上の接点」を覚えて
おく。

接点

3.
薬指をリングに入れ、鋏を握った時
に「シザーズの重心点」と「人差し
指上の接点」がほぼ合う位置（±
5mm以内）であれば、手とのバラン
スが合っているシザーズです。

＊ ストローク用シザーズの重心は先重がベターです

力点

シザーズ選びの決め手！
シザーズの 人差し指上の

「重心点」と「接点」を合わせる
シザーズが大きすぎたり小さすぎると
「シザーズ重心点」と「人差し指上の接点」が
極端に合わずバランスが悪く扱いづらくなってしまいます。

● 指の細い方には・・・ニーナコスモス、
　　　　　　　　　　ネオコスモス
● 指が疲れずシザーズが安定する
　　　・・・小指掛付き

● スライドカットが容易な・・・ビードライ
● カット技法によって持ち方を変える
　　　・・・アナトミックグリップ

例えば

すべてのコスモスシリーズ
Stella COSMOS Nina COSMOS

R o i COSMOS BEAM COSMOS

S E V COSMOS G i R COSMOS

5 S COSMOS 5STAR COSMOS

STAR COSMOS B-DRY COSMOS

R A Y COSMOS R Y U COSMOS

N E O COSMOS

Koryu

Little Star

BLAZE

GENJI

4
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例えば

ページ ブラント ワンレングス スライド ストローク 刈り上げ 仕上げ ドライ

R o i COSMOS
34
～

921〈5.8〉 921〈5.8〉 921〈5.8〉

922〈6.3〉 922〈6.3〉 922〈6.3〉

Stella COSMOS
50
～ 802〈6.0〉

802〈6.0〉
803〈6.4〉

803〈6.4〉

S E V COSMOS
26
～

S-5.5 S-6.0 S-6.5 S-6.5M
S-5.5M S-6.0M S-7.0 S-7.0M

Nina COSMOS
22
～

115〈5.5〉
116〈6.0〉

115〈5.5〉

116〈6.0〉 116〈6.0〉

5 S COSMOS
38
～

107〈5.0〉
109〈6.0〉

107〈5.0〉

108〈5.5〉
108〈5.5〉 109〈6.0〉

STAR COSMOS
40
～ 123〈5.5〉 125〈6.0〉

R A Y COSMOS
41
～ 130〈6.5〉

130〈6.5〉 132〈7.0〉
131-S〈6.8〉

131〈6.8〉 133〈7.0〉

N E O COSMOS
44
～

141〈5.5〉

143〈6.0〉 144〈6.5〉145〈6.75〉142〈5.75〉

143〈6.0〉

BEAM COSMOS
47
～

161〈5.5〉
162〈6.0〉

161〈5.5〉

162〈6.0〉 162〈6.0〉

R Y U COSMOS
57
～

171〈5.8〉
172〈6.3〉

171〈5.8〉

172〈6.3〉 172〈6.3〉

G i R COSMOS
52
～

GiR-01〈5.5〉 GiR-01〈5.5〉

GiR-02〈5.75〉 GiR-02〈5.75〉

5STAR COSMOS
54
～

153〈6.0〉
156〈6.5〉

154〈7.0〉 157〈7.0〉 155〈6.0〉

156〈6.5〉
155〈6.0〉 156〈6.5〉 157〈7.0〉

B-DRY COSMOS
58
～

163〈5.6〉 163〈5.6〉 163〈5.6〉

164〈6.1〉 164〈6.1〉 164〈6.1〉

5
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セ
ニ
ン
グ
の

選
び
方 とても便利なシザーズだから

機能・特性を理解して最適セニング選び
スキ率が高いほど１回の開閉で、より沢山の髪の毛をスキますから所要時間は速く仕上がります。つまり、スキ率の高いセニングほど営業的には有利ですが、
スク箇所と回数に関して、より確実な技術と細心な注意が必要になります。自分の技術力と目的に合わせて、適切なセニングをお選び下さい。

シザーズの材質の主流はステンレス鋼にあります。ステンレスと聞くと、腐食には
強いが切れ味は落ちるイメージがあると思いますが、これは間違いです。水分や様々
な薬液にさらされながら簡単メンテナンスを実現するには、ステンレス鋼をおいて
他にはあり得ません。
ステンレスにも色々な種類があります。モリブデンやコバルトをどのくらいの率でま
ぜるか焼き入れを何℃でどんなタイミングで行なうか、耐久力を残したまま切れ味
をどう確保するかが各メーカーの腕の見せ所です。

スキ率が高いセニングほど確実なテクニックが必要です

ヒカリシザーズは
セニングのクシ刃までも蛤刃。
切れ味は絶妙な調整から生まれます。セニング
もその例外ではありません。ヒカリは細かなクシ
刃の１本１本までにも、裏スキ・ヒネリ・アキなどの
絶妙なバランス調整を手造りで施した「コンベッ
クス刃」を付けました。

切れ味の決め手はステンレス鋼＋α

シザーズの細部を知ろう
シザーズの基礎知識

刃先
安全のため指にあたるミネ側の角が滑らかになっているもの
をお選び下さい。

蛤刃（コンベックス）
サクっと切れる感覚をお好みの方は、ぜひヒカリの
本物の蛤刃をお選び下さい。

ネジ
刃を開き、刃元から刃先まで同じ圧力
で閉じるものが最適です。購入後に自
分に合った開閉力に調整すると良い
でしょう。

小指掛
シザーズを安定させ指の疲れを軽減するために
重要な部分です。小型のシザーズでもあるほうが
疲れません。取り外しの可能なタイプもあります。

超スムーサー
磨耗の最も激しい触点
に、金属を超える耐摩
耗性を持つルーロン樹
脂を埋め込んだタイプな
ら、超スムーズ開閉です。

ヒットポイント
衝撃や音を低減するためにあります。取り外しの
きくタイプならベターです。

裏スキ
この部分はシザーズの
生命線といっても過言
ではありません。スキの
ラインがひずんでいたり
浅かったら、研ぎで再生
できません。切れ味に
重要な関連を持つ部分
ですから、なるべく深い
ものをお選び下さい。

柄（え）
手の大きさにより適正な柄の長さも変わって
きます。バランスをチェックして刃先が振れな
いシザーズが最適です。

「スキ率」とは
シザーズがつかんだ髪のうち、1回の開閉によっ
て切れる髪の量の割合を表しています。

セニングの「正刃」「逆刃」

正刃

逆刃

動刃が棒刃

動刃がクシ刃

高い

速い

低い
遅い

危険性

カット所要時間

穴にならないトレンディなら安心

従来のセニング

従来のセニングで3回カッ
ト。カットラインがはっきり
わかります。

トレンディ

トレンディで３回カット。自
然な仕上がりで、どこで
カットしたかわかりません。

見かけは同じでも今までにない機能です。 思い切り切っても段にならない！

特長
ナチュラルさを保った
まま、自然の雰囲気を
損なわずに、毛量調整
できます。

意外に
難しい

セニン
グ選び

すかれる毛の量のイメージ写真 品　名 ページ 品番とインチ スキ率（％） 正逆両刃 適用部分 カット割合

ＴＲＥＮＤＹⅢ 79
732〈6.0〉 10％（40目） 正刃

根本
～
毛先

100本のうち8〜10本切る
734〈6.0〉 10％（40目） 逆刃 カットラインが簡単にぼかせる

NinaCOSMOS 23 715〈5.8〉 15〜20%（25目） 両刃
100本のうち15〜20本切る

Angel
75 771〈6.0〉 15〜20%（26目） 両刃 カットラインが簡単にぼかせる
77 775〈6.0〉 15〜20%（26目） 正刃

c-evo 60 760〈6.0〉 10〜15%（31目） 両刃 100本のうち10〜15本切る
カットラインが簡単にぼかせる

チョップカットのイメージ写真 Roi cosmos 35 927〈6.0〉 15〜20％（27目） 両刃 100本のうち15〜25本切る
カットラインが簡単にぼかせる

FADER 20 F735〈6.0〉 刃先8％・25%（22目） 両刃 先端（刃先）部分8本、他25本切る
カットラインが簡単にぼかせる

根本
～
毛先

i-THINNING 102 i -Ⅱ〈5.75〉 15〜25%（22目） 両刃 100本のうち15〜20本切る
カットラインが簡単にぼかせる

ＴＲＥＮＤＹⅣ 80・81

741〈5.75〉 20％（30目） 両刃

100本のうち20〜25本切る
742〈5.75〉 25％（37目） 両刃
743〈6.0〉 20％（30目） 両刃
744〈6.0〉 25％（40目） 両刃 カットラインが簡単にぼかせる

Lucis 74
745〈6.0〉 20％（25目） 両刃
746〈6.0〉 25％（30目） 両刃

NinaCOSMOS 23 716〈5.8〉 25〜30%（21目） 両刃
100本のうち25〜30本切る

Angel
76 772〈6.0〉 25〜30%（23目） 両刃 カットラインが簡単にぼかせる
78 776〈6.0〉 25〜30%（23目） 正刃

c-evo 60 761〈6.0〉 20〜30%（28目） 両刃 100本のうち20〜30本切る
カットラインが簡単にぼかせる

SEV cosmos 30・31

S-21〈6.0〉 20〜25%（21目）
正刃 100本のうち20〜25本切る

S-21M〈6.0〉 両刃 カットラインが簡単にぼかせる

S-16〈6.0〉 30〜35%（16目）
正刃 100本のうち30〜35本切る

S-16M〈6.0〉 両刃 カットラインが出にくい

Roi cosmos 35 928〈6.0〉 25〜30％（30目） 両刃 100本のうち25〜30本切る
カットラインが簡単にぼかせる

ＴＨIＮＮＩＮＧ
82 721〈6.0〉 40％（30目） 正刃

中間
～
毛先

100本のうち35〜50本切る
82 724〈6.0〉 50％（40目） 逆刃

Angel
76 773〈6.0〉 35〜40%（21目） 両刃 カットラインを正確に出しやすい
78 777〈6.0〉 35〜40%（21目） 正刃

c-evo 61 762〈6.0〉 40〜50%（21目） 両刃

C-Texturizer
62 727〈6.0〉 60％（14目） 逆刃 毛先

～
表面

100本のうち60本切る
カットラインを正確に出しやすい

63 729〈6.0〉 70％（31目） 逆刃 100本のうち70本切る
カットラインを正確に出しやすい
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セ
ニ
ン
グ
の

選
び
方 とても便利なシザーズだから

機能・特性を理解して最適セニング選び
スキ率が高いほど１回の開閉で、より沢山の髪の毛をスキますから所要時間は速く仕上がります。つまり、スキ率の高いセニングほど営業的には有利ですが、
スク箇所と回数に関して、より確実な技術と細心な注意が必要になります。自分の技術力と目的に合わせて、適切なセニングをお選び下さい。

シザーズの材質の主流はステンレス鋼にあります。ステンレスと聞くと、腐食には
強いが切れ味は落ちるイメージがあると思いますが、これは間違いです。水分や様々
な薬液にさらされながら簡単メンテナンスを実現するには、ステンレス鋼をおいて
他にはあり得ません。
ステンレスにも色々な種類があります。モリブデンやコバルトをどのくらいの率でま
ぜるか焼き入れを何℃でどんなタイミングで行なうか、耐久力を残したまま切れ味
をどう確保するかが各メーカーの腕の見せ所です。

スキ率が高いセニングほど確実なテクニックが必要です

ヒカリシザーズは
セニングのクシ刃までも蛤刃。
切れ味は絶妙な調整から生まれます。セニング
もその例外ではありません。ヒカリは細かなクシ
刃の１本１本までにも、裏スキ・ヒネリ・アキなどの
絶妙なバランス調整を手造りで施した「コンベッ
クス刃」を付けました。

切れ味の決め手はステンレス鋼＋α

シザーズの細部を知ろう
シザーズの基礎知識

刃先
安全のため指にあたるミネ側の角が滑らかになっているもの
をお選び下さい。

蛤刃（コンベックス）
サクっと切れる感覚をお好みの方は、ぜひヒカリの
本物の蛤刃をお選び下さい。

ネジ
刃を開き、刃元から刃先まで同じ圧力
で閉じるものが最適です。購入後に自
分に合った開閉力に調整すると良い
でしょう。

小指掛
シザーズを安定させ指の疲れを軽減するために
重要な部分です。小型のシザーズでもあるほうが
疲れません。取り外しの可能なタイプもあります。

超スムーサー
磨耗の最も激しい触点
に、金属を超える耐摩
耗性を持つルーロン樹
脂を埋め込んだタイプな
ら、超スムーズ開閉です。

ヒットポイント
衝撃や音を低減するためにあります。取り外しの
きくタイプならベターです。

裏スキ
この部分はシザーズの
生命線といっても過言
ではありません。スキの
ラインがひずんでいたり
浅かったら、研ぎで再生
できません。切れ味に
重要な関連を持つ部分
ですから、なるべく深い
ものをお選び下さい。

柄（え）
手の大きさにより適正な柄の長さも変わって
きます。バランスをチェックして刃先が振れな
いシザーズが最適です。

「スキ率」とは
シザーズがつかんだ髪のうち、1回の開閉によっ
て切れる髪の量の割合を表しています。

セニングの「正刃」「逆刃」

正刃

逆刃

動刃が棒刃

動刃がクシ刃

高い

速い

低い
遅い

危険性

カット所要時間

穴にならないトレンディなら安心

従来のセニング

従来のセニングで3回カッ
ト。カットラインがはっきり
わかります。

トレンディ

トレンディで３回カット。自
然な仕上がりで、どこで
カットしたかわかりません。

見かけは同じでも今までにない機能です。 思い切り切っても段にならない！

特長
ナチュラルさを保った
まま、自然の雰囲気を
損なわずに、毛量調整
できます。

意外に
難しい

セニン
グ選び
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カ
ッ
ト
シ
ザ
ー

チ
ャ
ー
ト

シザーズ選びの早見表

カットシザー チャート

セ
ニ
ン
グ
シ
ザ
ー

チ
ャ
ー
ト

セニング選びの早見表

セニングシザー チャート

（5.0～6.3インチ）
ベースカット ハイエンドモデル デザインシザー

スタンダードモデル メガネタイプ

コストパフォーマンス重視 メガネタイプ

アップタイプ

アップタイプ

ドライカット スライド・ストローク アップタイプ

イノベーションシザー

ハイブリッドシザー

（6.5～7.0インチ）
ロングシザー 刈り上げ・仕上げ ハイブリッドシザー

ハイエンドモデル

スタンダードモデル

コストパフォーマンス重視

Roi cosmos p.34～

Stella cosmos p.50～

RYU cosmos p.57～

5STAR cosmos p.54～

5S cosmos p.38～

GiR cosmos p.52～

B-DRY cosmos p.58～

5STAR cosmos p.54～

RAY cosmos p.41～

NEO cosmos p.44～

GENJI p.67～

Little Star p.72～

Koryu p.66～

BLAZE p.70～

BLAZE p.70～

Nina cosmos p.22～

STAR cosmos p.40～

NEO cosmos p.44～

BEAM cosmos p.47～

SEV cosmos p.26～

SEV cosmos p.26～

8
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カ
ッ
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ー

チ
ャ
ー
ト

シザーズ選びの早見表

カットシザー チャート

セ
ニ
ン
グ
シ
ザ
ー

チ
ャ
ー
ト

セニング選びの早見表

セニングシザー チャート

（5.0～6.3インチ）
ベースカット ハイエンドモデル デザインシザー

スタンダードモデル メガネタイプ

コストパフォーマンス重視 メガネタイプ

アップタイプ

アップタイプ

ドライカット スライド・ストローク アップタイプ

イノベーションシザー

ハイブリッドシザー

（6.5～7.0インチ）
ロングシザー 刈り上げ・仕上げ ハイブリッドシザー

ハイエンドモデル

スタンダードモデル

コストパフォーマンス重視

Roi cosmos 927 p.35
928 p.35

Angel A 772 p.76
773 p.76

Angel A 771 p.75

Angel B 775 p.77

Angel A 773 p.76

Angel B 777 p.78

TRENDY Ⅲ 732 p.79

TRENDY Ⅲ 734 p.79

Angel B 776 p.78
777 p.78

Lucis 745 p.74
746 p.74

THINNING 721 p.82

THINNING 724 p.82

FADER F735 p.20

Nina cosmos 716 p.23

c-evo 761 p.60

SEV cosmos

S-21 p.30
S-21M p.30
S-16 p.31
S-16M p.31

TRENDY Ⅳ p.80～81

Roi cosmos 927 p.35

Nina cosmos 715 p.23

c-evo 760 p.60

c-evo 760 p.60

c-evo 762 p.61

FADER F735 p.20

C-Texturizer 727 p.62

C-Texturizer 729 p.63

デザイン
シザー

引っかからない（ストローク）
髪を傷めない

毛束感が作りやすいラインが
出にくい

ラインが
出る

刈り上げ

刈り上げ

毛量調整

（スキ率20〜30％前後）

（スキ率10〜15％）

（スキ率50〜70％）

（スキ率40％前後〜）

柔らかい質感
繊細なセニング
（スキ率10〜20％前後）

引っかからない（ストローク）
髪を傷めない

引っかからない（ストローク）
髪を傷めない

抜けがいい
髪を傷めない

抜けがいい
髪を傷めない

抜けがいい
髪を傷めない

ベーシックモデル

ベーシックモデル

ベーシックモデル

ベーシックモデル

荒目・フラット刃
細かい質感

ぼかし

デザインシザー

ハイブリッド
シザー

メガネタイプ

メガネタイプ

メガネタイプ

メガネタイプ

メガネタイプ

メガネタイプ

メガネタイプ

メガネタイプ

正刃

メガネタイプ
正刃

正刃
正刃

正刃
逆刃

逆刃
逆刃
逆刃
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オ
リ
ジ
ナ
ル

加
工 ヒカリの

オリジナル加工

自分の手と技術と感性に合わせてオーダーメイド感覚の加工が可能です。
ヒカリシザーズが多くの技術者から永く愛される理由のひとつが一人一人の手・技術・感性に合わせることができること。
プロの道具としての「こだわり」をずっと追求し続けていきます。

 裏スキ
裏スキとひねりが失われている製品は再研磨しても切れません。そんな時は刃裏をすいて切れ味をよみがえらせます。

¥3,500（別途研磨料がプラスされます）

 スキ率変更
お好みのスキ率に下げる事が出来ます。（例：50％→30％など）新品ご購入時は無料です。

¥1,500（別途研磨料金がプラスされます）     対象商品 ： トレンディⅣ（741～744）・セニング（721～724）

 刃線直し
刃線が変形し切れなくなっている製品は、刃線を戻します。

¥2,000（別途研磨料がプラスされます）

 コインネジ加工（新品購入時のみ）
自在ネジの商品をコインネジに変えられます。（期間：約3ヶ月）

¥3,000 自在ネジ加工
コインネジの商品を自在ネジに変えられます。（期間：約1ヶ月）

¥6,000

 デコレーションキャップ加工
現在ご使用のハサミのネジ部分に装飾を施します。（P.14をご参照下さい）

部品代別　¥500

 ニッパー刃先加工
刃先の変形部分を削って直します。

¥1,000（研磨料金にプラスされます）

 リングチャーム加工
リングの外側に装飾を施します。（P.15をご参照下さい）

部品代別　1ヶ所に付き ¥2,000

 左利き加工（新品購入時のみ）
右利きのラインナップを左利き用に製作します。（右利きの本体価格にプラスされます）　※一部対応できない製品もあります（期間：約3ヶ月）

¥26,000　 Ryu Cosmos のみ ¥70,000

 ニッパー研磨
キューティクルニッパー専門職人の手作業による高度な研磨・調整です。

¥3,500

 ニッパー刃先変形直し
刃先の変形や曲がりを直します。

¥800（研磨料金にプラスされます）  ニッパーバネ交換のみ
キューティクルニッパーの板バネを交換します。

¥800

 ネームマーキング
当社規定内でシザーズとキューティクルニッパーに名前をお入れします。また加工後は一切訂正できません。

１ヶ所につき提供価格 ¥1,500（P.36をご参照下さい）

お申込の流れ

ご購入時に
自分の好みでひと加工
◆名前を彫り込む
◆リングを小さくする

ご愛用して
自分の技術と感性に合わせて加工
◆柄を変えたい
◆刃を薄くしたいなど

『あっ』という時に
気がついたら即メンテナンス
◆切れ味が落ちた
◆刃がこぼれたなど

様々なご要望にお応え致します。
小指掛けを取りたい（付けたい）

リングを指に合わせたい

音を出したい
柄を変えたい

切れ味を蘇らせたい

先端を細くしたい

刃を薄くしたい

柄の長さを変えたい

ステップ 1.Step
注文書を記載
必要に応じて巻末の
サイズ表をご利用くだ
さい。

ステップ 2.Step
郵便で発送
製品を箱に入れ封筒
で当社へ送付してくだ
さい。

ステップ 3.Step
製品受領・お支払
お受取り時に代金引
換えでお支払頂きます。

加工終了後、返送致します。 10日以内のクレームは無料処理致します。※P.107の注文書をコピーしてご利用ください。

 インチアップ加工（新品購入時のみ）
お好みのカットシザーズの刃を長くすることができます。（例：6.0inch→6.3inch=￥15，000、6.0inch→6.8inch=￥30,000）

0.5inchごと　 ¥15,000（カットシザーのみ対応）（期間：約3ヶ月）  

 研磨・調整
専門職人の手作業による高度な研磨・調整です。

（L：6.0inch以上・セニング）￥4,000　（S：6.0inch未満）￥3,500

 峯厚を薄く
仕上用・直鋏用は峯の薄いほうが使いやすいという方、お好みの薄さに調整いたします。

¥5,000

 リング縁削り
指が当たって痛い部分や、フィットリング仕様にしたい場合にリングの縁を削ります。

１ヶ所につき ¥3,000

 リング加工
リングが大きすぎると指が疲れ、小さすぎると指を痛めます。お好みのサイズに調整します。巻末の穴でサイズを指定してください。

１ヶ所につき ¥8,000

 小指掛け付け
指が疲れる・安定感がないと感じている方。

着脱自由型ネジ式 ¥4,000　溶接 ¥6,000  小指掛穴埋め加工
ネジ式小指掛を外した穴が気になる方

１ヶ所につき ¥1,000

 リング内径削り
リング内径を削って穴を大きくします。（限界があります）

 ¥4,000

 小指掛け取り
静刃のグリップの小指掛けを「じゃま」と感じる方。お取りいたします。（短くする場合も同料金です。長さをご指定ください）

¥2,000

 柄のクレーン加工
ハサミの中心線に静刃のリングの中心がくるように柄の角度を調節します。カットが疲れにくくなります。

¥16,000

 柄のパーツ交換
お好みのヒカリシザーズの柄とパーツ交換が出来ます。又、デザインのみならず長さの調整も同時可能ですのでお問い合わせ下さい。

１ヶ所につき ¥8,000

 柄の長さ調整
手や指の大きさは十人十色。鋏を握ったときに一番ピッタリくる長さに柄を調整いたします。（何ｍｍ長く・短くか具体的にご記入下さい）

１ヶ所につき ¥8,000

 先端を細く
鋏の先端部分を好みの細さにして、デリケートな細工を容易にします。（何mmにするかご指定下さい）

¥2,000

 ガイド加工（G加工）
ガイドシザーズと同様にブラントカットがしやすくなるよう、峯をコンケーブにし、静刃に誘導刃を造ります。動刃が少し短くなります。（P.52参照）

￥7,000（別途研磨料金がプラスされます）

 先端づめ
研磨を繰り返すと刃先が細く尖り危険になりますので、先端部分を1～2ｍｍほど削るとともに、全体のフォームを整えます。

２ｍｍ以内 ￥2,000　２.１ｍｍ以上 ￥6,500（２.１ｍｍ以上は別途研磨料金が必要です）

 音出しヒットポイント
開閉音を消すためのヒットポイントを金属製のパーツに交換しリズミカルな音が出るように加工します。

¥3,000

 ヒカリコンベックス加工
刃角度が鈍化している製品は、刃角度の鋭い蛤刃にします。

￥4,000（別途研磨料金がプラスされます）

 ヒカリチュアルコーティング加工
SIAAの基準をクリアした、抗菌・抗ウィルスのガラスコーティングです。加工済み証明書を発行します。研磨の際には再加工をお奨めします。

￥5,000（P30をご参照ください）

※表示は全て税抜価格です
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自分の手と技術と感性に合わせてオーダーメイド感覚の加工が可能です。
ヒカリシザーズが多くの技術者から永く愛される理由のひとつが一人一人の手・技術・感性に合わせることができること。
プロの道具としての「こだわり」をずっと追求し続けていきます。

 裏スキ
裏スキとひねりが失われている製品は再研磨しても切れません。そんな時は刃裏をすいて切れ味をよみがえらせます。

¥3,500（別途研磨料がプラスされます）

 スキ率変更
お好みのスキ率に下げる事が出来ます。（例：50％→30％など）新品ご購入時は無料です。

¥1,500（別途研磨料金がプラスされます）     対象商品 ： トレンディⅣ（741～744）・セニング（721～724）

 刃線直し
刃線が変形し切れなくなっている製品は、刃線を戻します。

¥2,000（別途研磨料がプラスされます）

 コインネジ加工（新品購入時のみ）
自在ネジの商品をコインネジに変えられます。（期間：約3ヶ月）

¥3,000 自在ネジ加工
コインネジの商品を自在ネジに変えられます。（期間：約1ヶ月）

¥6,000

 デコレーションキャップ加工
現在ご使用のハサミのネジ部分に装飾を施します。（P.14をご参照下さい）

部品代別　¥500

 ニッパー刃先加工
刃先の変形部分を削って直します。

¥1,000（研磨料金にプラスされます）

 リングチャーム加工
リングの外側に装飾を施します。（P.15をご参照下さい）

部品代別　1ヶ所に付き ¥2,000

 左利き加工（新品購入時のみ）
右利きのラインナップを左利き用に製作します。（右利きの本体価格にプラスされます）　※一部対応できない製品もあります（期間：約3ヶ月）

¥26,000　 Ryu Cosmos のみ ¥70,000

 ニッパー研磨
キューティクルニッパー専門職人の手作業による高度な研磨・調整です。

¥3,500

 ニッパー刃先変形直し
刃先の変形や曲がりを直します。

¥800（研磨料金にプラスされます）  ニッパーバネ交換のみ
キューティクルニッパーの板バネを交換します。
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 ネームマーキング
当社規定内でシザーズとキューティクルニッパーに名前をお入れします。また加工後は一切訂正できません。

１ヶ所につき提供価格 ¥1,500（P.36をご参照下さい）

お申込の流れ
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自分の好みでひと加工
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ご愛用して
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『あっ』という時に
気がついたら即メンテナンス
◆切れ味が落ちた
◆刃がこぼれたなど

様々なご要望にお応え致します。
小指掛けを取りたい（付けたい）

リングを指に合わせたい

音を出したい
柄を変えたい

切れ味を蘇らせたい

先端を細くしたい

刃を薄くしたい

柄の長さを変えたい

ステップ 1.Step
注文書を記載
必要に応じて巻末の
サイズ表をご利用くだ
さい。

ステップ 2.Step
郵便で発送
製品を箱に入れ封筒
で当社へ送付してくだ
さい。

ステップ 3.Step
製品受領・お支払
お受取り時に代金引
換えでお支払頂きます。

加工終了後、返送致します。 10日以内のクレームは無料処理致します。※P.107の注文書をコピーしてご利用ください。

 インチアップ加工（新品購入時のみ）
お好みのカットシザーズの刃を長くすることができます。（例：6.0inch→6.3inch=￥15，000、6.0inch→6.8inch=￥30,000）

0.5inchごと　 ¥15,000（カットシザーのみ対応）（期間：約3ヶ月）  

 研磨・調整
専門職人の手作業による高度な研磨・調整です。

（L：6.0inch以上・セニング）￥4,000　（S：6.0inch未満）￥3,500

 峯厚を薄く
仕上用・直鋏用は峯の薄いほうが使いやすいという方、お好みの薄さに調整いたします。

¥5,000

 リング縁削り
指が当たって痛い部分や、フィットリング仕様にしたい場合にリングの縁を削ります。

１ヶ所につき ¥3,000

 リング加工
リングが大きすぎると指が疲れ、小さすぎると指を痛めます。お好みのサイズに調整します。巻末の穴でサイズを指定してください。

１ヶ所につき ¥8,000

 小指掛け付け
指が疲れる・安定感がないと感じている方。

着脱自由型ネジ式 ¥4,000　溶接 ¥6,000  小指掛穴埋め加工
ネジ式小指掛を外した穴が気になる方

１ヶ所につき ¥1,000

 リング内径削り
リング内径を削って穴を大きくします。（限界があります）

 ¥4,000

 小指掛け取り
静刃のグリップの小指掛けを「じゃま」と感じる方。お取りいたします。（短くする場合も同料金です。長さをご指定ください）

¥2,000

 柄のクレーン加工
ハサミの中心線に静刃のリングの中心がくるように柄の角度を調節します。カットが疲れにくくなります。

¥16,000

 柄のパーツ交換
お好みのヒカリシザーズの柄とパーツ交換が出来ます。又、デザインのみならず長さの調整も同時可能ですのでお問い合わせ下さい。

１ヶ所につき ¥8,000

 柄の長さ調整
手や指の大きさは十人十色。鋏を握ったときに一番ピッタリくる長さに柄を調整いたします。（何ｍｍ長く・短くか具体的にご記入下さい）

１ヶ所につき ¥8,000

 先端を細く
鋏の先端部分を好みの細さにして、デリケートな細工を容易にします。（何mmにするかご指定下さい）

¥2,000

 ガイド加工（G加工）
ガイドシザーズと同様にブラントカットがしやすくなるよう、峯をコンケーブにし、静刃に誘導刃を造ります。動刃が少し短くなります。（P.52参照）

￥7,000（別途研磨料金がプラスされます）

 先端づめ
研磨を繰り返すと刃先が細く尖り危険になりますので、先端部分を1～2ｍｍほど削るとともに、全体のフォームを整えます。

２ｍｍ以内 ￥2,000　２.１ｍｍ以上 ￥6,500（２.１ｍｍ以上は別途研磨料金が必要です）

 音出しヒットポイント
開閉音を消すためのヒットポイントを金属製のパーツに交換しリズミカルな音が出るように加工します。

¥3,000

 ヒカリコンベックス加工
刃角度が鈍化している製品は、刃角度の鋭い蛤刃にします。

￥4,000（別途研磨料金がプラスされます）

 ヒカリチュアルコーティング加工
SIAAの基準をクリアした、抗菌・抗ウィルスのガラスコーティングです。加工済み証明書を発行します。研磨の際には再加工をお奨めします。

￥5,000（P30をご参照ください）

※表示は全て税抜価格です
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メンテナンス

＊ヒカリの「蛤刃」は手作業以外では研磨できない  
構造ですので、研磨は必ずヒカリにご依頼下さい

新品の刃付け作業はもとより、使用後の研磨調整もすべて職人による
手作業です。研磨により新品同様の性能がよみがえります。

どんなに優れた道具でも使用による磨耗は避けられません。ヒカリシザー
ズは20回以上の研磨に十分耐えるように設計されています（メーカー
研磨の場合に限ります）。

ヒカリシリーズには手造りでしか作れない蛤刃（コンベックス）が付けられています。この刃は研磨調整によって簡単に当初の性能を取り戻す特長をもった、日本刀にもみられる
優れた刃つけです。しかし、機械研磨や自己流等の「当社以外の研磨法」で研磨しますと、ふくらみを備えた蛤刃を破壊し、当初の切れ味が回復できないばかりか鋏の寿命を
極端に短くしてしまいます。研磨は必ずお買い上げの当社正規代理店にお申し付け下さるか、当社まで直接ご送付の上ご依頼くださいますようお願いいたします。

機械研磨は刃付けを変えてしまいます。

メーカー研磨で、初めの持ち味がよみがえります。

メーカー仕上げなら、
20回以上の研磨調整に耐えられます。

ヒカリシザーズはプロの道具にふさわしい
高い耐久性と再生力を備えた鋏です。

長い寿命の秘密は：研磨調整→再コンベックス加工→裏スキ

メーカー研磨で何度も再生するとても
エコロジカルなシザーズ

ヒカリシザーズは

＊使用法により回数には個人差があります

1 2
3 4

Q
＆
A

ヒカリシザーズ

Q＆A これだけは知っておこう

顕微鏡で見ると、刃と刃がこすれ合うと磨耗して丸くなっていきます。これが進みある段
階以上になると、毛を引っ掛ける事ができずに滑ってしまい切れなくなります。
また、急に切れなくなったときはサビが原因として考えられます。ステンレス鋼でも切れ味
を出すために炭素を含みますから、これが水分はもとよりパーマ液中のチオグリコール酸
等と反応してサビが発生します。実験によりますと、このような化学変化による「白サビ」
は目には見えませんが塗布後約10分で発生しますので、特にパーマ後のカットに使用し
た場合は、迅速なお手入れが必要です。

セニングシザーズは見た目にはみな同じに見えてしまいますが、正確な知識と理解力が無
いと使いこなせません。また反対にそれを身に付ければ、多彩なカットテクニックに生か
せるとても大きな可能性を秘めた重要なシザーズです。　 本書のP6～7をご参照下さい。

刃に付いた小さな傷が使っているうちにひどくなり、咬むように
なってしまうケースが多いようです。原因としては
　① カラ鋏（何も切らずに開閉だけする事）を繰り返した。
　② 鋏を完全に閉じずにワゴンの上等に無造作に置いた。
　③ 親指で押すようにして切る（押し切り）のくせがある。
　④ ネジをゆるめたり、ゆるんだまま使っている。
刃の先端はミクロの単位で薄く鋭いので、前記のような扱い方
で簡単に欠けてしまいます。修理可能ですが、深いと傷の深さ
まで刃の幅を細くしなければなりません。シザーズを置く時は
ワゴン等に無造作にポンと置かず、必ず刃を完全に閉じてフェ
ルトなどの柔らかい布や革の上にそっと置く癖を付けましょう。

● パーマ液に直接触れるような使い方をした後
湯で軽く洗い流し、タオル等の布で（ティッシュは避ける）水分
をよく拭き取り、ヒカリオイル（P12）を刃の部分に付けた後、
再び布で拭き取って下さい。
● １日の仕事が終わった後
乾いた布で毛クズを拭き取りヒカリオイルを触点（ネジ部）・
刃線に差しながら開閉し、交差部分等にたまった毛クズや
金属粉をよく取り除く様に努めると良いでしょう。
● 定期点検
刃の表に「かえり刃」が出て刃の裏の刃線がピカピカに光り
始めたら、切れ味も鈍くなっているはず。このような時には
点検にだして下さい＊１研磨調整します。（有料です）

ヒカリではほとんどすべてを手造りしています。
とくに切れ味に重大な影響のある蛤刃（はまぐりば）は、熟練した職人の手作業でなくて
は不可能です。
切るという事は、決して鋏の刃線の面で切っているのではなく動刃と静刃が交わる刃線
上の１点で切断しているのです。ですから何の調整も無く機械的に２本の刃を合わせる
だけでは１点で交わらせる事は出来ません。均一な力でスーッと開閉し切る、ヒカリ独特
の切れ味は、前述の「３つの交わらない曲線（３つのR）」を手造りで調整した結果です。
また、シザーズを鏡のようにツルツルピカピカに磨き上げるのも（メッキではありません）手
作業であり、これは薬品や水分を素材に残さないために重要です。

急に切れなくなったみたい。
なぜ切れなくなるのですか？

なぜ手造りが良いのですか？
どこまで手造りなのですか？

スキ鋏を選ぶポイントが分かりません、
どこを見れば良いのでしょうか？

刃が咬み合って
欠けてしまいました･･･

シザーズの「手入れ方法」を
教えて下さい。

研磨調整/研磨というとグラインダー等で削り取るイメージがあると思いますが、ヒカリでは研磨といっても削るのではなく、顕微鏡レベル
で丸くなった刃先をあくまでミクロン単位で鋭くするだけです。それよりも２本の刃の元から先まで一貫した手ごたえで開閉するように、
かみ合わせのスムーズさを微調整する事に専念しています。

＊１

厳選された材質・焼入れ
ですから長寿命。研磨調
整を控える必要はありま
せん。

メーカー研磨なら、まずは
研磨調整だけでご購入当
初の切れ味が戻ります。

さらに刃のおもて面を再
コンベックス加工すれば、
鋏はまさに新品同様によ
みがえります。

研磨で切れ味が戻らなく
なってきたら、「裏スキ」を
ご注文下さい。新品同様
の切れ味に再生できます。

1.Q

2.Q

5.Q

4.Q

3.Q

お手入れセット

¥1,650（本体価格¥1,500）

シザーズ専用のヒカリオイル
（5cc）とセーム革のセットです

シザーズ専用オイル

シザーズ専用のヒカリ
オイルです

¥2,200（本体価格¥2,000）
100cc

¥880（本体価格¥800）
40cc

¥330（本体価格¥300）
5cc

耳刀用メンテナンスキット

¥3,850（本体価格¥3,500）

各¥1,320（本体価格¥1,200）
＃8,000・＃5,000

研磨剤
¥1,650（本体価格¥1,500）
木砥（耳刀用）

セット価格

レーザー研磨剤・木砥・研磨剤

各¥2,200（本体価格¥2,000）
メッシュ（2種類有り） 
＃8,000・＃5,000

研磨剤

¥2,200（本体価格¥2,000）
レーザーの仕上研磨用

研磨油（100cc）
¥2,200（本体価格¥2,000）
木砥
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＊ヒカリの「蛤刃」は手作業以外では研磨できない  
構造ですので、研磨は必ずヒカリにご依頼下さい

新品の刃付け作業はもとより、使用後の研磨調整もすべて職人による
手作業です。研磨により新品同様の性能がよみがえります。

どんなに優れた道具でも使用による磨耗は避けられません。ヒカリシザー
ズは20回以上の研磨に十分耐えるように設計されています（メーカー
研磨の場合に限ります）。

ヒカリシリーズには手造りでしか作れない蛤刃（コンベックス）が付けられています。この刃は研磨調整によって簡単に当初の性能を取り戻す特長をもった、日本刀にもみられる
優れた刃つけです。しかし、機械研磨や自己流等の「当社以外の研磨法」で研磨しますと、ふくらみを備えた蛤刃を破壊し、当初の切れ味が回復できないばかりか鋏の寿命を
極端に短くしてしまいます。研磨は必ずお買い上げの当社正規代理店にお申し付け下さるか、当社まで直接ご送付の上ご依頼くださいますようお願いいたします。

機械研磨は刃付けを変えてしまいます。

メーカー研磨で、初めの持ち味がよみがえります。

メーカー仕上げなら、
20回以上の研磨調整に耐えられます。

ヒカリシザーズはプロの道具にふさわしい
高い耐久性と再生力を備えた鋏です。

長い寿命の秘密は：研磨調整→再コンベックス加工→裏スキ

メーカー研磨で何度も再生するとても
エコロジカルなシザーズ

ヒカリシザーズは

＊使用法により回数には個人差があります

1 2
3 4

Q
＆
A

ヒカリシザーズ

Q＆A これだけは知っておこう

顕微鏡で見ると、刃と刃がこすれ合うと磨耗して丸くなっていきます。これが進みある段
階以上になると、毛を引っ掛ける事ができずに滑ってしまい切れなくなります。
また、急に切れなくなったときはサビが原因として考えられます。ステンレス鋼でも切れ味
を出すために炭素を含みますから、これが水分はもとよりパーマ液中のチオグリコール酸
等と反応してサビが発生します。実験によりますと、このような化学変化による「白サビ」
は目には見えませんが塗布後約10分で発生しますので、特にパーマ後のカットに使用し
た場合は、迅速なお手入れが必要です。

セニングシザーズは見た目にはみな同じに見えてしまいますが、正確な知識と理解力が無
いと使いこなせません。また反対にそれを身に付ければ、多彩なカットテクニックに生か
せるとても大きな可能性を秘めた重要なシザーズです。　 本書のP6～7をご参照下さい。

刃に付いた小さな傷が使っているうちにひどくなり、咬むように
なってしまうケースが多いようです。原因としては
　① カラ鋏（何も切らずに開閉だけする事）を繰り返した。
　② 鋏を完全に閉じずにワゴンの上等に無造作に置いた。
　③ 親指で押すようにして切る（押し切り）のくせがある。
　④ ネジをゆるめたり、ゆるんだまま使っている。
刃の先端はミクロの単位で薄く鋭いので、前記のような扱い方
で簡単に欠けてしまいます。修理可能ですが、深いと傷の深さ
まで刃の幅を細くしなければなりません。シザーズを置く時は
ワゴン等に無造作にポンと置かず、必ず刃を完全に閉じてフェ
ルトなどの柔らかい布や革の上にそっと置く癖を付けましょう。

● パーマ液に直接触れるような使い方をした後
湯で軽く洗い流し、タオル等の布で（ティッシュは避ける）水分
をよく拭き取り、ヒカリオイル（P12）を刃の部分に付けた後、
再び布で拭き取って下さい。
● １日の仕事が終わった後
乾いた布で毛クズを拭き取りヒカリオイルを触点（ネジ部）・
刃線に差しながら開閉し、交差部分等にたまった毛クズや
金属粉をよく取り除く様に努めると良いでしょう。
● 定期点検
刃の表に「かえり刃」が出て刃の裏の刃線がピカピカに光り
始めたら、切れ味も鈍くなっているはず。このような時には
点検にだして下さい＊１研磨調整します。（有料です）

ヒカリではほとんどすべてを手造りしています。
とくに切れ味に重大な影響のある蛤刃（はまぐりば）は、熟練した職人の手作業でなくて
は不可能です。
切るという事は、決して鋏の刃線の面で切っているのではなく動刃と静刃が交わる刃線
上の１点で切断しているのです。ですから何の調整も無く機械的に２本の刃を合わせる
だけでは１点で交わらせる事は出来ません。均一な力でスーッと開閉し切る、ヒカリ独特
の切れ味は、前述の「３つの交わらない曲線（３つのR）」を手造りで調整した結果です。
また、シザーズを鏡のようにツルツルピカピカに磨き上げるのも（メッキではありません）手
作業であり、これは薬品や水分を素材に残さないために重要です。

急に切れなくなったみたい。
なぜ切れなくなるのですか？

なぜ手造りが良いのですか？
どこまで手造りなのですか？

スキ鋏を選ぶポイントが分かりません、
どこを見れば良いのでしょうか？

刃が咬み合って
欠けてしまいました･･･

シザーズの「手入れ方法」を
教えて下さい。

研磨調整/研磨というとグラインダー等で削り取るイメージがあると思いますが、ヒカリでは研磨といっても削るのではなく、顕微鏡レベル
で丸くなった刃先をあくまでミクロン単位で鋭くするだけです。それよりも２本の刃の元から先まで一貫した手ごたえで開閉するように、
かみ合わせのスムーズさを微調整する事に専念しています。

＊１

厳選された材質・焼入れ
ですから長寿命。研磨調
整を控える必要はありま
せん。

メーカー研磨なら、まずは
研磨調整だけでご購入当
初の切れ味が戻ります。

さらに刃のおもて面を再
コンベックス加工すれば、
鋏はまさに新品同様によ
みがえります。

研磨で切れ味が戻らなく
なってきたら、「裏スキ」を
ご注文下さい。新品同様
の切れ味に再生できます。

1.Q

2.Q

5.Q

4.Q

3.Q

お手入れセット

¥1,650（本体価格¥1,500）

シザーズ専用のヒカリオイル
（5cc）とセーム革のセットです

シザーズ専用オイル

シザーズ専用のヒカリ
オイルです

¥2,200（本体価格¥2,000）
100cc

¥880（本体価格¥800）
40cc

¥330（本体価格¥300）
5cc

耳刀用メンテナンスキット

¥3,850（本体価格¥3,500）

各¥1,320（本体価格¥1,200）
＃8,000・＃5,000

研磨剤
¥1,650（本体価格¥1,500）
木砥（耳刀用）

セット価格

レーザー研磨剤・木砥・研磨剤

各¥2,200（本体価格¥2,000）
メッシュ（2種類有り） 
＃8,000・＃5,000

研磨剤

¥2,200（本体価格¥2,000）
レーザーの仕上研磨用

研磨油（100cc）
¥2,200（本体価格¥2,000）
木砥
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ヒカリなら、色 カ々ラフル私のシザーズ

COLOR－CUSTOMIZE （カラーカスタマイズ）

・取り外しタイプのヒットポイント（適合表を参照下さい）
・5種類のカラー/2種類のサイズ（大・小）を揃えています　

・リング部に装着するフィンガーガイド（適合表を参照下さい）
・5種類のカラー/3種類のサイズ（大・中・小）を揃えています　

・ネジ式ですから簡単に交換できる小指掛です
・下記新色の他、色と形状で下記の7タイプも 揃えています（適合表を参照下さい）　

ヒットポイント 大・小 各¥275（本体価格¥250）

リング（フィンガーガイド） 大・中・小 各¥110（本体価格¥100）

小指掛 各¥550（本体価格¥500）

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

（大）

（小）

ピンク

ピンク

ブルー

ブルー

グリーン

グリーン

デコレーションキャップ1（ベースネジ対応）

スワロフスキーキャップ   クリスタルコンポーネント2028

クリア

クリア ブラック

ブラック

ピンク ブルー グリーン クリア ブラック

メタル（平） メタル（丸） ゴールド（平）ゴールド（丸）メタル（小）
ブラック

メタル（小）
レッド

シザーズもこれからは個性の時代。自分らしさを輝かせて、オリジナルマイシザーズ。
ヒカリなら全製品がカラーカスタマイズの対象です。色々選んでカラフルに･･･
自分だけの１丁に仕上げて下さい。（商品購入時には無料で色指定ができます）

大：9　…￥3,740（本体価格￥3,400）
小：5　…￥2,640（本体価格￥2,400） ※リングチャーム加工対応
スワロフスキーキャップセット（ベースネジ付）…￥4,400（本体価格￥4,000） 

シェルキャップ
天然の貝を使用している為2つとして同じ物
がなく、オリジナルのシザーズを演出できます

10　  ……￥2,640（本体価格￥2,400）
シェルキャップセット（ベースネジ付）　
　　　……￥3,300（本体価格3,000）

平キャップ

ダイヤモンドカットで、7種のカラーがあります

クロスキャップ

クロスキャップ 
クロスキャップセット（ベースネジ付）

…………………………………￥5,500（本体価格￥5,000）
………￥6,050（本体価格￥5,500）

十字架をデザインしたデコレーションキャップ  中心にスワロフスキーを埋め込みました

シェルキャップを好まない方用に、フラットにデザインされたキャップです
10　  
平キャップセット（ベースネジ付）

…………………………………………￥1,100（本体価格￥1,000）
……………￥1,650（本体価格￥1,500）

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

左から　  ピンク：LT,ローズ、ブルー：アクアマリン、グリーン：ペリドット、ブラウン：LT,コロラドトパーズ、イエロー：ジョン
　　　　  キル、クリア：クリスタル、ブラック：ブラックダイヤ

※ベースネジ付で従来品にも装飾可能です
※デコレーションキャップ１、２の部品を弊社で交換する場合は、
　加工料￥550（税抜価格￥500）をいただきます（P.11参照）

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

ピンク ブルー グリーン ホワイト ブラック

カ
ラ
ー

カ
ス
タ
マ
イ
ズ

ベースネジ
￥800（本体価格）

ロジウム（ツヤ出し） ブラスト（ツヤ消し） グロスゴールド マットゴールド

大
12φ

小
10φ

グロスゴールド（ツヤ出し）大12φ

グロスゴールド（ツヤ出し）小10φ

デコレーションキャップ2 タイピン

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

① 自在ネジ一式（風車） ………………………………………………………………………… ￥2,750（本体価格￥2,500）

② 自在ネジ一式（十字） ………………………………………………………………………… ￥2,750（本体価格￥2,500）

③ 自在ネジ一式 ………………………………………………………………………………… ￥1,210（本体価格￥1,100）

④ コインネジ …………………………………………………………………………………………￥440（本体価格￥400） 

⑤ ベースネジ ………………………………………………………………………………………… ￥880（本体価格￥800）

⑥ クラフトネジ …………………………………………………………………………………… ￥1,320（本体価格￥1,200）

⑦ コンパチネジ（自在ネジ製品に対応可能）…………………………………………………… ￥1,210（本体価格￥1,100）

⑧ 光マーク入りコンパチネジ（5S・5S-R・GiRコスモス用） ………………………………… ￥1,320（本体価格￥1,200）

⑨ Oリング（デコレーションキャップ用）……………………………………………………………… ￥220（本体価格￥200）

⑩ パッキン（3.5mm、4mm）…………………………………………………………………………… ￥55（本体価格￥50）

自在ネジ対応

① ゴールド …………… ￥1,650（本体価格￥1,500）

② シルバー …………… ￥1,650（本体価格￥1,500）

タイピン

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

リングチャーム　
スワロフスキーキャップはダイヤモンドカットで7種のカラーがあります。
スワロフスキーキャップ（小） 5φ………… ￥2,640（本体価格￥2,400）
※ リングチャーム加工にて対応（P.11参照）
　 リングチャーム加工：1ヶ所につき ………  ￥2,200（税抜価格￥2,000） 部品代別

③ ④

⑥ ⑨ ⑩⑦ ⑧

①

自在ネジ対応
デコレーションキャップ

②

自在ネジ対応
デコレーションキャップ

⑤
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ヒカリなら、色 カ々ラフル私のシザーズ

COLOR－CUSTOMIZE （カラーカスタマイズ）

・取り外しタイプのヒットポイント（適合表を参照下さい）
・5種類のカラー/2種類のサイズ（大・小）を揃えています　

・リング部に装着するフィンガーガイド（適合表を参照下さい）
・5種類のカラー/3種類のサイズ（大・中・小）を揃えています　

・ネジ式ですから簡単に交換できる小指掛です
・下記新色の他、色と形状で下記の7タイプも 揃えています（適合表を参照下さい）　

ヒットポイント 大・小 各¥275（本体価格¥250）

リング（フィンガーガイド） 大・中・小 各¥110（本体価格¥100）

小指掛 各¥550（本体価格¥500）

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

（大）

（小）

ピンク

ピンク

ブルー

ブルー

グリーン

グリーン

デコレーションキャップ1（ベースネジ対応）

スワロフスキーキャップ   クリスタルコンポーネント2028

クリア

クリア ブラック

ブラック

ピンク ブルー グリーン クリア ブラック

メタル（平） メタル（丸） ゴールド（平）ゴールド（丸）メタル（小）
ブラック

メタル（小）
レッド

シザーズもこれからは個性の時代。自分らしさを輝かせて、オリジナルマイシザーズ。
ヒカリなら全製品がカラーカスタマイズの対象です。色々選んでカラフルに･･･
自分だけの１丁に仕上げて下さい。（商品購入時には無料で色指定ができます）

大：9　…￥3,740（本体価格￥3,400）
小：5　…￥2,640（本体価格￥2,400） ※リングチャーム加工対応
スワロフスキーキャップセット（ベースネジ付）…￥4,400（本体価格￥4,000） 

シェルキャップ
天然の貝を使用している為2つとして同じ物
がなく、オリジナルのシザーズを演出できます

10　  ……￥2,640（本体価格￥2,400）
シェルキャップセット（ベースネジ付）　
　　　……￥3,300（本体価格3,000）

平キャップ

ダイヤモンドカットで、7種のカラーがあります

クロスキャップ

クロスキャップ 
クロスキャップセット（ベースネジ付）

…………………………………￥5,500（本体価格￥5,000）
………￥6,050（本体価格￥5,500）

十字架をデザインしたデコレーションキャップ  中心にスワロフスキーを埋め込みました

シェルキャップを好まない方用に、フラットにデザインされたキャップです
10　  
平キャップセット（ベースネジ付）

…………………………………………￥1,100（本体価格￥1,000）
……………￥1,650（本体価格￥1,500）

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

左から　  ピンク：LT,ローズ、ブルー：アクアマリン、グリーン：ペリドット、ブラウン：LT,コロラドトパーズ、イエロー：ジョン
　　　　  キル、クリア：クリスタル、ブラック：ブラックダイヤ

※ベースネジ付で従来品にも装飾可能です
※デコレーションキャップ１、２の部品を弊社で交換する場合は、
　加工料￥550（税抜価格￥500）をいただきます（P.11参照）

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

ピンク ブルー グリーン ホワイト ブラック

カ
ラ
ー

カ
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マ
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ズ

ベースネジ
￥800（本体価格）

ロジウム（ツヤ出し） ブラスト（ツヤ消し） グロスゴールド マットゴールド

大
12φ

小
10φ

グロスゴールド（ツヤ出し）大12φ

グロスゴールド（ツヤ出し）小10φ

デコレーションキャップ2 タイピン

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

① 自在ネジ一式（風車） ………………………………………………………………………… ￥2,750（本体価格￥2,500）

② 自在ネジ一式（十字） ………………………………………………………………………… ￥2,750（本体価格￥2,500）

③ 自在ネジ一式 ………………………………………………………………………………… ￥1,210（本体価格￥1,100）

④ コインネジ …………………………………………………………………………………………￥440（本体価格￥400） 

⑤ ベースネジ ………………………………………………………………………………………… ￥880（本体価格￥800）

⑥ クラフトネジ …………………………………………………………………………………… ￥1,320（本体価格￥1,200）

⑦ コンパチネジ（自在ネジ製品に対応可能）…………………………………………………… ￥1,210（本体価格￥1,100）

⑧ 光マーク入りコンパチネジ（5S・5S-R・GiRコスモス用） ………………………………… ￥1,320（本体価格￥1,200）

⑨ Oリング（デコレーションキャップ用）……………………………………………………………… ￥220（本体価格￥200）

⑩ パッキン（3.5mm、4mm）…………………………………………………………………………… ￥55（本体価格￥50）

自在ネジ対応

① ゴールド …………… ￥1,650（本体価格￥1,500）

② シルバー …………… ￥1,650（本体価格￥1,500）

タイピン

＊写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

リングチャーム　
スワロフスキーキャップはダイヤモンドカットで7種のカラーがあります。
スワロフスキーキャップ（小） 5φ………… ￥2,640（本体価格￥2,400）
※ リングチャーム加工にて対応（P.11参照）
　 リングチャーム加工：1ヶ所につき ………  ￥2,200（税抜価格￥2,000） 部品代別

③ ④

⑥ ⑨ ⑩⑦ ⑧

①

自在ネジ対応
デコレーションキャップ

②

自在ネジ対応
デコレーションキャップ

⑤
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Decoration Cap Manual （デコレーションキャップマニュアル）

シザーメーカーとコームメーカーがコラボレーション！！

PFIZZ COMB （ファイズコーム）

デコレーションキャップを交換する場合

ご注意

コインネジの商品に装着する場合

ファイズコームの効果
1. スムーズなコームスルー
2. 簡単に素早くスライスパネルがつくれます（Pスポットで毛束をキャッチ！）
3. 様 な々スタイルに対応

フ
ァ
イ
ズ
コ
ー
ム

デコレーションキャップ装着完了ベースネジ取付完了コインネジをドライバー等ではずし、ベー
スネジに付け換える

例：スターコスモス125にスワロフスキー（ピンク）を装着

お好みのキャップのベースネジ付セットを
購入する

① ② ③ ④

しめる

ベースネジ中心のメスネジに
キャップのオスネジを合わせ右
に回す

別のキャップを用意するキャップをつまみ、左に回して
はずす

例：ロジウムからゴールドへ交換

キャップを交換したい鋏を用
意する

① ② ③ ④
デコレーションキャップ装着
完了

⑤しめる

ゆるめる

ベースネジ

1.自在ネジの商品をベースネジ対応のデコレーションキャップ装着する場合は、新品購入時
のみの対応に限らせていただきます。

※コインネジ加工￥3,000（税抜価格）が必要になります。

2.コインネジの商品をデコレーションキャップに交換する場合はベースネジの購入が必
要となります。（セット価格がお得です）

※弊社で交換する場合は別途デコレーションキャップ加工￥500（税抜価格）がかかります。

3.デコレーションキャップをご自身で装着する場合はベースネジの締め具合にご注意くださ
い。鋏の開閉がゆるすぎると刃を傷める原因となります。（ネジのゆるみが原因とみられ
る不具合は責任を負いかねます。）

4.デコレーションキャップ交換時は刃に触れぬようご注意ください。ケガをする場合があり
ます。

5.装着済の商品は新品購入時に大きさ･色の指定ができます。（無料）

6.写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

スムーズなコームスルーは、カット前・カット中・スタイリング
の際の「髪が引っかかる…。」といった不快感を解消し
ます。また、髪をとかしながら、同時にキューティクルも整
えるので髪にツヤを与えます。
＊写真は、右がファイズコーム、左が従来のコームです。
  密歯を使用してクシ通りを比較した写真です。

お客様の不快感を解消+α

①Pスポットを使うと、NOクリップでもスピーディにパネル
を取ることができます。（ドライ時・ウエット時のどちらの
場合でも素早く簡単に毛束をキャッチします）また、素
早くパネルが取れるので、作業時間が短縮可能。

②パネルを取る際は、何度もシェーピングを行う必要が
ないので、髪に無駄なテンションをかけずに済みます。

作業効率の向上+α

①Pスポットを使うと、正確なアウトライン（ガイド）をつく
ることができます。

②刈り上げを行う際には、初めから密歯を使って作業を
行うことができます。（仕上げながら作業が行えます）

③パネル状に毛束が取れるので、毛量が見極めやすく
なり作業が行いやすくなります。また、必要とする部
分の毛束がパネル状に取れるので、無駄なシザーの
運行をしなくて済みます。（セニング）

様々なスタイルに対応

ファイズコームの3Sで、従来よりワンランク上にステップアッ
プした、サービスと技術をお客様に提供することができます！

スムーズ+スピーディ+スパイス
=ステップアップ！

Smooth

Speedy

Spice

Stepup!

 ※Ｐラインの曲線は、
　 頭部の丸みをかたどっています。

独自のR形状凹デザイン
“P－SPOT”

機能の中核“P－LINE”

パネルを取る作業…
セニングが過度に入った髪の場合は、従来のカットコームでスライスパネルをつくる
作業と同様の作業を行って下さい。（短い髪が正確に取れない場合があります）

使用上の注意

サムライズブルー

オレンジ

キミドリ

レッド

ホワイト

ピンク

フ
ァ
イ
ズ
コ
ー
ム

レッド

ホワイト

ブラック

レッド

ホワイト

ブラック

長さ：200mm 価格：¥1,650円（本体価格¥1,500）
材質：ナイロン/GF 耐熱温度：200℃

●スライスパネルが素早く簡単に作れます。
●スムーズなコームスルー●様々なスタイルに対応。

スタンダード  長さ：178.5mm
ロング 　 長さ：200mm

価格：¥1,540円（本体価格¥1,400）
価格：¥1,760円（本体価格¥1,600）

材質：POM/GF 耐熱温度：110℃

刈上げなどのカット…
歯元とPスポットの淵（Pライン）をガイドにして、歯元を基準にシザーの開閉を大きく行っ
てカットを施してください。また、頭なりにカットを施すので、コームの運行にもご注意くだ
さい。（髪にウエイトが残る場合があります）

リ
ン
グ
コ
ー
ム

L
コ
ー
ム
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シザーメーカーとコームメーカーがコラボレーション！！

PFIZZ COMB （ファイズコーム）

デコレーションキャップを交換する場合

ご注意

コインネジの商品に装着する場合

ファイズコームの効果
1. スムーズなコームスルー
2. 簡単に素早くスライスパネルがつくれます（Pスポットで毛束をキャッチ！）
3. 様 な々スタイルに対応

フ
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デコレーションキャップ装着完了ベースネジ取付完了コインネジをドライバー等ではずし、ベー
スネジに付け換える

例：スターコスモス125にスワロフスキー（ピンク）を装着

お好みのキャップのベースネジ付セットを
購入する

① ② ③ ④

しめる

ベースネジ中心のメスネジに
キャップのオスネジを合わせ右
に回す

別のキャップを用意するキャップをつまみ、左に回して
はずす

例：ロジウムからゴールドへ交換

キャップを交換したい鋏を用
意する

① ② ③ ④
デコレーションキャップ装着
完了

⑤しめる

ゆるめる

ベースネジ

1.自在ネジの商品をベースネジ対応のデコレーションキャップ装着する場合は、新品購入時
のみの対応に限らせていただきます。

※コインネジ加工￥3,000（税抜価格）が必要になります。

2.コインネジの商品をデコレーションキャップに交換する場合はベースネジの購入が必
要となります。（セット価格がお得です）

※弊社で交換する場合は別途デコレーションキャップ加工￥500（税抜価格）がかかります。

3.デコレーションキャップをご自身で装着する場合はベースネジの締め具合にご注意くださ
い。鋏の開閉がゆるすぎると刃を傷める原因となります。（ネジのゆるみが原因とみられ
る不具合は責任を負いかねます。）

4.デコレーションキャップ交換時は刃に触れぬようご注意ください。ケガをする場合があり
ます。

5.装着済の商品は新品購入時に大きさ･色の指定ができます。（無料）

6.写真は実物大ではありません。色は実際とは多少異なります。

スムーズなコームスルーは、カット前・カット中・スタイリング
の際の「髪が引っかかる…。」といった不快感を解消し
ます。また、髪をとかしながら、同時にキューティクルも整
えるので髪にツヤを与えます。
＊写真は、右がファイズコーム、左が従来のコームです。
  密歯を使用してクシ通りを比較した写真です。

お客様の不快感を解消+α

①Pスポットを使うと、NOクリップでもスピーディにパネル
を取ることができます。（ドライ時・ウエット時のどちらの
場合でも素早く簡単に毛束をキャッチします）また、素
早くパネルが取れるので、作業時間が短縮可能。

②パネルを取る際は、何度もシェーピングを行う必要が
ないので、髪に無駄なテンションをかけずに済みます。

作業効率の向上+α

①Pスポットを使うと、正確なアウトライン（ガイド）をつく
ることができます。

②刈り上げを行う際には、初めから密歯を使って作業を
行うことができます。（仕上げながら作業が行えます）

③パネル状に毛束が取れるので、毛量が見極めやすく
なり作業が行いやすくなります。また、必要とする部
分の毛束がパネル状に取れるので、無駄なシザーの
運行をしなくて済みます。（セニング）

様々なスタイルに対応

ファイズコームの3Sで、従来よりワンランク上にステップアッ
プした、サービスと技術をお客様に提供することができます！

スムーズ+スピーディ+スパイス
=ステップアップ！

Smooth

Speedy

Spice

Stepup!

 ※Ｐラインの曲線は、
　 頭部の丸みをかたどっています。

独自のR形状凹デザイン
“P－SPOT”

機能の中核“P－LINE”

パネルを取る作業…
セニングが過度に入った髪の場合は、従来のカットコームでスライスパネルをつくる
作業と同様の作業を行って下さい。（短い髪が正確に取れない場合があります）

使用上の注意

サムライズブルー

オレンジ

キミドリ

レッド

ホワイト

ピンク

フ
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レッド

ホワイト

ブラック

レッド

ホワイト

ブラック

長さ：200mm 価格：¥1,650円（本体価格¥1,500）
材質：ナイロン/GF 耐熱温度：200℃

●スライスパネルが素早く簡単に作れます。
●スムーズなコームスルー●様々なスタイルに対応。

スタンダード  長さ：178.5mm
ロング 　 長さ：200mm

価格：¥1,540円（本体価格¥1,400）
価格：¥1,760円（本体価格¥1,600）

材質：POM/GF 耐熱温度：110℃

刈上げなどのカット…
歯元とPスポットの淵（Pライン）をガイドにして、歯元を基準にシザーの開閉を大きく行っ
てカットを施してください。また、頭なりにカットを施すので、コームの運行にもご注意くだ
さい。（髪にウエイトが残る場合があります）
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さまざまな特長をマークで表現しました。さまざまな特長をマークで表現しました。
下記のマークをご参照の上、最適の一丁をお選び下さい。下記のマークをご参照の上、最適の一丁をお選び下さい。

ヒカリチュアル
加工済

当社でSIAAの認証を取得し、安全性基準に適合した、抗菌・坑
ウィルスのガラスコーティングを施しています。コーティング
済み証明書を発行します。

5 モリブデン・コバルト鋼
当社製品中の最高級シリーズ「ファイブスター」に主に使用す
る超特殊・高級鋼です。しっとりとした中に目の覚める優れた
切れ味を出します。

M
SEV

SEV モリブデン鋼
SEVとのコラボレーションによるハイブリッドシザー「SEV COSMOS」に
使用されている鋼材です。モリブデン鋼にSEVを埋め込むことにより、通
常のモリブデン鋼より優れた性能を発揮します。

M
コスモス

モリブデン鋼
当社の上級者シリーズ「コスモス」に主に使用している鋼材で
す。優れた切れ味・長切れ・耐摩耗性を持ちながらしかも粘り
強い、刃物に最も適した超特殊鋼です。

SEVコバルト鋼
SEVとのコラボレーションによるハイブリッドシザー「SEV COSMOS」に
使用されている鋼材です。コバルト鋼にSEVを埋め込むことにより、通常
のコバルト鋼より優れた性能を発揮します。

コバルト鋼
当社の上級者シリーズに使用している鋼材です。優れた長切
れ・耐摩耗性を発揮します。シャープな切れ味を実現していま
す。

S ステンレス鋼
鋏身からグリップに至るまでを同一の高級ステンレス鋼で統一、
優れた耐腐食性を保持したままクセのないやわらかな切れ味を
出しました。

超スムーサー
触点部分に、金属を超える耐摩耗性を持つ特殊なルーロン樹脂
を埋め込みました。さっくりとした切れ味はそのままに摩擦係
数を著しく低減し、開閉感は超スムーズ。

コインスクリュー
使用感に大きく影響するネジの締め具合を、10円玉１個で簡便
に調整できます。しかも焼入れ、バネネジですので、丈夫でゆ
るみません。

自由自在ネジ
使用するにつれて変化してゆく面倒なネジ調整が、指先で簡単
にできます。また種々の工夫を施したのでネジの不用意なゆる
み、しまりも起こしにくくしています。

F フィットリング
両リングの指に当たる側を湾曲させましたので、従来製品
にくらべ抜群に安定したにぎり感覚が得られます。　特許
P.T.No.1684170

ネジ式小指掛
ネジ式タイプで自在に外せる小指掛です。指が疲れやすい方や、
安定感がないと感じる方におすすめです。お好みで色違いも各
種あります（有料）。

フィット小指掛
一般的に指の短い女性にもフィットするように小指掛に角度を
付け、幅も広く設計しました。長時間ご使用になっても指が疲
れず、安定感が得られます。

笹刃
刃の湾曲を強くした、ヒカリ独特のオリジナル笹刃です。適度
な逃げとスムーズな切れ味が特長。ドライカットなどナチュラ
ルな仕上がり感を出したい場合に最適です。

V カットクシ刃
スキ鋏のクシ刃で巾のある刃はもちろん、細い刃にもV型のカッ
トを入れました。毛をしっかり捕らえ逃しませんから、誤差の
ない正確なカットが可能です。

クシ刃が動刃
従来のスキ鋏と反対にクシ刃が動刃です。速いカットテクニッ
クが可能となり、またカット面が髪の中に入りますので、スタ
イルがより自然に仕上がります。

3.5 裏スキ 3.5 インチ
刃の性能に直接影響する裏スキ。ヒカリは3.5インチという世界
一深い裏スキを実現しました。切れ味、長切れ、最研磨性に威
力を発揮します。

S 左用シザーズ
左利きの方専門のシザーズ。通常とは動刃・静刃の合わせが全
く逆になっていますので、軽く正確なヒカリの本来の切れ味が
自然に楽しめます。

カラーカスタマイズ
ヒットポイント・リング・小指掛がお好きな色に交換できます。
その日の気分で…サロンでの識別に…お客様との話題作りに…
全商品が対象です。（詳しくはP.14参照）

SPECIAL FADER
THINNING ぼかしから質感まで自由自在 20

COSMOS

N i n acosmos 女性の「使いやすい」をデザイン 22
5 Scosmos シンプルな美しさ 38

S T A Rcosmos 世界のベストセラー 40
R A Ycosmos ロングシザーズの覇者 41
N E Ocosmos 指・手の細く小さい方に 44
B EAMcosmos デザイン性とグリップ感 47

S E V S E Vcosmos 次世代ハイブリッドシザー 26
C r a f t R o icosmos アンティーク調シザー 34

SPECIAL

S t e l l acosmos イノベーションシザー 50
G i Rcosmos 最極ガイドシザーズ 52
5STARcosmos 王者の風格 54
R Y Ucosmos 極上の切れ味 57
B-DRYcosmos 笹刃・ドライカット 58
c - e v o 万能スタイリッシュセニング 60
C-Texturizer スムーズ＆ソフトセニング 62

C r a f t R o icosmos アンティーク調シザー 34

J U N I O R

K o r y u ハイグレードをローコストで 66
G EN J I� ジュニアの定番 67
BLAZE 若い感性の輝き 70
Little�Star 高いコストパフォーマンス 72

THINN ING

L u c i s ドライ・ウェット両用 74
A n g e l� V 溝の究極進化 75
TRENDY�Ⅲ セニングの革命児 79
TRENDY�Ⅳ 速さがテーマ 80
THINNING 驚異の裏スキ 3.5インチ 82

L E F T Y

N i n a�
LEFTY 女性の「使いやすい」をデザイン 90
K o r y u�
LEFTY ハイグレードをローコストで 92
B - DRY�
LEFTY 笹刃・ドライカット 93
HIKARI�
LEFTY レフトハンダーの秀逸 94
c - e v o�
LEFTY 万能スタイリッシュセニング 100

FUTURE
CROSS ヘアー技術の革命 104
ANDROID 発想の転換 105
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

F735
22目/正逆/スキ率　刃先4本：8％、刃中～刃元18本：25％
刃先を使ってフェードのぼかしにも、
全体を使って通常の質感調整・毛量調整にも対応した万能セニングです。
￥99,000（本体価格￥90,000）

6.0inch

ヒカリチュアル
加工済 コバルト鋼 超スムーサー コインスクリュー F フィットリング 3.5 裏スキ

3.5 インチ
カラー
カスタマイズ

ここが特長
◆2つのスキ率が1丁に混在
◆刃先のスキ率はわずかに8％
◆刃先の細さ薄さ
◆刃先以外は25％で通常の毛量調整・質感調整が可能。
　刈り上げで使用しても柔らかな面が出来上がり、
　髪が伸びた時になじみ易くなります。
◆握り易く安定感のあるグリップ
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（P.61参照）
◆クシ刃に鋭い刃付け
◆棒刃とクシ刃の両側から切る為、切断面が滑らか
◆クシ刃とクシ刃の間が斜めにカットされていて
　髪の抜けに抵抗が少ない（P.77参照）
◆引っかからない
◆カットラインが出にくい

先端の細さ薄さ
棒刃が細く、頭皮につけながら0mm から肌を
傷つけず狙った髪だけを切れるので、クリッパー
ラインも簡単にぼかすことが可能。直線的なネッ
クラインをぼかすのにも役立ちます。

NEWNEWNEW
〜ぼかしから質感まで自由自在〜

サロンの現場からの声を形にしました！
「フェードのぼかしから、通常の質感調整にも使える万能セニング」
先端が細く、刃先と刃中～刃元のスキ率が違うので、
メンズ、レディースを問わず様々なカットに使用可能です。

先端の４本は溝無しでスキ率８％
フェードカットの際に、クリッパー使用後の骨格の
凹凸による色彩の濃い部分をぼかすのに最適
です。根ズキにも使用可能。

動画で確認！

フェーダー

20

カタログ30-2.indd   20カタログ30-2.indd   20 2022/04/14   10:04:112022/04/14   10:04:11



C
O

SM
O

S

FAD
ER T

H
IN

N
IN

G

FADERFADERTHINNINGFADER
THINNING

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

Nina

NEWNEWNEW
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NinaNina COSMOS
NinaCOSMOS

女性美容師の意見から生まれたグリップ形状と軽さ。
女性スタイリストの「使いやすい」をデザインしたシザーです。
ハサミ全体が細く、軽く、扱いやすい。
安定感と操作性が抜群の上、
切れ味も申し分ない逸品です。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー

 

ここが特長
◆ 薬指のリングを小さくし、安定感が向上
◆ アナトミックグリップを採用し、操作性が向上
◆ 小指掛けを手前に付けることにより、安定感が抜群
◆ 静刃の柄に山型を付ける事で、人差し指と中指のグリップ力向上

ここが特長
◆ 薬指のリングを小さくし、安定感が向上
◆ アナトミックグリップを採用し、操作性が向上
◆ 小指掛けを手前に付けることにより、安定感が抜群
◆ 静刃動刃の柄に山型を付ける事で、人差し指と中指のグリップ力向上

ここが特長
◆ 半扇型触点採用することで、切れ味UP（P63参照）
◆ 棒刃に髪を傷めない刃付けを施し、引っ掛かりが無い
◆ クシ刃の目立てを階段状にし、鋭い刃付けをすることで、切れ味向上
◆ 棒刃とクシ刃両方に刃付けをし、切断面がきれいなためパサつきにくい
◆ クシ刃とクシ刃の間が斜めにカットされているため、
　 髪の毛が抜けるときの抵抗が少なく、とてもスムーズ

ここが特長
◆ 半扇型触点採用することで、切れ味UP（P63参照）
◆ ヒカリオリジナル剣型。切れ味抜群
◆ 当社初！静刃にモリブデンコバルト鋼、動刃にモリブデン鋼を採用。

コインスクリュー フィットリングF フィット小指掛モリブデン鋼M
コスモス

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー
（片面）コインスクリュー フィットリングF フィット小指掛

～女性の「使いやすい」をデザイン～

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

 

業界初！

階段状に
鋭い刃付けをした
クシ刃の先端

アナトミックグリップ仕様
（P47参照）

アナトミックグリップ仕様
（P47参照）

115
ブラントカット、ベースカット用。
細かいテクニックにも最適です。
￥91,300（本体価格￥83,000）

5.5inch

116
ブブラントカット、ベースカット用。
細かいテクニックにも最適です。
細くて軽いのにパワーがあり、切れ味抜群です。
￥97,900（本体価格￥89,000）

6.0inch

ニーナコスモス
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NinaNina COSMOS
NinaCOSMOS

女性美容師の意見から生まれたグリップ形状と軽さ。
女性スタイリストの「使いやすい」をデザインしたシザーです。
ハサミ全体が細く、軽く、扱いやすい。
安定感と操作性が抜群の上、
切れ味も申し分ない逸品です。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー

 

ここが特長
◆ 薬指のリングを小さくし、安定感が向上
◆ アナトミックグリップを採用し、操作性が向上
◆ 小指掛けを手前に付けることにより、安定感が抜群
◆ 静刃の柄に山型を付ける事で、人差し指と中指のグリップ力向上

ここが特長
◆ 薬指のリングを小さくし、安定感が向上
◆ アナトミックグリップを採用し、操作性が向上
◆ 小指掛けを手前に付けることにより、安定感が抜群
◆ 静刃動刃の柄に山型を付ける事で、人差し指と中指のグリップ力向上

ここが特長
◆ 半扇型触点採用することで、切れ味UP（P63参照）
◆ 棒刃に髪を傷めない刃付けを施し、引っ掛かりが無い
◆ クシ刃の目立てを階段状にし、鋭い刃付けをすることで、切れ味向上
◆ 棒刃とクシ刃両方に刃付けをし、切断面がきれいなためパサつきにくい
◆ クシ刃とクシ刃の間が斜めにカットされているため、
　 髪の毛が抜けるときの抵抗が少なく、とてもスムーズ

ここが特長
◆ 半扇型触点採用することで、切れ味UP（P63参照）
◆ ヒカリオリジナル剣型。切れ味抜群
◆ 当社初！静刃にモリブデンコバルト鋼、動刃にモリブデン鋼を採用。

コインスクリュー フィットリングF フィット小指掛モリブデン鋼M
コスモス

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー
（片面）コインスクリュー フィットリングF フィット小指掛

～女性の「使いやすい」をデザイン～

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

 

業界初！

階段状に
鋭い刃付けをした
クシ刃の先端

アナトミックグリップ仕様
（P47参照）

アナトミックグリップ仕様
（P47参照）

715
25目／正逆／スキ率15～20％
根元～毛先までの質感・毛量調整に
最適です。
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい
切れ味で引っかかりません。
メガネタイプなので正逆両用です。
￥106,700（本体価格￥97,000）

5.8inch

716
21目／正逆／スキ率25～30％
根元～毛先までの質感・毛量調整に最適です。 
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい切れ味で
引っかかりません。
メガネタイプなので正逆両用です。
￥106,700（本体価格￥97,000）

5.8inch

動画で確認！
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SEVとは？ （SEVの効能）

日々 のパフォーマンスを向上させることで、様 な々ジャンル（野球、競輪、GT、ゴルフ）のスポーツ
選手から愛用されているSEV。『SEV COSMOS』は、SEVの「負担を軽減する技術」によって、
手への負担を軽減し、腱鞘炎に悩む方をサポートします。
すぐにその効果を体感できるのがSEV技術の魅力です。
①片手にSEV COSMOSを持ち、腕を伸ばしてゆっくりダンベルを持ち上げて、重さを確認します。
②シザーを放して、同じようにダンベルを持ち上げます。
※重さの違いが一瞬で実感できます！

「物質活性化テクノロジー」によって、物質そのもの
に働きかけ、モノ本来の機能を引き出すSEV。

『SEV COSMOS』は、SEVの「モノ本来の機能を
引き出す技術」によって、シザー本体の切れ味を向上
させ、滑らかな開閉の革新的なシザーを実現します。
さらにSEVは「フリクションロス（抵抗）を軽減する」効果が
あります。
ロスを軽減することで、シザー本来の「切れ味」と「開閉の滑ら
かさ」を高めます。

モノには、抵抗やロス、環境など様 な々要因による劣化が生じます。その劣化を軽減する原理を
持っているSEV。『SEV COSMOS』は、SEVの「劣化を軽減する技術」によって、シザー
本体の摩耗を軽減します。
SEVの原料は『天然鉱石』と『数十種類の金属』を組み合わせたもの。
SEVの効果は長期的に持続する為、シザー本体の摩耗を軽減し、長期間コンディションの良い状態をキープする
ことができます。

SEVはここに
埋め込まれています！
（動刃にも同位置に）

モノ本来の機能を惜しみなく引き出す。

劣化を減少させ、
コンディションの良い状態をキープ。

持った瞬間、体感できる喜び。
長時間シザーを使うことによる手の負担を軽減

シザーの切れ味と開閉の滑らかさを徹底追究

シザー本体の摩耗を軽減し、長期間最高の状態を保持

SEV

SEV

SEV
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SEVとは？ （SEVの効能）

日々 のパフォーマンスを向上させることで、様 な々ジャンル（野球、競輪、GT、ゴルフ）のスポーツ
選手から愛用されているSEV。『SEV COSMOS』は、SEVの「負担を軽減する技術」によって、
手への負担を軽減し、腱鞘炎に悩む方をサポートします。
すぐにその効果を体感できるのがSEV技術の魅力です。
①片手にSEV COSMOSを持ち、腕を伸ばしてゆっくりダンベルを持ち上げて、重さを確認します。
②シザーを放して、同じようにダンベルを持ち上げます。
※重さの違いが一瞬で実感できます！

「物質活性化テクノロジー」によって、物質そのもの
に働きかけ、モノ本来の機能を引き出すSEV。

『SEV COSMOS』は、SEVの「モノ本来の機能を
引き出す技術」によって、シザー本体の切れ味を向上
させ、滑らかな開閉の革新的なシザーを実現します。
さらにSEVは「フリクションロス（抵抗）を軽減する」効果が
あります。
ロスを軽減することで、シザー本来の「切れ味」と「開閉の滑ら
かさ」を高めます。

モノには、抵抗やロス、環境など様 な々要因による劣化が生じます。その劣化を軽減する原理を
持っているSEV。『SEV COSMOS』は、SEVの「劣化を軽減する技術」によって、シザー
本体の摩耗を軽減します。
SEVの原料は『天然鉱石』と『数十種類の金属』を組み合わせたもの。
SEVの効果は長期的に持続する為、シザー本体の摩耗を軽減し、長期間コンディションの良い状態をキープする
ことができます。

SEVはここに
埋め込まれています！
（動刃にも同位置に）

モノ本来の機能を惜しみなく引き出す。

劣化を減少させ、
コンディションの良い状態をキープ。

持った瞬間、体感できる喜び。
長時間シザーを使うことによる手の負担を軽減

シザーの切れ味と開閉の滑らかさを徹底追究

シザー本体の摩耗を軽減し、長期間最高の状態を保持

SEV

SEV

SEV

SEV
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ここに親指を入れて使用可能

半扇形触点と超スムーサー

（P.40、P.63参照）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

SEV C
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ここが特長（カットシザー）
◆SEVとのコラボレーションによるハイブリッドシザー
◆SEVモリブデン鋼
◆様 な々カットに対応するラインナップ
◆握り易く安定感のあるグリップ
◆全ラインナップに2種類のグリップ
◆半扇触点

SEVSEV COSMOS
SEVCOSMOS

ヒカリが永年追究してきた職人の手造
りの技と、物質本来の性能を引き出す特許
技術「SEV」の技術を結集して生み出された、
今までにない次世代ハイブリッドシザーです。その
実力は郡を抜いてます。様 な々カットに対応できるよう、
豊富なラインナップを揃えています。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズ超スムーサー フィットリングFM
SEV

SEVモリブデン鋼

特許 第5069935号

ここに親指を入れて使用可能

～次世代ハイブリッドシザー～

ヒカリチュアル加工済

S-5.5
短いながらも刃幅があり、半扇型触点により
がたつきを抑えたパワーのあるシザー。
動刃のヒットポイント設置部分に
親指をいれればメガネタイプとして使用可能。
￥118,800（本体価格￥108,000）

5.5inch

S-5.5M
メガネタイプ／
短いながらも刃幅があり、半扇型触点により
がたつきを抑えたパワーのあるシザー。
ひっくり返しても使えるリバーシブルメガネ。
長すぎず短すぎない小指掛を採用。
¥118,800（本体価格￥108,000）

5.5inch 受注生産（約2ヵ月）

動画で確認！

セブ�コスモス
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ここに親指を入れて使用可能

半扇形触点と超スムーサー

（P.40、P.63参照）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。
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ここが特長（カットシザー）
◆SEVとのコラボレーションによるハイブリッドシザー
◆SEVモリブデン鋼
◆様 な々カットに対応するラインナップ
◆握り易く安定感のあるグリップ
◆全ラインナップに2種類のグリップ
◆半扇触点

SEVSEV COSMOS
SEVCOSMOS

ヒカリが永年追究してきた職人の手造
りの技と、物質本来の性能を引き出す特許
技術「SEV」の技術を結集して生み出された、
今までにない次世代ハイブリッドシザーです。その
実力は郡を抜いてます。様 な々カットに対応できるよう、
豊富なラインナップを揃えています。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズ超スムーサー フィットリングFM
SEV

SEVモリブデン鋼

特許 第5069935号

ここに親指を入れて使用可能

～次世代ハイブリッドシザー～

ヒカリチュアル加工済

S-6.0
刃幅が広く、厚切りにも対応したシザー。 
半扇型触点によりがたつきを抑え動刃のヒットポイント設置部分に
親指をいれればメガネタイプとして使用可能。
￥121,000（本体価格￥110,000）

6.0inch

S-6.0M
メガネタイプ／
刃幅が広く、厚切りにも対応したシザー。
半扇型触点によりがたつきを抑え
シンメトリー（メガネ）タイプの特長である力強さを実現。
¥121,000（本体価格￥110,000）

6.0inch 受注生産（約2ヵ月）

動画で確認！
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SEV C
O

SM
O

S

ここに親指を入れて
使用可能 ここに親指を入れて

使用可能

SEVSEV COSMOS
SEVCOSMOS

全ラインナップデコレーションキャップ装着可能（P.14参照）

半扇形触点と超スムーサー

（P.40、P.63参照）

～次世代ハイブリッドシザー～

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズ超スムーサー フィットリングFM
SEV

SEVモリブデン鋼ヒカリチュアル加工済

S-6.5
荒刈り～仕上げ刈りまでオールマイティなシザーズ。
力強い切れ味と疲れないクレーンタイプ。
重量バランスに優れたシザーズです。
動刃のヒットポイント設置部分に親指をいれれば
メガネタイプとして使用可能。
￥125,400（本体価格￥114,000）

6.5inch

S-6.5M
メガネタイプ／
荒刈り～仕上げ刈りまでオールマイティなシザーズ。
より力強い切れ味を追及したメガネタイプ。
重量バランスに優れたシザーズです。
¥125,400（本体価格￥114,000）

6.5inch 受注生産（約2ヵ月）

動画で確認！
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SEV C
O

SM
O

S

ここに親指を入れて
使用可能 ここに親指を入れて

使用可能

SEVSEV COSMOS
SEVCOSMOS

全ラインナップデコレーションキャップ装着可能（P.14参照）

半扇形触点と超スムーサー

（P.40、P.63参照）

～次世代ハイブリッドシザー～

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズ超スムーサー フィットリングFM
SEV

SEVモリブデン鋼ヒカリチュアル加工済

S-6.5
荒刈り～仕上げ刈りまでオールマイティなシザーズ。
力強い切れ味と疲れないクレーンタイプ。
重量バランスに優れたシザーズです。
動刃のヒットポイント設置部分に親指をいれれば
メガネタイプとして使用可能。
￥125,400（本体価格￥114,000）

6.5inch S-7.0
荒刈り、刈り上げ用。幅広い刃で力強い切れ味。
クレーンタイプなので肘が上がらず疲れにくい。
重量バランスに優れたシザーズです。
動刃のヒットポイント設置部分に親指をいれれば
メガネタイプとして使用可能。
¥129,800（本体価格 ¥118,000）

7.0inch

S-7.0M
メガネタイプ／
荒刈り、刈り上げ用。
メガネグリップを採用し、より力強い切れ味を実現。
重量バランスに優れたシザーズです。
¥129,800（本体価格 ¥118,000）

7.0inch 受注生産（約2ヵ月）

動画で確認！
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SEVSEV COSMOS
SEV

～次世代ハイブリッドシザー～COSMOS

◆SEVとのコラボレーションによるハイブリッドシザー
◆SEVコバルト鋼
◆握り易く安定感のあるグリップ
◆全ラインナップに2種類のグリップ
◆半扇触点
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（P.61参照）
◆クシ刃に鋭い刃付け
◆クシ刃の先端に段を付けて切れ味向上
◆棒刃とクシ刃の両側から切る為、切断面が滑らか
◆クシ刃とクシ刃の間が斜めにカットされていて
　髪の抜けに抵抗が少ない（P.77参照）
◆引っかからない
◆カットラインが出にくい

ここが特長
（セニング）

ここに親指を入れて使用可能 ここに親指を入れて使用可能

特許 第5069935号

カラーカスタマイズ超スムーサー フィットリングFSEVコバルト鋼
Co
SEV

裏スキ3.5インチ3.5

階段状に鋭い刃付けをした
クシ刃の先端（2段）

半扇形触点と超スムーサー

（P.40、P.63参照）

階段状に鋭い刃付けをした
クシ刃の先端（3段）

階段状に鋭い刃付けをした
クシ刃の先端（2段）

業界初!業界初!

業界初!

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

S-21
21目／正刃／スキ率20～25％
根元～毛先までの質感・毛量調整に
最適です。カットラインが出にくく、
ドライでも柔らかい切れ味で
引っかかりません。
￥129,800（本体価格￥118,000）

6.0inch
受注生産（約2ヵ月）

S-21M
21目／正逆／スキ率20～25％
根元～毛先までの質感・毛量調整に最適です。
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい切れ味で
引っかかりません。メガネタイプなので正逆両用です。
¥129,800（本体価格￥118,000）

6.0inch

動画で確認！
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SEVSEV COSMOS
SEV

～次世代ハイブリッドシザー～COSMOS

◆SEVとのコラボレーションによるハイブリッドシザー
◆SEVコバルト鋼
◆握り易く安定感のあるグリップ
◆全ラインナップに2種類のグリップ
◆半扇触点
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（P.61参照）
◆クシ刃に鋭い刃付け
◆クシ刃の先端に段を付けて切れ味向上
◆棒刃とクシ刃の両側から切る為、切断面が滑らか
◆クシ刃とクシ刃の間が斜めにカットされていて
　髪の抜けに抵抗が少ない（P.77参照）
◆引っかからない
◆カットラインが出にくい

ここが特長
（セニング）

ここに親指を入れて使用可能 ここに親指を入れて使用可能

特許 第5069935号

カラーカスタマイズ超スムーサー フィットリングFSEVコバルト鋼
Co
SEV

裏スキ3.5インチ3.5

階段状に鋭い刃付けをした
クシ刃の先端（2段）

半扇形触点と超スムーサー

（P.40、P.63参照）

階段状に鋭い刃付けをした
クシ刃の先端（3段）

階段状に鋭い刃付けをした
クシ刃の先端（2段）

業界初!業界初!

業界初!

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

S-16
16目／正刃／スキ率30～35％
根元～毛先までの質感・毛量調整に最適です。
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい切れ味で引っかかりません。
¥129,800（本体価格￥118,000）

6.0inch 受注生産（約2ヵ月）

S-16M
16目／正逆／スキ率30～35％
根元～毛先までの質感・毛量調整に最適です。
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい切れ味で
引っかかりません。メガネタイプなので正逆両用です。
¥129,800（本体価格￥118,000）

6.0inch

動画で確認！
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ル

Hikaritual.HardoLass　ヒカリチュアルとは…SIAAの基準をクリアした、抗菌・抗ウィルスのガラスコーティングです。

Hikaritual
サロンとお客様に安心、安全を提供します

C
raft

第三者機関で証明済みの効果　①抗ウィルス・②抗菌

ヒカリチュアルの効果　①抗ウィルス・②抗菌

耐 候 性 試 験

抗菌・抗ウィルス効果メカニズム

ウィルスの生存期間について

※新たにご購入いただくハサミ・キューティクルニッパー全てに無料で施されます。
※既にお持ちのハサミ・キューティクルニッパーにもコーティングが可能です。（ヒカリチュアルコーティング加工　P10参照）
※研磨の際には、再コーティングをおすすめします。（ヒカリチュアルコーティング加工　P10参照）

SIAA コード
・抗　　　菌	：JP0612769X0001N
・抗ウィルス	：JP0122769X0001J	Q&Aはこちら
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Hikaritual.HardoLass　ヒカリチュアルとは…SIAAの基準をクリアした、抗菌・抗ウィルスのガラスコーティングです。

Hikaritual
サロンとお客様に安心、安全を提供します

C
raft

Craft
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Roi C
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S

RoiRoi COSMOS
RoiCOSMOS ～アンティーク調シザー～

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

921
ブラントカット用。
ドライでもサクサク切れます。
￥147,400（本体価格￥134,000）

5.8inch

922
ブラントカット用。
ドライでもサクサク切れます。
￥156,200（本体価格￥142,000）

6.3inch

まさに「Roi（ロア）」、
「王」の名を持つヒカリの最高級シリーズ。
切れ味はもちろん気品溢れる洗練されたアンティーク調の
グリップデザインと、刃は「刀」ではなく「剣」をイメージ。今までに
無いデザイン性を取り入れたシザー。
デザインだけでなく最上級の材質を使用し切れ味と長切れを両立させました。
Ｒoi ＣＯＳＭＯＳの為に新たに機能とデザインを取り入れたクラフトネジを装着し、
見た目と切れ味の両方を兼ね備えたシザーです。
エレガントな持ち手はあなたの指を輝かせます。

ここが特長
◆モリブデン・コバルト鋼
◆特殊ルーロン材（両面・黒）
◆扇形触点（P.55・63参照）
◆ヒカリオリジナル剣型
◆クラフトネジ使用（P.15参照）
◆素材そのものの質感を活かした表面のザラつき

Super Smoother
超スムーサー（両面・黒）
触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性を持つルーロン樹脂を埋め込みました。
耐久性を格段に向上させるとともに、滑らかな開閉感を実現しました。
※従来の茶色のスムーサーより耐摩耗性に優れています。

扇形触点　特許 第5069935号

人差し指のグリップ力を意識した扇径の触点は、90°に開いても触点がはずれ
ない為、開閉のガタつきを抑え、触点のパワーが無駄なく伝わり、切れ味が向上

（P.63参照）

ヒカリチュアル
加工済 5 モリブデン・

コバルト鋼 超スムーサー カラー
カスタマイズ

動画で確認！

ロアコスモス
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Roi C
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RoiRoi COSMOS
RoiCOSMOS ～アンティーク調シザー～

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

927
27目／正逆／スキ率15～20％
根元～毛先までの質感・毛量調整に最適です。
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい切れ味で
引っかかりません。メガネタイプなので正逆両用です。
￥167,200（本体価格￥152,000）

6.0inch

928
30目／正逆／スキ率25～30％
根元～毛先までの質感・毛量調整に最適です。
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい切れ味で
引っかかりません。メガネタイプなので正逆両用です。
￥167,200（本体価格￥152,000）

6.0inch

921
ブラントカット用。
ドライでもサクサク切れます。
￥147,400（本体価格￥134,000）

5.8inch

ここが特長
◆モリブデン・コバルト鋼
◆特殊ルーロン材（両面・黒）
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（P.61参照）
◆櫛刃がフラットタイプ
◆クシ刃に鋭い刃付け
◆棒刃とクシ刃の両側から切る為、切れ味が滑らか
◆クシ刃とクシ刃の間が斜めにカットされていて髪の抜けに抵抗が

少ない（P.77参照）
◆引っかからない
◆カットラインが出にくい
◆扇形触点（P.55・63参照）
◆クラフトネジ使用（P.15参照）
◆素材そのものの質感を活かした 

表面のザラつき

クシ刃にも刃付けしてあるので
切れ味が滑らかで髪の切断面
がきれいなため、パサつきや傷み
を抑えられます。フラットタイプな
ので引っかかりません。

ヒカリチュアル
加工済 5 モリブデン・コバルト鋼 超スムーサー 3.5 裏スキ3.5インチ カラー

カスタマイズ
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NAME MARKING
ネームマーキング

ヒカリシザーズをご購入
またはすでにお持ちの方に
サービス価格で名入れを提供しています
加工代 ￥1,650（税抜価格￥1,500）

● 規定の位置・書体・大きさになります
● 書体は明朝体です
● ローマ字、数字、漢字、ひらがな、カタカナが使用できます

＊ 漢字、ひらがな、カタカナ・・・・・
   6文字以内となります

＊ ローマ字・・・大文字・小文字いずれか選べます
   10文字以内となります

注）彫刻のため、お申し込み後は変更や訂正、返品はできなくなります

ネームマーキングでマイシザーズNAME MARKING

お店でそろえてみませんか？

〈ご指定例〉

Takahashi

TAKAHASHI

高橋一芳

光シザーズ

たかはしNO.1

（ローマ字/小文字）

（ローマ字/大文字）

（漢字）

（漢字・カタカナ）

（平仮名・数字）

※期間は一週間程度となりますが、状況によりそれ以上かかる場合もあります
※研磨するごとに徐々に薄くなります

店名やロゴマークも入れられます
型制作費 ￥22,000（税抜価格￥20,000）
マーキング1ヶ所に付き ￥1,100（税抜価格￥1,000）

※型製作期間は2週間程度となりますが、状況により
　それ以上かかる場合もあります
※研磨するごとに徐々に薄くなります

C
O

SM
O

S
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NAME MARKING
ネームマーキング

ヒカリシザーズをご購入
またはすでにお持ちの方に
サービス価格で名入れを提供しています
加工代 ￥1,650（税抜価格￥1,500）

● 規定の位置・書体・大きさになります
● 書体は明朝体です
● ローマ字、数字、漢字、ひらがな、カタカナが使用できます

＊ 漢字、ひらがな、カタカナ・・・・・
   6文字以内となります

＊ ローマ字・・・大文字・小文字いずれか選べます
   10文字以内となります

注）彫刻のため、お申し込み後は変更や訂正、返品はできなくなります

ネームマーキングでマイシザーズNAME MARKING

お店でそろえてみませんか？

〈ご指定例〉

Takahashi

TAKAHASHI

高橋一芳

光シザーズ

たかはしNO.1

（ローマ字/小文字）

（ローマ字/大文字）

（漢字）

（漢字・カタカナ）

（平仮名・数字）

※期間は一週間程度となりますが、状況によりそれ以上かかる場合もあります
※研磨するごとに徐々に薄くなります

店名やロゴマークも入れられます
型制作費 ￥22,000（税抜価格￥20,000）
マーキング1ヶ所に付き ￥1,100（税抜価格￥1,000）

※型製作期間は2週間程度となりますが、状況により
　それ以上かかる場合もあります
※研磨するごとに徐々に薄くなります

C
O

SM
O

S

COSMOS
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ミネのラインが直線に近いので指に
乗せても刃先が浮きません。

ヒカリオリジナル剣型

ここが特長
◆コバルト鋼
◆特殊ルーロン材（両面・黒）
◆安定性のあるリング
◆ヒカリオリジナル剣型
◆光マーク入りコンパチネジ

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性を持つ
ルーロン樹脂を埋め込みました。耐久性を格
段に向上させるとともに、滑らかな開閉感を実
現しました。
※従来の茶色のスムーサーより耐摩耗性に
　優れています。

超スムーサー（両面・黒）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

光マーク入りコンパチネジ

5S C
O

SM
O

S

カットテクニックの基本はブラントカット（真っ直ぐに正確にカット）。
そこにグラデーション、レイヤーカットのテクニックによりデザインが作られていきます。
デザインを作り出す基本テクニックを最大限に表現することのできるシザーズを
開発しました。切る・握る動作を追究したシザーズです。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
　　また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

超スムーサー カラーカスタマイズコバルト鋼Co ネジ式小指掛

COSMOS
5S

～5S＝Special・Super・Sharp・Simple・Small～5S5SCOSMOS

5Sコスモスのオリジナル小指掛。
従来の小指掛の装着可能。

小指掛
メタル（小）ブラック

リング内に丸みをもたせる事によりフィット
感が向上。安定性が増しています。

安定性のあるリング

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様に変更可能

指に吸い付くほど確かなグリップ感を出せます。
フィットリング加工（新品購入時無料：2週間）購入後不可

ヒカリチュアル加工済

107
ブラントカット用。
細かいテクニックにも最適です。
¥86,900（本体価格¥79,000）

5.0inch

動画で確認！

ファイブエスコスモス
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ミネのラインが直線に近いので指に
乗せても刃先が浮きません。

ヒカリオリジナル剣型

ここが特長
◆コバルト鋼
◆特殊ルーロン材（両面・黒）
◆安定性のあるリング
◆ヒカリオリジナル剣型
◆光マーク入りコンパチネジ

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性を持つ
ルーロン樹脂を埋め込みました。耐久性を格
段に向上させるとともに、滑らかな開閉感を実
現しました。
※従来の茶色のスムーサーより耐摩耗性に
　優れています。

超スムーサー（両面・黒）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

光マーク入りコンパチネジ

5S C
O

SM
O

S

カットテクニックの基本はブラントカット（真っ直ぐに正確にカット）。
そこにグラデーション、レイヤーカットのテクニックによりデザインが作られていきます。
デザインを作り出す基本テクニックを最大限に表現することのできるシザーズを
開発しました。切る・握る動作を追究したシザーズです。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
　　また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

超スムーサー カラーカスタマイズコバルト鋼Co ネジ式小指掛

COSMOS
5S

～5S＝Special・Super・Sharp・Simple・Small～5S5SCOSMOS

5Sコスモスのオリジナル小指掛。
従来の小指掛の装着可能。

小指掛
メタル（小）ブラック

リング内に丸みをもたせる事によりフィット
感が向上。安定性が増しています。

安定性のあるリング

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様に変更可能

指に吸い付くほど確かなグリップ感を出せます。
フィットリング加工（新品購入時無料：2週間）購入後不可

ヒカリチュアル加工済

109
ブラントカット用。
オールマイティーに使える
スタンダードシザーズです。
¥100,100（本体価格¥91,000）

6.0inch

108
ブラントカット用。
リングの厚みによるフィット感で、
狙ったラインをはずしません。
¥93,500（本体価格¥85,000）

5.5inch
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ここが特長
◆高級材・丹念な造りが生む明快な
切れ味と耐久性、名実共に
プロフェッショナル仕様のベストセラーです。

Super Smoother

触点部分に、金属の数倍の
耐摩耗性を持つルーロン樹
脂を埋め込みました。耐久性
を格段に向上させるとともに、
滑らかな開閉感を実現しまし
た。

超スムーサー（両面）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

自在ネジ
指先で簡単にお好みの開閉感に調整できま
す。ネジの不用意なゆるみ、しまりを様々な工
夫で起こりにくくしています。
新品購入時に自在ネジを希望できます（P.11
参照）
自在ネジ加工：¥6,600（税抜価格¥6,000）

STAR C
O

SM
O

S

超特殊モリブデン鋼に真空熱処理・サブゼロ処理を施し、切れのよさと耐磨耗
性を実現しました。さらに触点に埋め込んだルーロン樹脂の超スムーサーが、
鋏身のガタつきを長期に渡り
抑えます。
オールマイティに使えるスタ
ンダードモデルです。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
　　また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。 39

～世界のベストセラー～STARSTARCOSMOS

カラーカスタマイズ超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

コインスクリュー

COSMOS
STAR

レイコスモス
日本刀の刀身を彷彿させる、鋭さのある曲線を備えた鋏身。
刃元から刃先まで吸い付くようなしっとりとした開閉感を味わえる、
ヒカリ自信のロングシザーズの傑作です。
さらに特殊ルーロン材の超スムーサーをダブルで装備し
鋏身のガタつきを長期にわたり抑えます。

～心はまさに日本刀～RAYRAYCOSMOS

超スムーサーモリブデン鋼 カラーカスタマイズコインスクリュー自由自在ネジ
（130・133）

ここが特長
◆蛤刃の特長が生きる6.5～7.0インチの大型シリーズ。
　理容界の皆様に定評を頂いております。

コンパチネジ対応
自在ネジの出張りが気
になる方はコンパチネジ
に変更可能です。
※商品購入時無料

（130に対応）P.15参照

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

COSMOS
RAY

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

日本刀の刀身を彷彿とさせる　ロングの定番「レイ コスモス」

123
小指掛つきだから確実なグリップ感と共に
手の疲れの軽減に効果的です。
ブラントカットにも適しています。
¥81,400（本体価格¥74,000）

5.5inch
125
ブラントからスライドまでオールマイティー
なスタンダードシザーズです。
刈り上げも可能です。
¥88,000（本体価格¥80,000）

6.0inch

動画で確認！

スターコスモス
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ここが特長
◆高級材・丹念な造りが生む明快な
切れ味と耐久性、名実共に
プロフェッショナル仕様のベストセラーです。

Super Smoother

触点部分に、金属の数倍の
耐摩耗性を持つルーロン樹
脂を埋め込みました。耐久性
を格段に向上させるとともに、
滑らかな開閉感を実現しまし
た。

超スムーサー（両面）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

自在ネジ
指先で簡単にお好みの開閉感に調整できま
す。ネジの不用意なゆるみ、しまりを様々な工
夫で起こりにくくしています。
新品購入時に自在ネジを希望できます（P.11
参照）
自在ネジ加工：¥6,600（税抜価格¥6,000）

STAR C
O

SM
O

S

超特殊モリブデン鋼に真空熱処理・サブゼロ処理を施し、切れのよさと耐磨耗
性を実現しました。さらに触点に埋め込んだルーロン樹脂の超スムーサーが、
鋏身のガタつきを長期に渡り
抑えます。
オールマイティに使えるスタ
ンダードモデルです。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
　　また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。 39

～世界のベストセラー～STARSTARCOSMOS

カラーカスタマイズ超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

コインスクリュー

COSMOS
STAR

レイコスモス
日本刀の刀身を彷彿させる、鋭さのある曲線を備えた鋏身。
刃元から刃先まで吸い付くようなしっとりとした開閉感を味わえる、
ヒカリ自信のロングシザーズの傑作です。
さらに特殊ルーロン材の超スムーサーをダブルで装備し
鋏身のガタつきを長期にわたり抑えます。

～心はまさに日本刀～RAYRAYCOSMOS

超スムーサーモリブデン鋼 カラーカスタマイズコインスクリュー自由自在ネジ
（130・133）

ここが特長
◆蛤刃の特長が生きる6.5～7.0インチの大型シリーズ。
　理容界の皆様に定評を頂いております。

コンパチネジ対応
自在ネジの出張りが気
になる方はコンパチネジ
に変更可能です。
※商品購入時無料

（130に対応）P.15参照

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

COSMOS
RAY

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

日本刀の刀身を彷彿とさせる　ロングの定番「レイ コスモス」

125
ブラントからスライドまでオールマイティー
なスタンダードシザーズです。
刈り上げも可能です。
¥88,000（本体価格¥80,000）

6.0inch

130
荒刈り～仕上げ刈りまで
オールマイティなシザーズ。
力強い切れ味と、疲れない
アップリングのグリップ。
重量バランスに優れたシザーズです。
¥99,000（本体価格¥90,000）

6.5inch

131
刈り上げ、仕上げ用。
鋏身がスリムなので、仕上に最適です。
¥96,800（本体価格¥88,000）

6.8inch

レイコスモス
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蛤刃
左写真の日本刀のような刃が、直線的な鋭角では
なく丸みを持った刃のことです。刃を支える土台で
ある峯を厚くし、丸みを持たせた曲線を刃まで連続
させて刃の強度と鋭さの両立を実現させています。RAY C

O
SM

O
S

COSMOS
RAY

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性
を持つルーロン樹脂を埋め込みました。
耐久性を格段に向上させるとともに、滑
らかな開閉感を実現しました。

超スムーサー（両面）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

～心はまさに日本刀～RAYRAYCOSMOS

超スムーサーモリブデン鋼 カラーカスタマイズコインスクリュー

ここが特長
◆仕上げ用
◆モリブデン鋼
◆従来の「131」より、刃の全体の厚みを20％カット
◆静刃の柄に山型を付けることによりグリップ感向上
◆超スムーサー（特殊ルーロン材）使用

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

131-S
従来の131より刃を薄くすることにより、
より仕上げに特化したハサミです。
柄の部分に山型を付けることにより、
直鋏の際の安定感が向上しています。
¥96,800（本体価格¥88,000）

6.8inch

動画で確認！
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蛤刃
左写真の日本刀のような刃が、直線的な鋭角では
なく丸みを持った刃のことです。刃を支える土台で
ある峯を厚くし、丸みを持たせた曲線を刃まで連続
させて刃の強度と鋭さの両立を実現させています。RAY C

O
SM

O
S

COSMOS
RAY

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性
を持つルーロン樹脂を埋め込みました。
耐久性を格段に向上させるとともに、滑
らかな開閉感を実現しました。

超スムーサー（両面）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

～心はまさに日本刀～RAYRAYCOSMOS

超スムーサーモリブデン鋼 カラーカスタマイズコインスクリュー

ここが特長
◆仕上げ用
◆モリブデン鋼
◆従来の「131」より、刃の全体の厚みを20％カット
◆静刃の柄に山型を付けることによりグリップ感向上
◆超スムーサー（特殊ルーロン材）使用

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

132
荒刈り用。流れるように美しいグリップ
デザインと優れた重量バランスを誇ります。
¥101,200（本体価格¥92,000）

7.0inch

133
132と同型です。仕上げ、荒刈り用。自在のネジですので
指先で簡単に好みの開閉感に調整できます。
¥110,000（本体価格¥100,000）

7.0inch

動画で確認！
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N
EO

 C
O

SM
O

S

COSMOS
NEO

～指・手の細い方に～NEONEOCOSMOS

ネオコスモスの最大の特長は、他の製品とは異なった、
独自のデザインの「小指掛」にあります。
つまり『小指掛』の巾を広く多少長めにし位置もアップして造られていますので、
特に指の細い方や小指の短い方に、最もフィットするようにデザインしました。
静刃のリングを小さくすることにより、抜群の安定感を実現しました。

ここが特長
◆手や指が細く小さく、通常の製品ではどうしても安定せず
　疲れる方に、特性の小指掛が効果的です。

カラーカスタマイズフィット小指掛コインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

Super Smoother

動刃のリングにもカットを施した
フィットリング仕様となっています。

短い指でもジャストフィットする高い
位置・巾広のデザインにご注目下さい。

アップしてます

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性
を持つルーロン樹脂を埋め込みました。
耐久性を格段に向上させるとともに、滑
らかな開閉感を実現しました。

超スムーサー（両面）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

141
ブラントカット用。長時間の連続使用にも疲れないように
バランスとグリップ感を重視しました。
¥81,400（本体価格¥74,000）

5.5inch

ネオコスモス
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N
EO

 C
O

SM
O

S

COSMOS
NEO

～指・手の細い方に～NEONEOCOSMOS

ネオコスモスの最大の特長は、他の製品とは異なった、
独自のデザインの「小指掛」にあります。
つまり『小指掛』の巾を広く多少長めにし位置もアップして造られていますので、
特に指の細い方や小指の短い方に、最もフィットするようにデザインしました。
静刃のリングを小さくすることにより、抜群の安定感を実現しました。

ここが特長
◆手や指が細く小さく、通常の製品ではどうしても安定せず
　疲れる方に、特性の小指掛が効果的です。

カラーカスタマイズフィット小指掛コインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

Super Smoother

動刃のリングにもカットを施した
フィットリング仕様となっています。

短い指でもジャストフィットする高い
位置・巾広のデザインにご注目下さい。

アップしてます

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性
を持つルーロン樹脂を埋め込みました。
耐久性を格段に向上させるとともに、滑
らかな開閉感を実現しました。

超スムーサー（両面）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

143
刈り上げ用から指間刈り、ワンレングスなど
守備範囲の広いオールマイティーシザーズ。
¥88,000（本体価格¥80,000）

6.0inch

142
ブラントカット用。長時間の連続使用にも疲れないように
バランスとグリップ感を重視しました。
¥88,000（本体価格¥80,000）

5.75inch

動画で確認！
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～指・手の細い方に～NEONEOCOSMOS

ネオコスモス カラーカスタマイズフィット小指掛コインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

COSMOS
BEAM

～流麗＆グリップ力～BEAMBEAMCOSMOS

ストロークカット・ブラントカット・スライドカット等々
スタイルを選ばず様 な々カットにジャストフィット。確実なグリップ感を体感できます。
その秘密はリング部分を湾曲させた独特のスタイルを持つ、
「アナトミックグリップ（フィットリング）」と手作りで削り出し磨きあげた、
優れた｢柄｣の機能性にあります。

一見して分かる高いデザイン性に、相応しい機能性を備え
た逸品です。手作業で削り出したアナトミックグリップ。高級
鋏コスモスと同じ超特殊モリブデン鋼。また、触点部分には
特殊ルーロン材を埋め込んだ、超スムーサー仕様（両面）。
飽きないデザイン性とともに、長く使える工夫で一杯です。

カラーカスタマイズ

オリジナル小指掛
可愛いスケルトンカラーの小指掛けは取外し自由、しかも
指アタリの良さと適度な「しなり感」にこだわり材質を吟味
しました。カラーはオプションで５色ありますので、お好みで
取り替えられます。
金属の小指掛にも付け替え自由です。

コインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

ネジ式小指掛 フィットリングF

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様

ここが特長
◆ハイセンスなデザインとグリップ部の確かな機能性を、高次元で合致させた名品。
　美しい仕上げにご注目下さい。

ヒカリチュアル加工済

144
女性や指の細い男性技術者向。刈り上げから、
仕上げ刈りまでオールマイティなシザーズです。
¥96,800（本体価格¥88,000）

6.5inch

145
女性や指の細い男性技術者向。刈り上げから、
仕上げ刈りまでオールマイティなシザーズです。
¥96,800（本体価格¥88,000）

6.75inch

動画で確認！

46

カタログ30-2.indd   46カタログ30-2.indd   46 2022/04/14   10:11:172022/04/14   10:11:17



N
EO

/BEAM
 CO

SM
O

S

COSMOS
NEO

～指・手の細い方に～NEONEOCOSMOS

ネオコスモス カラーカスタマイズフィット小指掛コインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

COSMOS
BEAM

～流麗＆グリップ力～BEAMBEAMCOSMOS

ストロークカット・ブラントカット・スライドカット等々
スタイルを選ばず様 な々カットにジャストフィット。確実なグリップ感を体感できます。
その秘密はリング部分を湾曲させた独特のスタイルを持つ、
「アナトミックグリップ（フィットリング）」と手作りで削り出し磨きあげた、
優れた｢柄｣の機能性にあります。

一見して分かる高いデザイン性に、相応しい機能性を備え
た逸品です。手作業で削り出したアナトミックグリップ。高級
鋏コスモスと同じ超特殊モリブデン鋼。また、触点部分には
特殊ルーロン材を埋め込んだ、超スムーサー仕様（両面）。
飽きないデザイン性とともに、長く使える工夫で一杯です。

カラーカスタマイズ

オリジナル小指掛
可愛いスケルトンカラーの小指掛けは取外し自由、しかも
指アタリの良さと適度な「しなり感」にこだわり材質を吟味
しました。カラーはオプションで５色ありますので、お好みで
取り替えられます。
金属の小指掛にも付け替え自由です。

コインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

ネジ式小指掛 フィットリングF

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様

ここが特長
◆ハイセンスなデザインとグリップ部の確かな機能性を、高次元で合致させた名品。
　美しい仕上げにご注目下さい。

ヒカリチュアル加工済

161
ストロークカット・ブラントカットに最適です。
¥96,800（本体価格¥88,000）

5.5inch

動画で確認！

ビームコスモス
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ビームコスモス カラーカスタマイズコインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

～流麗＆グリップ力～BEAMBEAMCOSMOS

フィットリングFネジ式小指掛

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性を持
つルーロン樹脂を埋め込みました。耐久性
を格段に向上させるとともに、滑らかな開閉
感を実現しました。

超スムーサー（両面）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

SPEC
IAL

162
ストロークカット・ブラントカット・ワンレングス
カットに最適です。
¥102,300（本体価格¥93,000）

6.0inch

動画で確認！
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ビームコスモス カラーカスタマイズコインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

～流麗＆グリップ力～BEAMBEAMCOSMOS

フィットリングFネジ式小指掛

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性を持
つルーロン樹脂を埋め込みました。耐久性
を格段に向上させるとともに、滑らかな開閉
感を実現しました。

超スムーサー（両面）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

SPEC
IAL

SPECIAL
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

Stella
SPECIAL～イノベーションシザー～COSMOS

特許取得!!
人間工学に基づく先進機能を搭載！ 
指に合わせて静刃が曲がる、鋏の常識を変える革命的シザー。
2つの特許（カーブリングとクオーターリング）で鋏の持ち方が変わり、
手首の負担、指にかかる無駄な力の負担を軽減します。
スタイリストのカットテクニックも大きく変える予感のイノベーションシザーです。

ここが特長
◆世界初！ カーブリング（静刃の70°回転）：
　特許第5943498号
◆クォーターリング　特許第5778712号
◆カーブリングにより、手首への負担を軽減
◆クォーターリングにより、指への負担を軽減
◆今後、ロングシザーやセニングも開発予定

COSMOS

カラーカスタマイズフィット小指掛コインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

フィットリングF

シザーの2点保持という常識を4点保持に変えた新発想シザース。
薬指と小指でシザーを支えていた現状に加え人差し指と中指
の間にさらに指掛けを1/4作ることで抜群の安定性を実現。

クォーターリング

指に合わせて静刃を回転させる事により、カット
の際に薬指に負担をかけない構造。
疲れにくいためカットが楽になります。
静刃が回転することにより、新しいカットの動き
や使用方法が生まれる予感を持たせるグリップ
です。

カーブリング

（特許第5778712号取得）

（特許第5943498号取得）

クォーターリング 特許取得

特許取得
カーブリング

70°回転

70°回転

特約店限定商品

特約店限定商品 特約店限定商品

ヒカリチュアル加工済

802
ブラントカット用。
カーブリングにより、様 な々角度でハサミを扱えます。
¥101,200（本体価格¥92,000）

6.0inch

ステラコスモス
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

Stella
SPECIAL～イノベーションシザー～COSMOS

特許取得!!
人間工学に基づく先進機能を搭載！ 
指に合わせて静刃が曲がる、鋏の常識を変える革命的シザー。
2つの特許（カーブリングとクオーターリング）で鋏の持ち方が変わり、
手首の負担、指にかかる無駄な力の負担を軽減します。
スタイリストのカットテクニックも大きく変える予感のイノベーションシザーです。

ここが特長
◆世界初！ カーブリング（静刃の70°回転）：
　特許第5943498号
◆クォーターリング　特許第5778712号
◆カーブリングにより、手首への負担を軽減
◆クォーターリングにより、指への負担を軽減
◆今後、ロングシザーやセニングも開発予定

COSMOS

カラーカスタマイズフィット小指掛コインスクリュー超スムーサーモリブデン鋼M
コスモス

フィットリングF

シザーの2点保持という常識を4点保持に変えた新発想シザース。
薬指と小指でシザーを支えていた現状に加え人差し指と中指
の間にさらに指掛けを1/4作ることで抜群の安定性を実現。

クォーターリング

指に合わせて静刃を回転させる事により、カット
の際に薬指に負担をかけない構造。
疲れにくいためカットが楽になります。
静刃が回転することにより、新しいカットの動き
や使用方法が生まれる予感を持たせるグリップ
です。

カーブリング

（特許第5778712号取得）

（特許第5943498号取得）

クォーターリング 特許取得

特許取得
カーブリング

70°回転

70°回転

特約店限定商品

特約店限定商品 特約店限定商品

ヒカリチュアル加工済

803
ブラントカット用。
カーブリングにより、様 な々角度でハサミを扱えます。
¥107,800（本体価格¥98,000）

6.4inch

動画で確認！
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

SPECIAL～究極のブラントシザーズ～COSMOS

ガイドシザーズ
プロフェショナルなあなたにお勧めの最極ブラントカットシザーズ。
指に吸い付く感触はツールとしての機能を超えた使い心地の名品です。
リングは人間工学に基づいた曲線が自在なカットテクニックを可能にしました。

ここが特長
◆ガイドシザーズ（誘導刃）
◆峯のコンケーブライン
◆コバルト鋼
◆特殊ルーロン材（両面・黒）
◆安定感のあるリング
◆ヒカリオリジナル剣型
◆光マーク入りコンパチネジ
◆鋏体とリングが13度ひねられている
◆先端のガイドにより髪を切れ刃に正確に誘導

超スムーサー カラーカスタマイズコバルト鋼Co フィットリングF ネジ式小指掛

静刃の先端部分が傾斜していること
で髪の毛を切れ刃に誘導し切り残し
が無くスピーディーなカットが出来る。

ｉｃｏｓｍｏｓ同様グリップとブレードには
13度の傾斜がついていることで
美しいカットラインが可能になり、
指と指の間に先端が入ることで指を切ることが無く
安全にカットが出来ます。

13
度

鋏
の
中
心
線 Anatomic Grip

アナトミックグリップ仕様コンケーブライン

誘導刃

人間工学に基づいてリングを湾曲
することで多彩なカットテクニックを
可能にしました。 

峯の線が従来と逆なコンケーブライ
ンになっている事で指に吸い付く感
覚で操作が出来、ブレを防止しました。

意匠登録 第1394823号
特　　許 第4993232号

意匠登録 第1394823号
特　　許 第4993232号

COSMOS
GiR

ヒカリチュアル加工済

GiR-01
ガイド（誘導刃）による正確なブラントカットが可能。
ブレードとグリップには１３度の傾斜があり
カットラインの美しさが実現。
峯のコンケーブラインによって
指とシザーズが吸い付く感覚でカット（ブレ防止）。
フイットリング仕様です。
¥97,900（本体価格¥89,000）

5.5inch

ジーアイアールコスモス
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

SPECIAL～究極のブラントシザーズ～COSMOS

ガイドシザーズ
プロフェショナルなあなたにお勧めの最極ブラントカットシザーズ。
指に吸い付く感触はツールとしての機能を超えた使い心地の名品です。
リングは人間工学に基づいた曲線が自在なカットテクニックを可能にしました。

ここが特長
◆ガイドシザーズ（誘導刃）
◆峯のコンケーブライン
◆コバルト鋼
◆特殊ルーロン材（両面・黒）
◆安定感のあるリング
◆ヒカリオリジナル剣型
◆光マーク入りコンパチネジ
◆鋏体とリングが13度ひねられている
◆先端のガイドにより髪を切れ刃に正確に誘導

超スムーサー カラーカスタマイズコバルト鋼Co フィットリングF ネジ式小指掛

静刃の先端部分が傾斜していること
で髪の毛を切れ刃に誘導し切り残し
が無くスピーディーなカットが出来る。

ｉｃｏｓｍｏｓ同様グリップとブレードには
13度の傾斜がついていることで
美しいカットラインが可能になり、
指と指の間に先端が入ることで指を切ることが無く
安全にカットが出来ます。

13
度

鋏
の
中
心
線 Anatomic Grip

アナトミックグリップ仕様コンケーブライン

誘導刃

人間工学に基づいてリングを湾曲
することで多彩なカットテクニックを
可能にしました。 

峯の線が従来と逆なコンケーブライ
ンになっている事で指に吸い付く感
覚で操作が出来、ブレを防止しました。

意匠登録 第1394823号
特　　許 第4993232号

意匠登録 第1394823号
特　　許 第4993232号

COSMOS
GiR

ヒカリチュアル加工済

GiR-02
ガイド（誘導刃）による正確なブラントカットが可能。
ブレードとグリップには１３度の傾斜があり
カットラインの美しさが実現。
峯のコンケーブラインによって
指とシザーズが吸い付く感覚でカット（ブレ防止）。
フイットリング仕様です。
¥101,200（本体価格¥92,000）

5.75inch

動画で確認！
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従来の5スターコスモスのニューラインナップ
待望の6.5インチが登場。
環指孔の工夫、扇型触点・フィット小指掛の採用により、
切れ味・フィット感・安定性・使い勝手が格段に向上しています。

ここが特長
◆扇型触点
◆フィット小指掛
◆環指孔のフィット感
◆ヒカリオリジナル剣型
◆自在ネジ（風車）使用（P.15参照）

扇形触点
人差し指のグリップ力を意
識した扇径の触点は、90°
に開いても触点がはずれ
ません。
パワーが無駄なく伝わるの
で、切れ味がアップ。

環指孔・小指掛の工夫
リングに厚みをもたせること
により、指との接地面積が
増え、カット時に絶妙な安
定感をもたらします。小指
掛のアールがゆるいので
小指の腹にフィットし、安定
感が向上しています。

特許 第5069935号

5STAR C
O

SM
O

S

５スターコスモス
コスモスシリーズは厳選された材質とデザイン性の高さが特長ですが、この５スターシリーズはさらに他のコスモス

より上級の材質（モリブデン・コバルト鋼）を使用し、切れ味の良さと長切れのよさを両立させました。
また製作面では特に当社の厳選した鋏鍛冶がその技術の粋を生かして仕上げた、まさに逸品です。

ここが特長
◆最高の材質と造り、
　自在ネジを装着。
　最高の切れ味を誇る、名実共に
　ヒカリシザーズの最高峰。

5STAR5STAR 5STAR
SPECIAL～薫る王者の風格～COSMOS

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー 自由自在ネジ

モリブデン・コバルト鋼

5

硬い髪にも長く耐える/ファイブスター鋼材

鋼材を鍛え、強くするヒカリの高い鍛造技術が可能にした
ファイブスター鋼を使用。しっとりと滑らかながらも、目の覚め
るような切れ味を発揮するとともに、日本人の太く硬い髪の
ドライカットにも長く耐える驚きの耐久性を保持しています。

コンパチネジ対応
自在ネジの出張り
が気になる方はコンパチ
ネジに変更可能です。
※商品購入時無料
（153・154に対応）
P.15参照

COSMOS

Super Smoother

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性を
持つルーロン樹脂を埋め込みました。

耐久性を格段に向上させると
ともに、滑らかな開閉感

を実現しました。

超スムーサー（両面）

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー 自由自在ネジ フィット小指掛

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

自在ネジの部分は風車の
デザインになっています。

（P.15参照）

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

153
ブラントカットはもちろん
刈り上げ用にまで、幅広く適応する
オールマイティな最高級シザーズです。
¥134,200（本体価格¥122,000）

6.0inch

154
刈り上げ用の最高級品です。
一丁一丁丹念に仕上げた
ドッシリした風格ある逸品です。
¥138,600（本体価格¥126,000）

7.0inch

動画で確認！

５スターコスモス
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従来の5スターコスモスのニューラインナップ
待望の6.5インチが登場。
環指孔の工夫、扇型触点・フィット小指掛の採用により、
切れ味・フィット感・安定性・使い勝手が格段に向上しています。

ここが特長
◆扇型触点
◆フィット小指掛
◆環指孔のフィット感
◆ヒカリオリジナル剣型
◆自在ネジ（風車）使用（P.15参照）

扇形触点
人差し指のグリップ力を意
識した扇径の触点は、90°
に開いても触点がはずれ
ません。
パワーが無駄なく伝わるの
で、切れ味がアップ。

環指孔・小指掛の工夫
リングに厚みをもたせること
により、指との接地面積が
増え、カット時に絶妙な安
定感をもたらします。小指
掛のアールがゆるいので
小指の腹にフィットし、安定
感が向上しています。

特許 第5069935号

5STAR C
O

SM
O

S

５スターコスモス
コスモスシリーズは厳選された材質とデザイン性の高さが特長ですが、この５スターシリーズはさらに他のコスモス

より上級の材質（モリブデン・コバルト鋼）を使用し、切れ味の良さと長切れのよさを両立させました。
また製作面では特に当社の厳選した鋏鍛冶がその技術の粋を生かして仕上げた、まさに逸品です。

ここが特長
◆最高の材質と造り、
　自在ネジを装着。
　最高の切れ味を誇る、名実共に
　ヒカリシザーズの最高峰。

5STAR5STAR 5STAR
SPECIAL～薫る王者の風格～COSMOS

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー 自由自在ネジ

モリブデン・コバルト鋼

5

硬い髪にも長く耐える/ファイブスター鋼材

鋼材を鍛え、強くするヒカリの高い鍛造技術が可能にした
ファイブスター鋼を使用。しっとりと滑らかながらも、目の覚め
るような切れ味を発揮するとともに、日本人の太く硬い髪の
ドライカットにも長く耐える驚きの耐久性を保持しています。

コンパチネジ対応
自在ネジの出張り
が気になる方はコンパチ
ネジに変更可能です。
※商品購入時無料
（153・154に対応）
P.15参照

COSMOS

Super Smoother

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

触点部分に、金属の数倍の耐摩耗性を
持つルーロン樹脂を埋め込みました。

耐久性を格段に向上させると
ともに、滑らかな開閉感

を実現しました。

超スムーサー（両面）

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー 自由自在ネジ フィット小指掛

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

自在ネジの部分は風車の
デザインになっています。

（P.15参照）

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

155
ブラントカットはもちろん刈り上げまで
オールマイティーに使える最高級シザーズ。
¥154,000（本体価格¥140,000）

6.0inch
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極上の切れ味。ヒカリの最上級モデル。
スタイリストの「カットする」行為をゼロから見直
して造り上げたシザーズ、Ryu cosmosシリーズ
「聖龍」。異彩を放つデザインには一つ一つ裏付けが
あります。切って良し、握って良しを実感できる逸品です。

ここが特長
◆極上の切れ味
◆峯のコンケーブライン
◆扇型触点
◆ヒカリオリジナル剣型
◆クロスキャップ装飾（脱着可能・色指定可能／P.14・16参照）

指のラインを徹底的に
研究し、人間工学に基づく
峰『コンケーブライン』（コンベッ

クスの対義、凹面）にする事で、ブラントカットの際、指に吸い付くよう
なフイット感でカットができ、シザーズの安定感が抜群です。

ロジウム（ツヤ出し） ブラスト（ツヤ消し） グロスゴールド マットゴールド

大
12φ

小
10φ

コンケーブライン

コンケーブラインが指に吸いつく

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）
5STAR/RYU

 CO
SM

O
S

５スターコスモス

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー 自由自在ネジ フィット小指掛

小指掛の工夫
○小指掛が手前に出ている
○長さを短くし、邪魔にならない
○幅広にする

安定感と操作性が向上して
います。

コンパチネジ対応
自在ネジの出張りが気になる方
はコンパチネジに変更可能です。
※商品購入時無料
（155・156・157に対応）P.15参照

SPECIALCOSMOS5STAR5STARCOSMOS ～薫る王者の風格～COSMOS
5STAR

SPECIAL RYURYU ～龍のように力強く美しい～COSMOS

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー フィットリングF

ヒットポイントの位置をずらす事
により、鋏を閉じた時の親指にか
かる衝撃を柔らげます。

リングに厚みをもたせることにより、指との接地
面積が増え、カット時に絶妙な安定感をも
たらします。
また、「すり鉢状」のリングにより、
指とのフィット感が抜群です。

大きく開いても触点がはずれ
ないので、パワーが無駄なく伝
わり、切れ味・パワーがアップ

特許 第5069935号

RYU

扇形触点
Super Smoother

超スムーサー（両面）

すり鉢状リング

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

156
荒刈り～仕上げ刈りまで、
オールマイティーに使用できます。
待望の5スターコスモスの
6.5inchができました。
¥160,600（本体価格¥146,000）

6.5inch

157
刈り上げ用。従来の5スターコスモスよりも
シャープな切れ味に仕上がりました。
環指孔・小指掛の工夫により、静刃の
安定性が向上しています。
¥167,200（本体価格¥152,000）

7.0inch

動画で確認！
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極上の切れ味。ヒカリの最上級モデル。
スタイリストの「カットする」行為をゼロから見直
して造り上げたシザーズ、Ryu cosmosシリーズ
「聖龍」。異彩を放つデザインには一つ一つ裏付けが
あります。切って良し、握って良しを実感できる逸品です。

ここが特長
◆極上の切れ味
◆峯のコンケーブライン
◆扇型触点
◆ヒカリオリジナル剣型
◆クロスキャップ装飾（脱着可能・色指定可能／P.14・16参照）

指のラインを徹底的に
研究し、人間工学に基づく
峰『コンケーブライン』（コンベッ

クスの対義、凹面）にする事で、ブラントカットの際、指に吸い付くよう
なフイット感でカットができ、シザーズの安定感が抜群です。

ロジウム（ツヤ出し） ブラスト（ツヤ消し） グロスゴールド マットゴールド

大
12φ

小
10φ

コンケーブライン

コンケーブラインが指に吸いつく

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

5STAR/RYU
 CO

SM
O

S

５スターコスモス

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー 自由自在ネジ フィット小指掛

小指掛の工夫
○小指掛が手前に出ている
○長さを短くし、邪魔にならない
○幅広にする

安定感と操作性が向上して
います。

コンパチネジ対応
自在ネジの出張りが気になる方
はコンパチネジに変更可能です。
※商品購入時無料
（155・156・157に対応）P.15参照

SPECIALCOSMOS5STAR5STARCOSMOS ～薫る王者の風格～COSMOS
5STAR

SPECIAL RYURYU ～龍のように力強く美しい～COSMOS

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー フィットリングF

ヒットポイントの位置をずらす事
により、鋏を閉じた時の親指にか
かる衝撃を柔らげます。

リングに厚みをもたせることにより、指との接地
面積が増え、カット時に絶妙な安定感をも
たらします。
また、「すり鉢状」のリングにより、
指とのフィット感が抜群です。

大きく開いても触点がはずれ
ないので、パワーが無駄なく伝
わり、切れ味・パワーがアップ

特許 第5069935号

RYU

扇形触点
Super Smoother

超スムーサー（両面）

すり鉢状リング

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

156
荒刈り～仕上げ刈りまで、
オールマイティーに使用できます。
待望の5スターコスモスの
6.5inchができました。
¥160,600（本体価格¥146,000）

6.5inch

172
龍コスモスシリーズ「聖龍」。
指に吸い付くようなフィット感で
カットできます。
¥194,700（本体価格¥177,000）

6.3inch

171
龍コスモスシリーズ「聖龍」。
峯に厚みがあり、
先端部にもカットする力が増大。
¥184,800（本体価格¥168,000）

5.8inch

動画で確認！

リューコスモス
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B-D
RY C

O
SM

O
S

プロの膨大な意見を集約し、熟練の手造りの技でカタチにした
“ヒカリオリジナル笹刃”が、ドライカットの悩みである髪の引っ掛かりや傷みをなくし、柔らかな切れ味を実現しました。
どんな握り方にも対応するアナトミックグリップにより、
スライド、ストローク、エフェクト、チョップなど様 な々カットにオールマイティな使用が可能です。

ここが特長
◆ヒカリオリジナル笹刃
◆アナトミックグリップ仕様
◆ハサミを閉じて切るだけで、スライドカットの
　質感が出せる
◆滑らかな切れ味
◆動刃に髪を傷めない刃付（P.61参照）
◆ドライカット時の髪の傷みを軽減
　枝毛・切れ毛になりにくい

B-DRYB-DRY

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

SPECIAL
B-DRY

～切れ味滑らかなドライカット～COSMOS

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様
指に吸い付くほどに確かなグリップ感

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐
摩耗性を持つルーロン樹脂を
埋め込みました。耐久性を格段
に向上させるとともに、滑らかな
開閉感を実現しました。

超スムーサー（両面）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

COSMOS

カラーカスタマイズ超スムーサー フィットリングFコインスクリュー笹刃モリブデン鋼M
コスモス

ネジ式小指掛ヒカリチュアル加工済

163
スライド、ストローク、エフェクト、チョップなど
様 な々カットに使用可能な、オールマイティな
ドライカット専用シザーズです。
¥107,800（本体価格¥98,000）

5.6inch

ビー・ドライコスモス
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B-D
RY C

O
SM

O
S

プロの膨大な意見を集約し、熟練の手造りの技でカタチにした
“ヒカリオリジナル笹刃”が、ドライカットの悩みである髪の引っ掛かりや傷みをなくし、柔らかな切れ味を実現しました。
どんな握り方にも対応するアナトミックグリップにより、
スライド、ストローク、エフェクト、チョップなど様 な々カットにオールマイティな使用が可能です。

ここが特長
◆ヒカリオリジナル笹刃
◆アナトミックグリップ仕様
◆ハサミを閉じて切るだけで、スライドカットの
　質感が出せる
◆滑らかな切れ味
◆動刃に髪を傷めない刃付（P.61参照）
◆ドライカット時の髪の傷みを軽減
　枝毛・切れ毛になりにくい

B-DRYB-DRY

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

SPECIAL
B-DRY

～切れ味滑らかなドライカット～COSMOS

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様
指に吸い付くほどに確かなグリップ感

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐
摩耗性を持つルーロン樹脂を
埋め込みました。耐久性を格段
に向上させるとともに、滑らかな
開閉感を実現しました。

超スムーサー（両面）

超スムーサー
（下）

超スムーサー
（上）

COSMOS

カラーカスタマイズ超スムーサー フィットリングFコインスクリュー笹刃モリブデン鋼M
コスモス

ネジ式小指掛ヒカリチュアル加工済

164
ドライカット専用でオールマイティに使用可能。
指にかかる抵抗がほとんどなくカットできます。
¥115,500（本体価格¥105,000）

6.1inch

動画で確認！
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c- evo  SPECIAL

c-evoSPECIAL

ここが特長
◆棒刃に髪を傷めない刃付け
◆櫛刃に鋭い刃付け
◆棒刃と櫛刃の両側から切る為、切断面が滑らか
◆櫛刃がフラットタイプ
◆アナトミックグリップ仕様
◆正逆両用ですのでリバーシブルに使えます。
◆シェルキャップ装飾（脱着可能、色指定可能／P14・16参照）

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

～引っかからない・抜けが良い・傷めない～c-evoc-evoSPECIAL

セニングの革命。新感覚のスタイリッシュシザーズ

フィットリングFモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー ネジ式小指掛

手にして、カットするごとに感じる、これまでにない切れ味とスムーズに抜ける感覚。そ
の革命的な感触の秘密は、棒刃への特殊な刃付けに集約されています。また櫛

刃にフラットな刃を採用し、蛤刃にすることで切った毛先を傷めないよう、カッ
トされるお客様にも配慮。ｃ-ｅｖｏ独自のアナトミックグリップが加われば、

もう無敵のセニング！スタイリストの手へのフィット感、引っかかり
によるストレスをほとんど感じさせません。ｃ-ｅｖｏは、これ

までのセニングに革命を起こします。

従来品

c-evo

笹刃

髪を傷めない棒刃

◎ひっかからない
◎枝毛・切れ毛になりにくい

モリブデン・コバルト鋼

5

硬い髪にも長く耐える/ファイブスター鋼材

鋼材を鍛え、強くするヒカリの高い鍛造技術が可能にしたファ
イブスター鋼を使用。しっとりと滑らかながらも、目の覚め

るような切れ味を発揮するとともに、日本人の太く硬
い髪のドライカットにも長く耐える驚きの耐久性

を保持しています。

裏スキ3.5インチ3.5

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズヒカリチュアル加工済

760
31目／スキ率10～15%／正逆／
根元から毛先まで使用できます。
ドライカットでも引っかかりません。
¥117,700（本体価格¥107,000）

6.0inch

761
28目／スキ率20～30％／正逆／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
ドライカットでも引っかかりません。
¥117,700（本体価格¥107,000）

6.0inch

シーエボ
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c- evo  SPECIAL

c-evoSPECIAL

ここが特長
◆棒刃に髪を傷めない刃付け
◆櫛刃に鋭い刃付け
◆棒刃と櫛刃の両側から切る為、切断面が滑らか
◆櫛刃がフラットタイプ
◆アナトミックグリップ仕様
◆正逆両用ですのでリバーシブルに使えます。
◆シェルキャップ装飾（脱着可能、色指定可能／P14・16参照）

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

～引っかからない・抜けが良い・傷めない～c-evoc-evoSPECIAL

セニングの革命。新感覚のスタイリッシュシザーズ

フィットリングFモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー ネジ式小指掛

手にして、カットするごとに感じる、これまでにない切れ味とスムーズに抜ける感覚。そ
の革命的な感触の秘密は、棒刃への特殊な刃付けに集約されています。また櫛

刃にフラットな刃を採用し、蛤刃にすることで切った毛先を傷めないよう、カッ
トされるお客様にも配慮。ｃ-ｅｖｏ独自のアナトミックグリップが加われば、

もう無敵のセニング！スタイリストの手へのフィット感、引っかかり
によるストレスをほとんど感じさせません。ｃ-ｅｖｏは、これ

までのセニングに革命を起こします。

従来品

c-evo

笹刃

髪を傷めない棒刃

◎ひっかからない
◎枝毛・切れ毛になりにくい

モリブデン・コバルト鋼

5

硬い髪にも長く耐える/ファイブスター鋼材

鋼材を鍛え、強くするヒカリの高い鍛造技術が可能にしたファ
イブスター鋼を使用。しっとりと滑らかながらも、目の覚め

るような切れ味を発揮するとともに、日本人の太く硬
い髪のドライカットにも長く耐える驚きの耐久性

を保持しています。

裏スキ3.5インチ3.5

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズヒカリチュアル加工済

761
28目／スキ率20〜30％／正逆／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
ドライカットでも引っかかりません。
¥117,700（本体価格¥107,000）

6.0inch

762
21目／スキ率40〜50％／正逆／
毛量調整、毛先スキに最適です。
ドライカットでも引っかかりません。
¥117,700（本体価格¥107,000）

6.0inch

動画で確認！
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C
-Texturizer

SPECIAL
C-Texturizer

扇形触点

従来品

人差し指のグリップ力を意
識した扇径の触点は、90°
に開いても触点がはずれ
ない為、開閉のガタつきを
抑え、触点のパワーが無駄
なく伝わり、切れ味が向上

目立てに3本の溝を入れることにより、髪を
適確にとらえ、やわらかい切れ味を実現
溝には精密加工による刃付けあり

フラット刃を採用

C-TexturizerC-TexturizerSPECIAL

カラーカスタマイズクシ刃が動刃裏スキ3.5インチ3.5超スムーサーモリブデン・コバルト鋼5

モリブデン・コバルト鋼

5

硬い髪にも長く耐える/ファイブスター鋼材

鋼材を鍛え、強くするヒカリの高い鍛造技術が可能にしたファイブ
スター鋼を使用。しっとりと滑らかながらも、目の覚めるような切れ
味を発揮するとともに、日本人の太く硬い髪のドライカットにも長く耐
える驚きの耐久性を保持しています。

～手や髪に伝わるやわらかいカット感～

ここが特長
◆扇型触点
◆クシ刃がV溝タイプ
◆クレーンタイプ仕様
◆シェルキャップ装飾（脱着可能、色指定可能／P14・16参照）

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

ここが特長
◆扇型触点
◆クレーンタイプ仕様
◆シェルキャップ装飾
　（脱着可能、色指定可能）
◆クシ刃がフラットタイプ（727）
◆クシ刃がV溝タイプ（729）

Vカットクシ刃
（729）

目立て

特許 第5069935号

刈り上げ専用のシザーズとして定評のあるC＆T（カット＆セニング）が、ついに進化をして登場。
触点を扇形にしたことで、大きく開いても触点が外れず、2枚の刃がガタつきません。
“クレーンタイプ”のフォルムにすることで、スタイリストに腕への余計な負担を与えません。
楽にカットできるため、お客様にもスムーズ＆優しい切れ心地を体感していただけます。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

727
14目／スキ率60％／逆刃
一度のカットで毛量の60%をカット。
速くすけるので技術タイムもスピードアップ。
柔らかさのある刈り上げに、ブロースカットも
今までに無い質感表現が可能です。
¥111,100（本体価格¥101,000）

6.0inch

シー テクスチャーライザー
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C
-Texturizer

SPECIAL
C-Texturizer

扇形触点

従来品

人差し指のグリップ力を意
識した扇径の触点は、90°
に開いても触点がはずれ
ない為、開閉のガタつきを
抑え、触点のパワーが無駄
なく伝わり、切れ味が向上

目立てに3本の溝を入れることにより、髪を
適確にとらえ、やわらかい切れ味を実現
溝には精密加工による刃付けあり

フラット刃を採用

C-TexturizerC-TexturizerSPECIAL

カラーカスタマイズクシ刃が動刃裏スキ3.5インチ3.5超スムーサーモリブデン・コバルト鋼5

モリブデン・コバルト鋼

5

硬い髪にも長く耐える/ファイブスター鋼材

鋼材を鍛え、強くするヒカリの高い鍛造技術が可能にしたファイブ
スター鋼を使用。しっとりと滑らかながらも、目の覚めるような切れ
味を発揮するとともに、日本人の太く硬い髪のドライカットにも長く耐
える驚きの耐久性を保持しています。

～手や髪に伝わるやわらかいカット感～

ここが特長
◆扇型触点
◆クシ刃がV溝タイプ
◆クレーンタイプ仕様
◆シェルキャップ装飾（脱着可能、色指定可能／P14・16参照）

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

ここが特長
◆扇型触点
◆クレーンタイプ仕様
◆シェルキャップ装飾
　（脱着可能、色指定可能）
◆クシ刃がフラットタイプ（727）
◆クシ刃がV溝タイプ（729）

Vカットクシ刃
（729）

目立て

特許 第5069935号

刈り上げ専用のシザーズとして定評のあるC＆T（カット＆セニング）が、ついに進化をして登場。
触点を扇形にしたことで、大きく開いても触点が外れず、2枚の刃がガタつきません。
“クレーンタイプ”のフォルムにすることで、スタイリストに腕への余計な負担を与えません。
楽にカットできるため、お客様にもスムーズ＆優しい切れ心地を体感していただけます。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

729
31目／スキ率70％／逆刃
一度のカットで70％をカット。
速くすけるので技術タイムもスピードアップ。
柔らかさのある刈り上げに、ブロースカットも
今までに無い質感表現が可能です。
727よりきめ細かい質感が表現できます。
¥111,100（本体価格¥101,000）

6.0inch

動画で確認！
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シザーホルダー

Scissor
Holder

あなたの大切なシザーズを長く使っていただくために、
シザーケースなどをご用意いたしました。

Scissor HolderScissor Holder

Scissor H
older

※プレートは取り外せます。

ブラックカーキ

ナイロンシザーホルダー
裏側にフックが付いているので使い方は自由。
カラー2色　¥5,500（本体価格¥5,000）

（3丁入り）

シザーケース
Ryu cosmos購入時にはこのケースでお手元に届きます。
黒1色　¥9,900（本体価格¥9,000）

（2丁入り）5 丁入り本革シザーホルダー
品質にこだわった「姫路レザー」使用。
日本の革タンナーと革職人が手を組んで仕上げた、
心を込めたハンドメードシザーケースです。
定価：¥35,200（本体価格￥32,000）
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IO
R

シザーホルダー

Scissor
Holder

あなたの大切なシザーズを長く使っていただくために、
シザーケースなどをご用意いたしました。

Scissor HolderScissor Holder

Scissor H
older

※プレートは取り外せます。

ブラックカーキ

JUNIOR
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GENJI
ジュニアスタイリスト用シリーズです。
ブラントカットの基本と、多様なファッションテクニックに気軽に対応できるよう、
リングおよび柄のデザインを工夫しました。
1/4インチ刻みの5機種の豊富なバリエーションからお選び下さい。

ここが特長
◆ヒカリの性能はそのままに、お求めやすい価格を追求しました。
　しかもセミフィットリング仕様にシングル超スムーサー仕様、柄には
　キャメルハンプまで付いています。

調整簡単コインネジ

超スムーサー（片面）モリブデン鋼M
コスモス

ヒカリ特許のスムーサーまでついてます！

この出っ張り（キャメルハンプ）が
ラクちん＆安定性の秘密

ネジ式だから外せます

リングでフィット感調整できます

セミ・フィットリング仕様でピッタリ

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐摩
耗性を持つルーロン樹脂を埋め込
みました。耐久性を格段に向上さ
せるとともに、滑らかな開閉感を実
現しました。

超スムーサー（片面）

超スムーサー（片面）

JUNIORGENJIGENJI ～ジュニアにぴったり～JUNIORJUNIOR

Koryu/G
EN

JI JU
N

IO
R

ここが特長
◆すり鉢状リング（P.57参照）
◆フィット小指掛
◆超スムーサー（片面）

KoryuKoryu
カラーカスタマイズ

～ハイグレードをローコストで～
Koryu

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

超スムーサー
（片面）

フィットリングFモリブデン鋼M
コスモス

最上級モデル「RYU COSMOS」のジュニア版。
くすり指のすり鉢状リング、手前に出た小指掛により安定感が抜群。
切れ味の良さとグリップ感を追求し、
使い勝手にこだわったシザーズです。

超スムーサー（片面）フィット小指掛

JUNIORJUNIOR

フィット小指掛 カラーカスタマイズコインスクリュー ネジ式小指掛フィットリングFヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

505
ブラントカット、指間刈り、チョップカットと
ベースカットに最適です。
刃が短めで細かい作業に適しています。
￥69,300（本体価格￥63,000）

5.5inch

507
ブラントカット用、指間刈り、チョップカットと
ベースカットに最適です。
￥75,900（本体価格￥69,000）

6.0inch

動画で確認！

光龍
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GENJI
ジュニアスタイリスト用シリーズです。
ブラントカットの基本と、多様なファッションテクニックに気軽に対応できるよう、
リングおよび柄のデザインを工夫しました。
1/4インチ刻みの5機種の豊富なバリエーションからお選び下さい。

ここが特長
◆ヒカリの性能はそのままに、お求めやすい価格を追求しました。
　しかもセミフィットリング仕様にシングル超スムーサー仕様、柄には
　キャメルハンプまで付いています。

調整簡単コインネジ

超スムーサー（片面）モリブデン鋼M
コスモス

ヒカリ特許のスムーサーまでついてます！

この出っ張り（キャメルハンプ）が
ラクちん＆安定性の秘密

ネジ式だから外せます

リングでフィット感調整できます

セミ・フィットリング仕様でピッタリ

Super Smoother
触点部分に、金属の数倍の耐摩
耗性を持つルーロン樹脂を埋め込
みました。耐久性を格段に向上さ
せるとともに、滑らかな開閉感を実
現しました。

超スムーサー（片面）

超スムーサー（片面）

JUNIORGENJIGENJI ～ジュニアにぴったり～JUNIORJUNIOR

Koryu/G
EN

JI JU
N

IO
R

ここが特長
◆すり鉢状リング（P.57参照）
◆フィット小指掛
◆超スムーサー（片面）

KoryuKoryu
カラーカスタマイズ

～ハイグレードをローコストで～
Koryu

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

超スムーサー
（片面）

フィットリングFモリブデン鋼M
コスモス

最上級モデル「RYU COSMOS」のジュニア版。
くすり指のすり鉢状リング、手前に出た小指掛により安定感が抜群。
切れ味の良さとグリップ感を追求し、
使い勝手にこだわったシザーズです。

超スムーサー（片面）フィット小指掛

JUNIORJUNIOR

フィット小指掛 カラーカスタマイズコインスクリュー ネジ式小指掛フィットリングFヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

522
ブラントカット用。
ゲンジシリーズはコストに優れていますが、
超スムーサーも装備した本格派です。
¥42,900（本体価格¥39,000）

5.0inch

動画で確認！

ゲンジ
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

JUNIOR

超スムーサー（片面） フィットリングF カラーカスタマイズモリブデン鋼M
コスモス

コインスクリュー ネジ式小指掛ゲンジ

GENJIGENJI ～ジュニアにぴったり～JUNIOR

ヒカリチュアル加工済

523
ブラントカットとしてはやや長めですので、
その分スピードアップします。
¥47,300（本体価格¥43,000）

5.25inch

524
ゲンジシリーズには多様なカットテクニックに対応
できるセミ・フィットリングも採用されています。
¥52,800（本体価格¥48,000）

5.5inch
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GENJI
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

JUNIOR

超スムーサー（片面） フィットリングF カラーカスタマイズモリブデン鋼M
コスモス

コインスクリュー ネジ式小指掛ゲンジ

GENJIGENJI ～ジュニアにぴったり～JUNIOR

ヒカリチュアル加工済

523
ブラントカットとしてはやや長めですので、
その分スピードアップします。
¥47,300（本体価格¥43,000）

5.25inch

526
ワンレングスからブラントカットまで、ジュニア
技術者に人気抜群のベストセラーです。
¥63,800（本体価格¥58,000）

6.0inch

525
ブラントカット、指間刈り、初心者の
基本のカットに最適です。
¥58,300（本体価格¥53,000）

5.75inch

動画で確認！
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BLAZE  JU
N
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グリップの中心線を刃の中心線から屈曲させたクレーンタイプのシザーズは
カットの時に右手のヒジが上がらず、体とヒジ、腕と手の角度が自然の状態になるため疲れません。
ヒカリの高い技術を活かし、お求めやすさと操作性を追及したジュニア向けシザーズです。

ここが特長
◆クレーンタイプだから疲れにくい

BLAZEBLAZE

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

JUNIOR
BLAZE

カラーカスタマイズ

～手に馴染んで疲れないジュニア用～JUNIOR

ハサミの中心線
クレーンタイプ
ヒットポイントの
位置が低いから
疲れません

自由自在ネジステンレス鋼S

コンパチネジ対応
自在ネジの出張りが気になる方
はコンパチネジに変更可能です。
※商品購入時無料
（571・572・573・574に対応）
P.15参照

ヒカリチュアル加工済

571
スムーズな開閉で、手首、ヒジ、肩などが疲れ
にくく扱いやすいシザーズです。
￥49,500（本体価格￥45,000）

5.5inch

572
使い勝手がよく自由度の高い6インチです。
基本の一丁として長くご愛用頂けます。
¥51,700（本体価格¥47,000）

6.0inch

動画で確認！

ブレイズ
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BLAZE  JU
N
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グリップの中心線を刃の中心線から屈曲させたクレーンタイプのシザーズは
カットの時に右手のヒジが上がらず、体とヒジ、腕と手の角度が自然の状態になるため疲れません。
ヒカリの高い技術を活かし、お求めやすさと操作性を追及したジュニア向けシザーズです。

ここが特長
◆クレーンタイプだから疲れにくい

BLAZEBLAZE

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

JUNIOR
BLAZE

カラーカスタマイズ

～手に馴染んで疲れないジュニア用～JUNIOR

ハサミの中心線
クレーンタイプ
ヒットポイントの
位置が低いから
疲れません

自由自在ネジステンレス鋼S

コンパチネジ対応
自在ネジの出張りが気になる方
はコンパチネジに変更可能です。
※商品購入時無料
（571・572・573・574に対応）
P.15参照

ヒカリチュアル加工済

573
ジュニアの手に良くなじみ、疲れず、
正確なカットが持続できます。
初心者の刈り上げ用として最適です。
¥53,900（本体価格¥49,000）

6.5inch

574
切れ味と操作性に優れたロングシザーズで、
カットの品質と効率を向上させます。
初心者の刈り上げ用として最適です。
¥56,100（本体価格¥51,000）

7.0inch
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Little Star JU
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ヒカリの高い技術を活かし、お求めやすさと操作性を追及した
ジュニア向けシザーズです。
リング間を広めにとってあるので、開閉がしやすく、基本のカットを忠実にこなせます。ここが特長

◆高いコストパフォーマンス
◆握り易いグリップ

Little StarLittle Star ～高いコストパフォーマンス～JUNIORJUNIOR
Little Star

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

コインスクリュー カラーカスタマイズステンレス鋼S ネジ式小指掛ヒカリチュアル加工済

T
H

IN
N

IN
G

585
ブラントカット、指間刈り、
初心者の基本のカットに最適です。
¥44,000（本体価格¥40,000）

5.5inch

586
ブラントカット、指間刈り、ストロークと
オールマイティに使えるシザーズです。
¥48,400（本体価格¥44,000）

6.0inch

動画で確認！

リトルスター
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Little Star JU
N

IO
R

ヒカリの高い技術を活かし、お求めやすさと操作性を追及した
ジュニア向けシザーズです。
リング間を広めにとってあるので、開閉がしやすく、基本のカットを忠実にこなせます。ここが特長

◆高いコストパフォーマンス
◆握り易いグリップ

Little StarLittle Star ～高いコストパフォーマンス～JUNIORJUNIOR
Little Star

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

コインスクリュー カラーカスタマイズステンレス鋼S ネジ式小指掛ヒカリチュアル加工済

T
H

IN
N

IN
G

THINNING

585
ブラントカット、指間刈り、
初心者の基本のカットに最適です。
¥44,000（本体価格¥40,000）

5.5inch
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従来のV溝セニングの切れ味を更に追求。
クシ刃の目立てにも超精密加工により刃を付けることで、
髪の切断面が滑らかで枝毛になりにくく、損傷を極力減らします。
棒刃にも髪を傷めない刃付をし、クシ刃の間をななめにする事で、
抜群の抜けの良さを発揮します。

ここが特長
◆コバルト鋼
◆ドライ・ウェット両用
◆クシ刃の目立てにも刃付け
◆クシ刃の間がななめにカットされていて髪の抜けに抵抗が少ない
◆正逆両用ですのでリバーシブルに使えます。
　（セニングの解説はP.6～7をご参照ください）
◆アナトミックグリップ仕様
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（P.61参照）

Angel AAngel A Angel A
～グリップ感と抜群の抜けの良さ～THINNING

カラーカスタマイズ

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5

フィットリングF

Vカットクシ刃ネジ式小指掛コバルト鋼Co

ネジ式だから外せます

この出っ張り（キャメルハンプ）が
ラクちん＆安定性の秘密

調整簡単コインネジ

THINNING

リングでフィット感を調整できます

LucisLucis ～抜けの良さ、実感。～THINNINGLucis
THINNING

Lucis/A
ngel A

カラーカスタマイズモリブデン鋼M
コスモス

コインスクリュー

裏スキ部分をえぐることにより、
クシ刃1本1本の角を丸めています。
円柱に近づけることで抵抗感が
少なくスムースになり、キューティクルを
痛めずに抜群の抜けの良さを実感できます。

裏スキ3.5インチ3.5ネジ式小指掛

切れ味がやわらかく、ドライカットでも
引っかかりがありません。

クシ刃表

クシ刃裏

ソフト＆スムースを追求するとこの形になる

クシ刃の丸め加工

ゆるやかな2段の目立て

クシ刃１本１本が円柱に近い
ため、クシ刃の角でキューティ
クルを痛めません。抵抗感が
少なく、抜けの良さを実感。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・
寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由と
する返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

745
25目／スキ率20％／正逆両用／
根元から毛先まで使用できます。 
ドライカットでも引っかかりません。
¥82,500（本体価格¥75,000）

6.0inch

746
30目／スキ率25％／正逆両用／

根元から毛先までの質感･毛量調整に
最適です。 ドライカットでも引っかかりません。

¥82,500（本体価格¥75,000）

6.0inch

動画で確認！

ルーキス
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従来のV溝セニングの切れ味を更に追求。
クシ刃の目立てにも超精密加工により刃を付けることで、
髪の切断面が滑らかで枝毛になりにくく、損傷を極力減らします。
棒刃にも髪を傷めない刃付をし、クシ刃の間をななめにする事で、
抜群の抜けの良さを発揮します。

ここが特長
◆コバルト鋼
◆ドライ・ウェット両用
◆クシ刃の目立てにも刃付け
◆クシ刃の間がななめにカットされていて髪の抜けに抵抗が少ない
◆正逆両用ですのでリバーシブルに使えます。
　（セニングの解説はP.6～7をご参照ください）
◆アナトミックグリップ仕様
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（P.61参照）

Angel AAngel A Angel A
～グリップ感と抜群の抜けの良さ～THINNING

カラーカスタマイズ

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5

フィットリングF

Vカットクシ刃ネジ式小指掛コバルト鋼Co

ネジ式だから外せます

この出っ張り（キャメルハンプ）が
ラクちん＆安定性の秘密

調整簡単コインネジ

THINNING

リングでフィット感を調整できます

LucisLucis ～抜けの良さ、実感。～THINNINGLucis
THINNING

Lucis/A
ngel A

カラーカスタマイズモリブデン鋼M
コスモス

コインスクリュー

裏スキ部分をえぐることにより、
クシ刃1本1本の角を丸めています。
円柱に近づけることで抵抗感が
少なくスムースになり、キューティクルを
痛めずに抜群の抜けの良さを実感できます。

裏スキ3.5インチ3.5ネジ式小指掛

切れ味がやわらかく、ドライカットでも
引っかかりがありません。

クシ刃表

クシ刃裏

ソフト＆スムースを追求するとこの形になる

クシ刃の丸め加工

ゆるやかな2段の目立て

クシ刃１本１本が円柱に近い
ため、クシ刃の角でキューティ
クルを痛めません。抵抗感が
少なく、抜けの良さを実感。

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・
寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由と
する返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

771
2スキ／26目／スキ率15〜20％／正逆／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、柔らかい切れ味を発揮します。
¥103,400（本体価格¥94,000）

6.0inch

動画で確認！

エンジェル エー
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ここが特長
◆コバルト鋼
◆ドライ・ウェット両用
◆クシ刃の目立てにも刃付け
◆クシ刃の間がななめにカットされていて髪の抜けに抵抗が少ない
◆アナトミックグリップ仕様（B-DRYの柄と同仕様）
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（Ｐ.61参照）

カラーカスタマイズ

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5

フィットリングF

Vカットクシ刃ネジ式小指掛コバルト鋼Co

従来品

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様
指に吸い付くほどに確かなグリップ感

クシ刃の溝1本1本を斜めにカットし磨きを
かけているので、髪の毛が抜ける時の
抵抗が少なく、とてもスムーズ。

＜抜けの違い＞
エンジェルA・Ｂ

＜目立ての違い＞
従来品

クシ刃の目立てにも精密加工による刃付け。
棒刃とクシ刃の両側から切るので
髪の毛を引きちぎりません。

Angel A/Angel B THINNING

Angel AAngel A ～グリップ感と抜群の抜けの良さ～THINNINGAngel A
THINNING Angel BAngel B Angel B

～グリップ感と抜群の抜けの良さ～THINNING THINNING

エンジェルA・Ｂ

カラーカスタマイズ

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5

フィットリングFVカットクシ刃

ネジ式小指掛コバルト鋼Co

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

772
3スキ／23目／スキ率25〜30％／正逆／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
毛束感の出しやすいスキ率です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、
柔らかい切れ味を発揮します。
¥103,400（本体価格¥94,000）

6.0inch

773
4スキ／21目／スキ率35〜40％／正逆／毛先スキに最適です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、柔らかい切れ味を発揮します。
¥103,400（本体価格¥94,000）

6.0inch

動画で確認！

エンジェル エー
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ここが特長
◆コバルト鋼
◆ドライ・ウェット両用
◆クシ刃の目立てにも刃付け
◆クシ刃の間がななめにカットされていて髪の抜けに抵抗が少ない
◆アナトミックグリップ仕様（B-DRYの柄と同仕様）
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（Ｐ.61参照）

カラーカスタマイズ

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5

フィットリングF

Vカットクシ刃ネジ式小指掛コバルト鋼Co

従来品

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様
指に吸い付くほどに確かなグリップ感

クシ刃の溝1本1本を斜めにカットし磨きを
かけているので、髪の毛が抜ける時の
抵抗が少なく、とてもスムーズ。

＜抜けの違い＞
エンジェルA・Ｂ

＜目立ての違い＞
従来品

クシ刃の目立てにも精密加工による刃付け。
棒刃とクシ刃の両側から切るので
髪の毛を引きちぎりません。

Angel A/Angel B THINNING

Angel AAngel A ～グリップ感と抜群の抜けの良さ～THINNINGAngel A
THINNING Angel BAngel B Angel B

～グリップ感と抜群の抜けの良さ～THINNING THINNING

エンジェルA・Ｂ

カラーカスタマイズ

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5

フィットリングFVカットクシ刃

ネジ式小指掛コバルト鋼Co

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

772
3スキ／23目／スキ率25〜30％／正逆／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
毛束感の出しやすいスキ率です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、
柔らかい切れ味を発揮します。
¥103,400（本体価格¥94,000）

6.0inch

775
2スキ／26目／スキ率15〜20％／正刃／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、柔らかい切れ味を発揮します。
¥103,400（本体価格¥94,000）

6.0inch

動画で確認！

エンジェル ビー
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元来はコンテスト時の毛量調節用に開発されたシザーズです。
切り過ぎず穴になりませんから気軽に元スキ、中スキ、毛先スキと
思うままにズバズバと自由にカットでき、しかも効果的に使えます。
レザーと同じような量感あるヘアーに仕上がる特許シザーズです。

ここが特長
◆セニングの概念をまったく変えた革命的シザーズ。
　量感面から毛量調節がテーマです。
　（セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆クシ刃がフラット

カラーカスタマイズモリブデン鋼M
コスモス

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5 クシ刃が動刃
（734）

Angel BAngel B ～グリップ感と抜群の抜けの良さ～THINNINGAngel B
THINNING ～セニングの革命児～ THINNING

Angel B/TRENDY-  THINNING
Ⅲ

TRENDY-TRENDY-ⅢⅢTHINNING TRENDY Ⅲ
カラーカスタマイズ

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5

フィットリングFVカットクシ刃

ネジ式小指掛コバルト鋼Co

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・
寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由と
する返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

776
3スキ／23目／スキ率25〜30％／正刃／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
毛束感の出しやすいスキ率です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、
柔らかい切れ味を発揮します。
¥103,400（本体価格¥94,000）

6.0inch

777
4スキ／21目／スキ率35〜40％／正刃／
毛先スキに最適です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、
柔らかい切れ味を発揮します。
¥103,400（本体価格¥94,000）

6.0inch

動画で確認！

エンジェル ビー
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元来はコンテスト時の毛量調節用に開発されたシザーズです。
切り過ぎず穴になりませんから気軽に元スキ、中スキ、毛先スキと
思うままにズバズバと自由にカットでき、しかも効果的に使えます。
レザーと同じような量感あるヘアーに仕上がる特許シザーズです。

ここが特長
◆セニングの概念をまったく変えた革命的シザーズ。
　量感面から毛量調節がテーマです。
　（セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆クシ刃がフラット

カラーカスタマイズモリブデン鋼M
コスモス

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5 クシ刃が動刃
（734）

Angel BAngel B ～グリップ感と抜群の抜けの良さ～THINNINGAngel B
THINNING ～セニングの革命児～ THINNING

Angel B/TRENDY-  THINNING
Ⅲ

TRENDY-TRENDY-ⅢⅢTHINNING TRENDY Ⅲ
カラーカスタマイズ

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5

フィットリングFVカットクシ刃

ネジ式小指掛コバルト鋼Co

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・
寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由と
する返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

776
3スキ／23目／スキ率25〜30％／正刃／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
毛束感の出しやすいスキ率です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、
柔らかい切れ味を発揮します。
¥103,400（本体価格¥94,000）

6.0inch 732
40目／スキ率10％

（掴んだ毛束の10％がカットされる）
／正刃／根元から毛先まで使用できます。
前髪の微調整、根元からの毛量調整に最適。
¥69,300（本体価格¥63,000）

6.0inch

734
40目／スキ率10％（掴んだ毛束の10％がカットされる）
／逆刃／根元から毛先まで使用できます。
刈り上げのぼかしに最適。
¥69,300（本体価格¥63,000）

6.0inch

動画で確認！

トレンディⅢ
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TRENDY-TRENDY- THINNING
ⅣTRENDY- 

カラーカスタマイズモリブデン鋼M
コスモス

ⅣⅣ

TRENDY-    TH
INNING

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5 ネジ式小指掛

～Ⅲが速くなった～THINNING

Ⅳ

Vカットクシ刃

コンテストのセニングとして生まれ、サロンワークにも今や定評あるトレンディⅢがⅣに進化。
シャギィのようにナチュラル＆ソフトでファジィなラインが簡単に確実に、今度はさらにスピーディ
さが加わりました。その秘密は掴んだ毛束を上手に逃す、独自のクシ刃構造にあります。

ここが特長
◆トレンディⅢのスキ率を少々あげて、スピード感を付けました。
◆リバーシブルタイプなので正逆両用です。
 （セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆スキ率変更加工対応（加工についてはＰ.11をご参照下さい）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

741
30目／スキ率20％

（掴んだ毛束の20％がカットされる）
／正逆／根元から毛先まで使用できます。
毛束感の出しやすいスキ率です。
刃先が細めなので、間引きがしやすい。
¥66,000（本体価格¥60,000）

5.75inch

742
37目／スキ率25％

（掴んだ毛束の25％がカットされる）
／正逆／根元から毛先まで使用できます。
毛束感の出しやすいスキ率です。
刃先が細めなので、間引きがしやすい。
¥66,000（本体価格¥60,000）

5.75inch

トレンディⅣ
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TRENDY-TRENDY- THINNING
ⅣTRENDY- 

カラーカスタマイズモリブデン鋼M
コスモス

ⅣⅣ

TRENDY-    TH
INNING

コインスクリュー 裏スキ3.5インチ3.5 ネジ式小指掛

～Ⅲが速くなった～THINNING

Ⅳ

Vカットクシ刃

コンテストのセニングとして生まれ、サロンワークにも今や定評あるトレンディⅢがⅣに進化。
シャギィのようにナチュラル＆ソフトでファジィなラインが簡単に確実に、今度はさらにスピーディ
さが加わりました。その秘密は掴んだ毛束を上手に逃す、独自のクシ刃構造にあります。

ここが特長
◆トレンディⅢのスキ率を少々あげて、スピード感を付けました。
◆リバーシブルタイプなので正逆両用です。
 （セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆スキ率変更加工対応（加工についてはＰ.11をご参照下さい）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

744
40目／スキ率25％（掴んだ毛束の25％がカットされる）
／正逆／根元から毛先まで使用できます。
毛束感の出しやすいスキ率です。
¥69,300（本体価格¥63,000）

6.0inch

743
30目／スキ率20％（掴んだ毛束の20％がカットされる）
／正逆／根元から毛先まで使用できます。
毛束感の出しやすいスキ率です。
¥69,300（本体価格¥63,000）

6.0inch
動画で確認！
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棒刃はもちろんクシ刃の１本１本にまで深い裏スキを施しました。
特に棒刃は3.5インチの驚異的に深い裏スキですから、
明快な切れ味が長期間持続します。

ここが特長
◆製作技術の良否が明確に、切れ味と耐久性に現れるのが
　このセニングシザーズ。ヒカリが手塩にかけた自信作です。
  （セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆スキ率変更加工対応（加工についてはＰ.11をご参照下さい）

THINNINGTHINNING
カラーカスタマイズ

T
H

IN
N

IN
G

～棒刃は3.5インチ裏スキ～

コインスクリューモリブデン鋼M
コスモス

Vカットクシ刃 裏スキ3.5インチ3.5 クシ刃が動刃
（723・724）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

N
IPPER

721
30目／スキ率40％

（掴んだ毛束の40％がカットされる）
／正刃／毛先スキに最適です。
¥69,300（本体価格¥63,000）

6.0inch

724
40目／スキ率50％（掴んだ毛束の半分がカットされる）
／逆刃／毛先スキに最適です。
柔らかさのある刈り上げがスピーディにできます。
¥69,300（本体価格¥63,000）

6.0inch

動画で確認！

セニング
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棒刃はもちろんクシ刃の１本１本にまで深い裏スキを施しました。
特に棒刃は3.5インチの驚異的に深い裏スキですから、
明快な切れ味が長期間持続します。

ここが特長
◆製作技術の良否が明確に、切れ味と耐久性に現れるのが
　このセニングシザーズ。ヒカリが手塩にかけた自信作です。
  （セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆スキ率変更加工対応（加工についてはＰ.11をご参照下さい）

THINNINGTHINNING
カラーカスタマイズ

T
H

IN
N

IN
G

～棒刃は3.5インチ裏スキ～

コインスクリューモリブデン鋼M
コスモス

Vカットクシ刃 裏スキ3.5インチ3.5 クシ刃が動刃
（723・724）

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済

N
IPPER

NIPPER
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キューティクルニッパー

NIPPER
Cuticle

やさしく手になじむフォルムは、使う人を選ばない逸品。
日頃の手入れが美しい指先を生み、美しい心を生む。
これが、私の笑顔をつくる秘密の道具です。

Cuticle NipperCuticle Nipper

C
uticle  N

ipper

特殊ルーロン材による
スムーズな開閉

丸みをおびた
柔らかなフォルム

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。
　　必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

Tiara3.0
ヒカリ史上最高にスムースなグリップ感。
緩やかなシルエットが描くエレガントな曲線美。
贅沢に光り輝く逸品です。
¥37,510（本体価格¥34,100）

（刃先3mm）

Tiara
ヒカリ史上最高にスムースなグリップ感。
緩やかなシルエットが描くエレガントな曲線美。
贅沢に光り輝く逸品です。
¥36,300（本体価格¥33,000）

（刃先4mm）
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キューティクルニッパー

NIPPER
Cuticle

やさしく手になじむフォルムは、使う人を選ばない逸品。
日頃の手入れが美しい指先を生み、美しい心を生む。
これが、私の笑顔をつくる秘密の道具です。

Cuticle NipperCuticle Nipper

C
uticle  N

ipper

特殊ルーロン材による
スムーズな開閉

丸みをおびた
柔らかなフォルム

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。
　　必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

PRO2000
指先に優しい切れ味は甘皮をスルリと除去し、
握りやすいグリップと刃先のバランスに優れた製品です。
¥27,830（本体価格¥25,300）

（刃先5mm）

PRO2030
刃を短くする事によって、より繊細な甘皮の除去が
可能になり、美しい爪をより美しく仕上げることが
できる高品質の製品です。
¥29,040（本体価格¥26,400）

（刃先3mm）
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キューティクルニッパー

NIPPER
Cuticle

やさしく手になじむフォルムは、使う人を選ばない逸品。
日頃の手入れが美しい指先を生み、美しい心を生む。
これが、私の笑顔をつくる秘密の道具です。

Cuticle NipperCuticle Nipper

C
uticle  N

ipper
（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。
　　必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

PRO☆
PROシリーズの刃先4mm
小さめのボックスと、薄い刃により、
ルースキューティクルが見やすい。
指先に優しい切れ味は甘皮をスルリと除去し、
握りやすいグリップと刃先のバランスに優れた逸品です。
¥29,040（本体価格¥26,400）

（刃先4mm）

PRO3.5
PROシリーズの刃先3.5mm
小さめのボックスと、薄い刃により、
ルースキューティクルが見やすい。
指先に優しい切れ味は甘皮をスルリと除去し、
握りやすいグリップと刃先のバランスに優れた逸品です。
¥29,040（本体価格¥26,400）

（刃先3.5mm）
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キューティクルニッパー

NIPPER
Cuticle

やさしく手になじむフォルムは、使う人を選ばない逸品。
日頃の手入れが美しい指先を生み、美しい心を生む。
これが、私の笑顔をつくる秘密の道具です。

Cuticle NipperCuticle Nipper

C
uticle  N

ipper

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。
　　必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

Newニッパー
ジュニア用として開発した刃先の角度と安定感は、
使う人を選ばない手に優しいフォルムです。
¥19,360（本体価格¥17,600）

（刃先4mm）

Swan
刃先からグリップへのしなやかな曲線がかもしだす
優雅さを彷彿させるフォルムです。
更に最高の研磨技術による切れ味は
手に伝わる感覚が絶妙な逸品です。
¥45,980（本体価格¥41,800）

（刃先4mm）
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Cuticle NipperCuticle Nipper

C
uticle  N

ipper

ホワイト

※実物大ではありません。

サクラ

ディープピンク

ハートの棒で道具のからみを防ぎます

溝の深さで刃先をしっかりガード

からまん棒(中央の棒)

…安心できる弾力性、耐久性シリコーン製
…溝に切れ目があるのでハサミなどで綺麗にカットできますフリーカット

…60ミリのゆったり設計ですサイズ
…ドットがグラスへの貼り付きを抑えます裏面

ポケット
使用例

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

▲この形状に秘密あり。

ホワイト キャメル

LEFT
Y

ハーティパッド
ステリライザーの底に敷くキューティクルニッパー刃先保護用パッドです。
¥440（本体価格¥400）

（刃先保護パッド）

ニッパーキャップ
星の形が刃先をしっかり守ります。
2個入¥550（本体価格¥500）
※イラストは、イメージです。※商品は半透明ではありません。

刃先用革ケース
キューティクルニッパーの刃先用革ケースです。
¥1,320（本体価格¥1,200）	 ※実物大ではありません。

（別売）
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Cuticle NipperCuticle Nipper

C
uticle  N

ipper

ホワイト

※実物大ではありません。

サクラ

ディープピンク

ハートの棒で道具のからみを防ぎます

溝の深さで刃先をしっかりガード

からまん棒(中央の棒)

…安心できる弾力性、耐久性シリコーン製
…溝に切れ目があるのでハサミなどで綺麗にカットできますフリーカット

…60ミリのゆったり設計ですサイズ
…ドットがグラスへの貼り付きを抑えます裏面

ポケット
使用例

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

▲この形状に秘密あり。

ホワイト キャメル

LEFT
Y

LEFTY

刃先用革ケース
キューティクルニッパーの刃先用革ケースです。
¥1,320（本体価格¥1,200）	 ※実物大ではありません。

（別売）
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー

 

コインスクリュー フィットリングF フィット小指掛モリブデン鋼M
コスモス

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー
（片面）コインスクリュー フィットリングF フィット小指掛

～女性の「使いやすい」をデザイン～

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

 

女性美容師の意見から生まれたグリップ形状と軽さ。
女性スタイリストの「使いやすい」をデザインしたシザーです。
ハサミ全体が細く、軽く、扱いやすい。
安定感と操作性が抜群の上、切れ味も申し分ない逸品です。

ここが特長
◆ 薬指のリングを小さくし、安定感が向上
◆ アナトミックグリップを採用し、操作性が向上
◆ 小指掛けを手前に付けることにより、安定感が抜群
◆ 静刃の柄に山型を付ける事で、人差し指と中指のグリップ力向上

ここが特長
◆ 半扇型触点採用することで、切れ味UP

（P63 参照）
◆ ヒカリオリジナル剣型。切れ味抜群
◆ 当社初！静刃にモリブデンコバルト鋼、動

刃にモリブデン鋼を採用。

L115
ブラントカット、ベースカット用。
細かいテクニックにも最適です。
¥117,700（本体価格￥107,000）

5.5inch

L116
細かいテクニックにも最適です。
細くて軽いのにパワーがあり、切れ味抜群です。
¥124,300（本体価格￥113,000）

6.0inch
動画で確認！

ニーナコスモスレフティ
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー

 

コインスクリュー フィットリングF フィット小指掛モリブデン鋼M
コスモス

カラーカスタマイズモリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー
（片面）コインスクリュー フィットリングF フィット小指掛

～女性の「使いやすい」をデザイン～

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

 

ここが特長
◆ 半扇型触点採用することで、切れ味 UP

（P63 参照）
◆ 棒刃に髪を傷めない刃付けを施し、引っ

掛かりが無い
◆ クシ刃の目立てを階段状にし、鋭い刃付

けをすることで、切れ味向上
◆ 棒刃とクシ刃両方に刃付けをし、切断面

がきれいなためパサつきにくい
◆ クシ刃とクシ刃の間が斜めにカットされて

いるため、髪の毛が抜けるときの抵抗が
少なく、とてもスムーズ

ここが特長
◆ 薬指のリングを小さくし、安定感が向上
◆ アナトミックグリップを採用し、操作性が向上
◆ 小指掛けを手前に付けることにより、安定感が抜群
◆ 静刃動刃の柄に山型を付ける事で、人差し指と中指のグリップ力向上

L116
細かいテクニックにも最適です。
細くて軽いのにパワーがあり、切れ味抜群です。
¥124,300（本体価格￥113,000）

6.0inch

L715
25目／正逆／スキ率15～20％
根元～毛先までの質感・毛量調整に最適です。
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい切れ味で
引っかかりません。
メガネタイプなので正逆両用です。
¥133,100（本体価格￥121,000）

5.8inch

L716
21目／正逆／スキ率25～30％
根元～毛先までの質感・毛量調整に最適です。 
カットラインが出にくく、ドライでも柔らかい切れ
味で引っかかりません。
メガネタイプなので正逆両用です。
¥133,100（本体価格￥121,000）

5.8inch
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プロの膨大な意見を集約し、熟練の手造りの技でカタチにした
“ヒカリオリジナル笹刃”が、ドライカットの悩みである
髪の引っ掛かりや傷みをなくし、柔らかな切れ味を実現しました。
どんな握り方にも対応するアナトミックグリップにより、
スライド、ストローク、エフェクト、チョップなど
様 な々カットにオールマイティな使用が可能です。

ここが特長
◆ヒカリオリジナル笹刃
◆アナトミックグリップ仕様

Koryu LEFTY/B-DRY LEFTY

Koryu

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

最上級モデル「RYU COSMOS」のジュニア版。
くすり指のすり鉢状リング、手前に出た小指掛により安定感が抜群。
切れ味の良さとグリップ感を追求し、使い勝手にこだわったシザーズです。

～ハイグレードをローコストで～

左用シザーズS

B-DRYB-DRY COSMOS
B-DRYLEFTY ～切れ味滑らかなドライカット～

カラーカスタマイズ

超スムーサー フィットリングFコインスクリュー笹刃モリブデン鋼M
コスモス

左用シザーズS

KoryuKoryuLEFTY

カラーカスタマイズ

超スムーサー
（片面）

フィットリングFモリブデン鋼M
コスモス

フィット小指掛

ここが特長
◆すり鉢状リング（P.57参照）
◆フィット小指掛
◆超スムーサー（片面）

LEFTY

ネジ式小指掛ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

L505
ブラントカット、指間刈り、チョップカットと
ベースカットに最適です。
刃が短めで細かい作業に適しています。
￥92,400（本体価格￥84,000）

5.5inch

L507
ブラントカット用、指間刈り、チョップカットと
ベースカットに最適です。
￥97,900（本体価格￥89,000）

6.0inch

動画で確認！

光龍レフティ
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プロの膨大な意見を集約し、熟練の手造りの技でカタチにした
“ヒカリオリジナル笹刃”が、ドライカットの悩みである
髪の引っ掛かりや傷みをなくし、柔らかな切れ味を実現しました。
どんな握り方にも対応するアナトミックグリップにより、
スライド、ストローク、エフェクト、チョップなど
様 な々カットにオールマイティな使用が可能です。

ここが特長
◆ヒカリオリジナル笹刃
◆アナトミックグリップ仕様

Koryu LEFTY/B-DRY LEFTY

Koryu

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

最上級モデル「RYU COSMOS」のジュニア版。
くすり指のすり鉢状リング、手前に出た小指掛により安定感が抜群。
切れ味の良さとグリップ感を追求し、使い勝手にこだわったシザーズです。

～ハイグレードをローコストで～

左用シザーズS

B-DRYB-DRY COSMOS
B-DRYLEFTY ～切れ味滑らかなドライカット～

カラーカスタマイズ

超スムーサー フィットリングFコインスクリュー笹刃モリブデン鋼M
コスモス

左用シザーズS

KoryuKoryuLEFTY

カラーカスタマイズ

超スムーサー
（片面）

フィットリングFモリブデン鋼M
コスモス

フィット小指掛

ここが特長
◆すり鉢状リング（P.57参照）
◆フィット小指掛
◆超スムーサー（片面）

LEFTY

ネジ式小指掛ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

L505
ブラントカット、指間刈り、チョップカットと
ベースカットに最適です。
刃が短めで細かい作業に適しています。
￥92,400（本体価格￥84,000）

5.5inch

L507
ブラントカット用、指間刈り、チョップカットと
ベースカットに最適です。
￥97,900（本体価格￥89,000）

6.0inch

L163
スライド、ストローク、エフェクト、チョップなど
様 な々カットに使用可能な、オールマイティな
ドライカット専用シザーズです。
¥135,300（本体価格 ¥123,000）  

5.6inch

L164
ドライカット専用でオールマイティに使用可能。
指にかかる抵抗がほとんどなくカットできます。
¥144,100（本体価格 ¥131,000）

6.1inch

動画で確認！

ビー・ドライレフティ
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～レフトハンダーの秀逸～

完全な左仕様のシザーズとして定評あるシリーズ。
スムーズさと切れ味の良さはそのままに、お求めやすい価格を追求しました。

ここが特長
◆手工品ならではの完全左仕様。職人と設備を左専用に特化。
　しかもお求めやすい価格帯。バリエーションが豊富です。

HIKARIHIKARILEFTY

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

LEFTY
HIKARI 

カラーカスタマイズコインスクリュー 左用シザーズSステンレス鋼Sヒカリチュアル加工済

601
ブラントカット用。ソフトかつ明快な
切れ味に驚かれる事でしょう。
¥48,400（本体価格 ¥44,000）

5.0inch

ヒカリレフティ
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～レフトハンダーの秀逸～

完全な左仕様のシザーズとして定評あるシリーズ。
スムーズさと切れ味の良さはそのままに、お求めやすい価格を追求しました。

ここが特長
◆手工品ならではの完全左仕様。職人と設備を左専用に特化。
　しかもお求めやすい価格帯。バリエーションが豊富です。

HIKARIHIKARILEFTY

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

LEFTY
HIKARI 

カラーカスタマイズコインスクリュー 左用シザーズSステンレス鋼Sヒカリチュアル加工済

601
ブラントカット用。ソフトかつ明快な
切れ味に驚かれる事でしょう。
¥48,400（本体価格 ¥44,000）

5.0inch

602
ブラントカット、指間刈り、ストロークと
オールマイティに使えるシザーズです。
¥56,100（本体価格 ¥51,000）

5.5inch

603
ワンレングスに実力を発揮します。
ロングストローク向きです。
¥63,800（本体価格 ¥58,000）

6.0inch

動画で確認！
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

LEFTY
HIKARI 

カラーカスタマイズコインスクリュー 左用シザーズSステンレス鋼S

LEFTY ～レフトハンダーの秀逸～

ヒカリチュアル加工済

604
ブラントカット、指間刈り、ストロークと
オールマイティに使えるシザーズです。
クレーンタイプだから疲れにくい。
¥59,400（本体価格 ¥54,000）

5.5inch

605
ワンレングスに実力を発揮します。
ロングストローク向きです。
クレーンタイプだから疲れにくい。
¥67,100（本体価格 ¥61,000）

6.0inch

ヒカリレフティ
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（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

LEFTY
HIKARI 

カラーカスタマイズコインスクリュー 左用シザーズSステンレス鋼S

LEFTY ～レフトハンダーの秀逸～

ヒカリチュアル加工済

605
ワンレングスに実力を発揮します。
ロングストローク向きです。
クレーンタイプだから疲れにくい。
¥67,100（本体価格 ¥61,000）

6.0inch

606
刈り上げ、仕上げ用。リング径をスリムに仕上げ、
指の細い女性には特に人気です。
クレーンタイプだから疲れにくい。
¥80,300（本体価格 ¥73,000）

6.5inch

607
荒刈り、刈り上げ、仕上げ用。流れるように美しい
グリップデザインと優れた重量バランスを誇ります。
クレーンタイプだから疲れにくい。
¥88,000（本体価格 ¥80,000）

7.0inch

動画で確認！
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Y
（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。

また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

LEFTY
LT-37

カラーカスタマイズコインスクリュー 左用シザーズSVカットクシ刃

LEFTY
L6032

～棒刃は3.5インチ裏スキ～

棒刃はもちろんクシ刃の１本１本にまで深い裏スキを施しました。
特に棒刃は3.5インチの驚異的に深い裏スキですから、
明快な切れ味が長期間持続します。

ここが特長
◆製作技術の良否が明確に、切れ味と耐久性に現れるのがこのセニングシザーズ。
　ヒカリが手塩にかけた自信作です。
◆セニングの721と同仕様（セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆スキ率変更加工対応（加工についてはＰ.11をご参照下さい）

L6032L6032LEFTY ～トレンディⅣの完全左仕様～

コンテストのセニングとして生まれ、サロンワークにも今や定評あるトレンディⅢがⅣに進化。
シャギィのようにナチュラル＆ソフトでファジィなラインが、
簡単に確実に、さらにスピーディさが加わりました。
その秘密は掴んだ毛束を上手に逃がす、独自のクシ刃構造にあります。
LT－37はそんなトレンディⅣを完全に左用で実現しました。

ここが特長
◆セニングの既成概念を全くこえる、段の付かないトレンディのスキ率を
　少々あげて、スピード感を付けました。
◆リバーシブルタイプなので正逆両用です。
◆トレンディⅣの742と同仕様（セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆スキ率変更加工対応（加工についてはＰ.11をご参照下さい）

LT-37LT-37LEFTY

裏スキ3.5インチ3.5モリブデン鋼M
コスモス

カラーカスタマイズコインスクリュー 左用シザーズSVカットクシ刃 裏スキ3.5インチ3.5モリブデン鋼M
コスモス

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

L6032
30目／スキ率40％（掴んだ毛束の40％がカットされる）
／正刃／毛先スキに最適です。
¥80,300（本体価格 ¥73,000）

6.0inch

L6032
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Y

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

LEFTY
LT-37

カラーカスタマイズコインスクリュー 左用シザーズSVカットクシ刃

LEFTY
L6032

～棒刃は3.5インチ裏スキ～

棒刃はもちろんクシ刃の１本１本にまで深い裏スキを施しました。
特に棒刃は3.5インチの驚異的に深い裏スキですから、
明快な切れ味が長期間持続します。

ここが特長
◆製作技術の良否が明確に、切れ味と耐久性に現れるのがこのセニングシザーズ。
　ヒカリが手塩にかけた自信作です。
◆セニングの721と同仕様（セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆スキ率変更加工対応（加工についてはＰ.11をご参照下さい）

L6032L6032LEFTY ～トレンディⅣの完全左仕様～

コンテストのセニングとして生まれ、サロンワークにも今や定評あるトレンディⅢがⅣに進化。
シャギィのようにナチュラル＆ソフトでファジィなラインが、
簡単に確実に、さらにスピーディさが加わりました。
その秘密は掴んだ毛束を上手に逃がす、独自のクシ刃構造にあります。
LT－37はそんなトレンディⅣを完全に左用で実現しました。

ここが特長
◆セニングの既成概念を全くこえる、段の付かないトレンディのスキ率を
　少々あげて、スピード感を付けました。
◆リバーシブルタイプなので正逆両用です。
◆トレンディⅣの742と同仕様（セニングの解説はP.6～7をご参照下さい）
◆スキ率変更加工対応（加工についてはＰ.11をご参照下さい）

LT-37LT-37LEFTY

裏スキ3.5インチ3.5モリブデン鋼M
コスモス

カラーカスタマイズコインスクリュー 左用シザーズSVカットクシ刃 裏スキ3.5インチ3.5モリブデン鋼M
コスモス

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

L6032
30目／スキ率40％（掴んだ毛束の40％がカットされる）
／正刃／毛先スキに最適です。
¥80,300（本体価格 ¥73,000）

6.0inch LT-37
37目／スキ率25％（掴んだ毛束の25％がカットされる）
／正逆／根元から毛先まで使用できます。
毛束感の出しやすいスキ率です。
刃先が細めなので、間引きがしやすい。
¥89,100（本体価格 ¥81,000）

5.75inch

LT−37
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c-evoc-evoLEFTY ～引っかからない・抜けが良い・傷めない～

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様
指に吸い付くほどに確かなグリップ感

c- evo  LEFTY

LEFTY
c-evo

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ここが特長
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（P.61参照）
◆クシ刃がフラットタイプ
◆アナトミックグリップ仕様
◆正逆両用ですのでリバーシブルに使えます。
◆シェルキャップ装飾（脱着可能、色指定可能）P14・16参照

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

手にして、カットするごとに感じる、これまでにない切れ味とスムーズに抜ける感覚。その革命
的な感触の秘密は、棒刃への特殊な刃付けに集約されています。またクシ刃にフラット
な刃を採用し、蛤刃にすることで切った毛先を傷めないよう、カットされるお客
様にも配慮。そこに、ｃ-ｅｖｏ独自のアナトミックグリップが加われば、もう
無敵のセニング！スタイリストの手へのフィット感、引っかかりによ
るストレスをほとんど感じさせません。ｃ-ｅｖｏは、これまで
のセニングに革命を起こします。

フィットリングF

モリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー

ネジ式小指掛 左用シザーズS

笹刃 裏スキ3.5インチ3.5

カラーカスタマイズ

ヒカリチュアル加工済

L760
31目／スキ率10～15%／正逆／
根元から毛先まで使用できます。
ドライカットでも引っかかりません。
¥144,100（本体価格 ¥131,000）

6.0inch

L761
28目／スキ率20～30％／正逆／
根元から毛先までの
質感・毛量調整に最適です。
ドライカットでも引っかかりません。
¥144,100（本体価格 ¥131,000）

6.0inch

シーエボ レフティ
セニングの革命、新感覚のスタイリッシュシザーズ
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c-evoc-evoLEFTY ～引っかからない・抜けが良い・傷めない～

Anatomic Grip
アナトミックグリップ仕様
指に吸い付くほどに確かなグリップ感

c- evo  LEFTY

LEFTY
c-evo

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる
　　場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

ここが特長
◆棒刃に髪を傷めない刃付け（P.61参照）
◆クシ刃がフラットタイプ
◆アナトミックグリップ仕様
◆正逆両用ですのでリバーシブルに使えます。
◆シェルキャップ装飾（脱着可能、色指定可能）P14・16参照

（商品購入時に無料で色指定ができます／P.14参照）

手にして、カットするごとに感じる、これまでにない切れ味とスムーズに抜ける感覚。その革命
的な感触の秘密は、棒刃への特殊な刃付けに集約されています。またクシ刃にフラット
な刃を採用し、蛤刃にすることで切った毛先を傷めないよう、カットされるお客
様にも配慮。そこに、ｃ-ｅｖｏ独自のアナトミックグリップが加われば、もう
無敵のセニング！スタイリストの手へのフィット感、引っかかりによ
るストレスをほとんど感じさせません。ｃ-ｅｖｏは、これまで
のセニングに革命を起こします。

フィットリングF

モリブデン・コバルト鋼5 超スムーサー

ネジ式小指掛 左用シザーズS

笹刃 裏スキ3.5インチ3.5

カラーカスタマイズ

ヒカリチュアル加工済

L762
21目／スキ率40～50％／正逆／
毛量調整、毛先スキに最適です。
ドライカットでも引っかかりません。
¥144,100（本体価格 ¥131,000）

6.0inch

動画で確認！
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このページに掲載されている商品は、材料がなくなり次第、廃盤となります。
ご注文の際は在庫状況をご確認ください。

ヒカリチュアル加工済

SEV COSMOS

WINDS

i THINNING

S-5.8M
メガネタイプ／6インチが長すぎる、5.5インチでは物
足りない。そんなワガママに応えるシザー。
半扇型触点によりがたつきを抑えメガネタイプの特
長である力強さを実現。
¥106,700（本体価格 ¥97,000）

5.8inch i-Ⅱ
22目／スキ率25％（先端15％）／正逆／
根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
クシ刃の目立てに刃付けをし、柔らかい切れ味を発揮
します。先端はスキ率15％なので、根ズキも可能です。
¥85,800（本体価格 ¥78,000）

5.75inch

751
28目／スキ率20％（掴んだ毛束の20％がカットされる）
／正逆／根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
毛束感の出しやすいスキ率です。
¥81,400（本体価格 ¥74,000）

6.0inch 752
35目／スキ率25％（掴んだ毛束の25％がカットされる）
／正逆／根元から毛先までの質感・毛量調整に最適です。
毛束感の出しやすいスキ率です。
¥81,400（本体価格 ¥74,000）

6.0inch
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このページに掲載されている商品は、材料がなくなり次第、廃盤となります。
ご注文の際は在庫状況をご確認ください。

ヒカリチュアル加工済

FUTURE
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CROSS/ANDROID FUTURE

FUTURE
CROSS

～ダメージ・レス・カットの追及～CROSSCROSSFUTURE

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

FUTURE
ANDROIDANDROIDANDROID ～大いなる未来の予感～FUTURE

フロント・シザーズ リア・シザーズ フロント・シザーズ リア・シザーズ

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

フロント・シザーズ
¥49,500（本体価格 ¥45,000）

4.5inch

リア・シザーズ
¥82,500（本体価格 ¥75,000）

4.5inch

クロス 
髪を傷めない切り口をつくるばかりか無理な体勢のカット部位をスムーズにする
ダメージ・レス・カットの研究から生まれた「クロス」。
従来の刃のシザーズと逆方向性の刃を持つ「リア・シザーズ」を
同時に握る「クロスカット」はカットデザインの可能性を新たに拡げる。
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CROSS/ANDROID FUTURE

FUTURE
CROSS

～ダメージ・レス・カットの追及～CROSSCROSSFUTURE

（注）写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。必ず実物をご確認の上ご購入下さい。
また勝手ながら、本カタログと実物との相違を理由とする返品や交換はお受けできません。

FUTURE
ANDROIDANDROIDANDROID ～大いなる未来の予感～FUTURE

フロント・シザーズ リア・シザーズ フロント・シザーズ リア・シザーズ

ヒカリチュアル加工済 ヒカリチュアル加工済

 
鋼材／モリブデン鋼+上級シリーズ「コスモス」と同様の超特殊鋼を使用
長切れ、耐摩耗性に富むハイクラスシザーズ
焼入／真空焼入れ、サブゼロ（低温）処理
表刃／ハマグリ刃とトレンディー刃
サイズ／１７目
スキ率／8％
¥110,000（本体価格 ¥100,000）

アンドロイド 
これはまさにシザーズの革命だ。
指に優しい、人間工学に基づいた独創のフォルム。
カギ形の設計は滑らかな動きを演出するためのもの。
動刃と静刃が逆転することにより、安全性とともにどこまでも正確なコントロールを可能にした。
独創の形態は機能上の必然から生まれただけに、毛の根元へのフィット感は抜群だ。
しかも手ブレをなくした設計だから操作がすこぶる簡単。
どこで切っても、あくまでもナチュラルな切り口が得られる。
ANDROID…これからの時代を予言するもの。
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注文書 必要事項をご記入の上、FAXまたはご郵送にてお申込みください。

株式会社
HIKARI Corporation

東京本社／〒173-0034　東京都板橋区幸町25-8
TEL:03－3973－1626　FAX:03－3956－1869

ア
フ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

注
文
書

疑問・質問もご遠慮なく…
加工依頼品送付先

ご記入日

フリガナ

お名前

ご住所 （ ご自宅 ・ 勤務先 ） 〒　　　　 　ー

年　　　　 　月　　　 　　日 製品名

TEL
（ケイタイ可）

ご自宅

勤務先

シザーズに刻印され
ている3桁の番号（　　　 　　　　　 ）

H I K A R I
A F T E R  C E N T E R  &  W O R L D  N E T W O R K

北海道営業所

新潟工場

東京工場
東京本社

アフターセンター・群馬

アフターセンター・沖縄

アフターセンター・北海道

アフターセンター・新潟

シザー工房・ヒカリ

アフターセンター・東京
アテリア光

大阪営業所 アフターセンター・名古屋

ご注意
●

●

●

●

●
●

当社へ送付頂く時は、必ず刃が開かないよう
処置し、固い箱等に入れてお送りください。
削ったり切ったりする加工に関しては、加工後
は旧状復帰できません。
加工の性質上、結果に関して客観性のない事
後の苦情はお受けできません。
商品のお受け取り後10日以内のクレームは、
無料で再作業致しますが、それ以上の保証は
出来ません。
価格は税別表記です。
送料は別途です。

指示内容

株式会社
HIKARI Corporation

新潟工場

H I K A R I
W O R L D  N E T W O R K

U.S.ATOKYO JAPAN

AUSTRALIA NEW ZEALAND

NORWAY

CROATIA KOREA

TAIWAN
HONG KONG

MALAYSIA
SINGAPORE
INDONESIA

CHINAGREECE

RUSSIASWEDEN

SWITZERLAND

アテリア光　表参道
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-25-1
原宿MOE 2F
TEL.03-3498-2321　　FAX.03-3498-2321

ヒカリ・アフターセンター・北海道
〒060-00３1　北海道札幌市中央区北1条東11丁目15
TEL.011-522-9034
ヒカリ・アフターセンター・新潟
〒950-0031　新潟県新潟市東区船江町1-27-65
TEL.025-275-5849
シザー工房・ヒカリ
〒959-1972　新潟県阿賀野市山倉新田73 
TEL.0250-63-8481
ヒカリ・アフターセンター・群馬
〒379-0124　群馬県安中市鷺宮1194
TEL.027-381-2385
ヒカリ・アフターセンター・東京
〒173-0034　東京都板橋区幸町25-8
TEL.03-3973-1686
ヒカリ・アフターセンター・名古屋
〒453-0856　愛知県名古屋市中村区並木2-138
TEL.052-411-0668
ヒカリ・アフターセンター・沖縄
〒904-1300　沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座1230-2
TEL.0989-68-7367
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注文書 必要事項をご記入の上、FAXまたはご郵送にてお申込みください。

株式会社
HIKARI Corporation

東京本社／〒173-0034　東京都板橋区幸町25-8
TEL:03－3973－1626　FAX:03－3956－1869

ア
フ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

注
文
書

疑問・質問もご遠慮なく…
加工依頼品送付先

ご記入日

フリガナ

お名前

ご住所 （ ご自宅 ・ 勤務先 ） 〒　　　　 　ー

年　　　　 　月　　　 　　日 製品名

TEL
（ケイタイ可）

ご自宅

勤務先

シザーズに刻印され
ている3桁の番号（　　　 　　　　　 ）

H I K A R I
A F T E R  C E N T E R  &  W O R L D  N E T W O R K

北海道営業所

新潟工場

東京工場
東京本社

アフターセンター・群馬

アフターセンター・沖縄

アフターセンター・北海道

アフターセンター・新潟

シザー工房・ヒカリ

アフターセンター・東京
アテリア光

大阪営業所 アフターセンター・名古屋

ご注意
●

●

●

●

●
●

当社へ送付頂く時は、必ず刃が開かないよう
処置し、固い箱等に入れてお送りください。
削ったり切ったりする加工に関しては、加工後
は旧状復帰できません。
加工の性質上、結果に関して客観性のない事
後の苦情はお受けできません。
商品のお受け取り後10日以内のクレームは、
無料で再作業致しますが、それ以上の保証は
出来ません。
価格は税別表記です。
送料は別途です。

指示内容

株式会社
HIKARI Corporation

新潟工場

H I K A R I
W O R L D  N E T W O R K

U.S.ATOKYO JAPAN

AUSTRALIA NEW ZEALAND

NORWAY

CROATIA KOREA

TAIWAN
HONG KONG

MALAYSIA
SINGAPORE
INDONESIA

CHINAGREECE

RUSSIASWEDEN

SWITZERLAND

アテリア光　表参道
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-25-1
原宿MOE 2F
TEL.03-3498-2321　　FAX.03-3498-2321

ヒカリ・アフターセンター・北海道
〒060-00３1　北海道札幌市中央区北1条東11丁目15
TEL.011-522-9034
ヒカリ・アフターセンター・新潟
〒950-0031　新潟県新潟市東区船江町1-27-65
TEL.025-275-5849
シザー工房・ヒカリ
〒959-1972　新潟県阿賀野市山倉新田73 
TEL.0250-63-8481
ヒカリ・アフターセンター・群馬
〒379-0124　群馬県安中市鷺宮1194
TEL.027-381-2385
ヒカリ・アフターセンター・東京
〒173-0034　東京都板橋区幸町25-8
TEL.03-3973-1686
ヒカリ・アフターセンター・名古屋
〒453-0856　愛知県名古屋市中村区並木2-138
TEL.052-411-0668
ヒカリ・アフターセンター・沖縄
〒904-1300　沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座1230-2
TEL.0989-68-7367

▼ ご希望の項目に をご記入ください

オ
リ
ジ
ナ
ル
加
工（
表
示
は
税
抜
価
格
で
す
）

ハサミ研磨・調整
L ￥4,000
S ￥3,500

ニッパー研摩 ￥3,500
光コンベックス加工 ￥4,000
ヒカリチュアルコーティング加工 ￥5,000
音出しヒットポイント ￥3,000

先端づめ
2mm以内 ￥2,000 つめる寸法は？
2.1mm以上 ￥6,500 約 mmつめる

先端を細く ￥2,000 先端の太さ mm

柄の長さを調整 1ヶ所につき ￥8,000 約 mm のばす 短くする

小指掛け取り ￥2,000 短くする場合 mmに

小指掛け付け ネジ式 ￥4,000 ネジ式のみ取り付け可能です

リング加工 1ヶ所につき ￥8,000
裏表紙の専用ゲージで選び下記アルファベットに○をしてください
動刃穴

静刃穴

ミネ厚を薄く ￥5,000
刃線直し ￥2,000
裏スキ ￥3,500
柄のパーツ交換 1ヶ所につき ￥8,000 交換するシザーズの品番

スキ率変更 ￥1,500 ％に下げる 5％きざみでご指示ください。
（％はあくまで目安の数字です）

ネームマーキング 1ヶ所につき ￥1,500
その他の加工（ご記入ください）

小
物
類（
表
示
は
税
抜
価
格
で
す
）

リング　￥100 ヒットポイント ￥250 小指掛け　￥500
ピ ン ク 個 ピ ン ク 個 ピ ン ク 個 メタル（平） 個 メタル（小）

レ ッ ド 個

ブ ル ー 個 ブ ル ー 個 ブ ル ー 個 メタル（丸） 個

グリーン 個 グリーン 個 グリーン 個 ゴールド（平） 個

ブラック 個 ブラック 個 ブラック 個 ゴールド（丸） 個

ク リ ア 個 ク リ ア 個 ク リ ア 個 メタル（小）
ブ ラ ッ ク 個

その他の小物類（ご記入ください）
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サ
イ
ズ

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
適
合

価
格
表

H I K A R I
S C I S S O R S
L i s t

サイズ・カラーカスタマイズ適合・価格表
分　類 通し

No 品 番 インチ リング ヒット
ポイント

小指
掛

各種
ネジ

（mm）

本体
価格（円）ページ

親指 薬指

FADER 1 F735 6.0 小 小 大 ― 4.0 90,000 20

Nina
COSMOS

2 115 5.5 大 ― 小 ― 4.0 83,000 22
3 116 6.0 大 ― 小 ― 4.0 89,000 22
4 715 5.8 大 大 大 ― 4.0 97,000 23
5 716 5.8 大 大 大 ― 4.0 97,000 23

S E V
COSMOS

6 S-5.5 5.5 大 小 大 ― 4.0 108,000 26
7 S-5.5M 5.5 小 小 大 ― 4.0 108,000 26
8 S-6.0 6.0 大 小 大 ― 4.0 110,000 27
9 S-6.0M 6.0 小 小 大 ― 4.0 110,000 27
10 S-6.5 6.5 大 小 大 ― 4.0 114,000 28
11 S-6.5M 6.5 小 小 大 ― 4.0 114,000 28
12 S-7.0 7.0 大 小 大 ― 4.0 118,000 29
13 S-7.0M 7.0 小 小 大 ― 4.0 118,000 29
14 S-21 6.0 大 小 大 ― 4.0 118,000 30
15 S-21M 6.0 小 小 大 ― 4.0 118,000 30
16 S-16 6.0 大 小 大 ― 4.0 118,000 31
17 S-16M 6.0 小 小 大 ― 4.0 118,000 31

R o i
COSMOS

18 921 5.8 小 小 小 ― 4.0 134,000 34
19 922 6.3 小 小 小 ― 4.0 142,000 34
20 927 6.0 小 小 小 ― 4.0 152,000 35
21 928 6.0 小 小 小 ― 4.0 152,000 35

5  S
COSMOS

22 107 5.0 小 小 小 ◯ コンパチ 79,000 38
23 108 5.5 小 小 小 ◯ コンパチ 85,000 39
24 109 6.0 小 小 小 ◯ コンパチ 91,000 39

STAR
COSMOS

25 123 5.5 大 ― 大 ― 3.5 74,000 40
26 125 6.0 大 小 大 ― 4.0 80,000 40

R A Y
COSMOS

27 130 6.5 大 小 大 ― 自在 90,000 41
28 131 6.8 大 小 大 ― 4.0 88,000 41
29 131-S 6.8 大 小 大 ― 4.0 88,000 42
30 132 7.0 大 小 大 ― 4.0 92,000 43
31 133 7.0 大 小 大 ― 自在 100,000 43

N E O
COSMOS

32 141 5.5 大 ― 大 ― 3.5 74,000 44
33 142 5.75 大 ― 大 ― 4.0 80,000 45
34 143 6.0 大 ― 大 ― 4.0 80,000 45
35 144 6.5 大 ― 大 ― 4.0 88,000 46
36 145 6.75 大 ― 大 ― 4.0 88,000 46

BEAM
COSMOS

37 161 5.5 中 小 小 ◯ 3.5 88,000 47
38 162 6.0 中 小 小 ◯ 3.5 93,000 48

Stella
COSMOS

39 802 6.0 大 ― 小 ― 4.0 92,000 50
40 803 6.4 大 ― 小 ― 4.0 98,000 51

G i R
COSMOS

41 GiR-01 5.5 小 小 小 ◯ コンパチ 89,000 52
42 GiR-02 5.75 小 小 小 ◯ コンパチ 92,000 53

5STAR
COSMOS

43 153 6.0 大 小 大 ― 自在 122,000 54
44 154 7.0 大 小 大 ― 自在 126,000 54
45 155 6.0 大 ― 大 ― 自在 140,000 55
46 156 6.5 大 ― 大 ― 自在 146,000 56
47 157 7.0 大 ― 大 ― 自在 152,000 56

RYU
COSMOS

48 171 5.8 大 大 小 ― 4.0 168,000 57
49 172 6.3 大 大 小 ― 4.0 177,000 57

B-DRY
COSMOS

50 163 5.6 中 小 小 ◯ 4.0 98,000 58
51 164 6.1 中 小 小 ◯ 4.0 105,000 59

c-evo
52 760 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 107,000 60
53 761 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 107,000 60
54 762 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 107,000 61

C-Texturizer 55 727 6.0 大 ― 大 ― 4.0 101,000 62
56 729 6.0 大 ― 大 ― 4.0 101,000 63

分　類 通し
No 品 番 インチ リング ヒット

ポイント
小指
掛

各種
ネジ

（mm）

本体
価格（円）ページ

親指 薬指

Koryu 57 505 5.5 大 ― 大 ― 3.5 63,000 66
58 507 6.0 大 ― 大 ― 4.0 69,000 66

GENJI

59 522 5.0 小 小 小 ◯ 3.5 39,000 67
60 523 5.25 小 小 小 ◯ 3.5 43,000 68
61 524 5.5 小 小 小 ◯ 4.0 48,000 68
62 525 5.75 小 小 小 ◯ 4.0 53,000 69
63 526 6.0 小 小 小 ◯ 4.0 58,000 69

BLAZE

64 571 5.5 大 ― 大 ― 自在 45,000 70
65 572 6.0 大 ― 大 ― 自在 47,000 70
66 573 6.5 大 ― 大 ― 自在 49,000 71
67 574 7.0 大 ― 大 ― 自在 51,000 71

Little Star 68 585 5.5 中 中 小 ◯ 4.0 40,000 72
69 586 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 44,000 72

Lucis 70 745 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 75,000 74
71 746 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 75,000 74

Angel
A・B

72 A771 6.0 小 小 小 ◯ 4.0 94,000 75
73 A772 6.0 小 小 小 ◯ 4.0 94,000 76
74 A773 6.0 小 小 小 ◯ 4.0 94,000 76
75 B775 6.0 中 小 小 ◯ 4.0 94,000 77
76 B776 6.0 中 小 小 ◯ 4.0 94,000 78
77 B777 6.0 中 小 小 ◯ 4.0 94,000 78

TRENDY
Ⅲ

78 732 6.0 大 小 大 ― 4.0 63,000 79
79 734 6.0 大 小 大 ― 4.0 63,000 79

TRENDY
Ⅳ

80 741 5.75 小 小 小 ◯ 3.5 60,000 80
81 742 5.75 小 小 小 ◯ 3.5 60,000 80
82 743 6.0 小 小 小 ◯ 4.0 63,000 81
83 744 6.0 小 小 小 ◯ 4.0 63,000 81

THINNING 84 721 6.0 大 小 大 ― 4.0 63,000 82
85 724 6.0 大 小 大 ― 4.0 63,000 82

Nina
LEFTY

86 L115 5.5 大 ― 小 ― 4.0 107,000 90
87 L116 6.0 大 ― 小 ― 4.0 113,000 90
88 L715 5.8 大 大 大 ― 4.0 121,000 91
89 L716 5.8 大 大 大 ― 4.0 121,000 91

Koryu
LEFTY

90 L505 5.5 大 ― 大 ― 3.5 84,000 92
91 L507 6.0 大 ― 大 ― 4.0 89,000 92

B-DRY
LEFTY

92 L163 5.6 中 小 小 ◯ 4.0 123,000 93
93 L164 6.1 中 小 小 ◯ 4.0 131,000 93

HIKARI
LEFTY

94 601 5.0 小 小 小 ― 3.5 44,000 94
95 602 5.5 小 小 小 ― 3.5 51,000 95
96 603 6.0 小 小 小 ― 4.0 58,000 95
97 604 5.5 大 小 大 ― 4.0 54,000 96
98 605 6.0 大 小 大 ― 4.0 61,000 96
99 606 6.5 大 小 大 ― 4.0 73,000 97
100 607 7.0 大 小 大 ― 4.0 80,000 97
101 L6032 6.0 大 小 大 ― 4.0 73,000 98
102 LT-37 5.75 小 小 小 ◯ 3.5 81,000 99

c-evo
LEFTY

103 L760 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 131,000 100
104 L761 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 131,000 100
105 L762 6.0 中 中 小 ◯ 4.0 131,000 101

CROSS 106 ― ― ― ― ― ― ― 120,000 104
ANDROID 107 ― ― ― ― ― ― ― 100,000 105
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ヒカリ様総合カタログ　表2-表3

0
cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
cm

指を入れる際には、穴の周りの紙部分で
指を切らないようにご注意下さい。

最適リングサイズの測り方

！

静刃　　　薬指リング環指

薬指の第二間接の手前でトンと止まるところで
測ってください。（少々ゆるめに）

親指の爪の部分で測ってください。

動刃　　　親指リング拇指

右のサンプル穴に指を通すことでリングサイズを測ることができます。
リング加工の際に、サイズをアルファベット（A～I）でご指定下さい。

0
inch

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 
inch

「手造り」だから実現できる ヒカリシザーズの理想的な「曲線構造」。

どこまでが「手造り」なのか ヒカリシザーズはすべての面・ラインが

丸みを帯びた曲線によって構成されています。

これが職人による「手造り」の証拠。

16×14mm○

20×18mm○

25×23mm○

23×21mm○

22×20mm○

I

G

F

B

D

E

26×24mm○
A

24×22mm○
C

17×15mm○
H

18×16mm○

コンピュータを凌ぐ　　　 の技
プロのための切れ味を光コンベックスで実現
あくまでも鋭く、しかも理想の刃角度

（注）掲載商品の写真はほぼ実物大ですが写真としての限界と本製品は一丁毎の手工品であるために、同品番の製品であっても色・細部のデザイン・寸法等、実物と異なる場合がございます。よって、本カタログと実物の相違を理由とする返品や交換はお受けできません。
また、商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



指を入れる際には、穴の周りの紙部分で指を切らないようにご注意下さい。

東京本社
〒173-0034　東京都板橋区幸町25-8
TEL.（03）3973-1626　　FAX.（03）3956-1869
大阪営業所
〒558-0004　大阪市住吉区長居東3ｰ15ｰ26  住吉ニューライフ1F5号
TEL.（06）-6625-8560　　FAX.（06）-6625-8561
札幌営業所
〒003-0002　北海道札幌市白石区東札幌二条5-３-１ 村定ビル203号
TEL.（011）827-9033　　FAX.（011）827-9034
東京工場
〒173-0034　東京都板橋区幸町25-8
TEL.（03）3972-8190　　FAX.（03）3972-4927
新潟工場
〒959-1945　新潟県阿賀野市上山屋387-1
TEL.（0250）62-7710　　FAX.（0250）63-2062
アテリア光 表参道
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-25-1 原宿MOE 2F
TEL.（03）3498-2321　　FAX.（03）3498-2321

株式会社
HIKARI Corporation

ヒカリ・アフターセンター・東京
〒173-0034　東京都板橋区幸町 25-8
TEL.03-3973-1686
アフターセンター北海道
〒060-0031　北海道札幌市中央区北1条東11丁目15
TEL011-522-9034
ヒカリ・アフターセンター・新潟
〒950-0031　新潟県新潟市東区船江町1-27-65
TEL.025-275-5849
ヒカリ・アフターセンター・群馬
〒379-0124　群馬県安中市鷺宮1194
TEL.027-381-2385
ヒカリ・アフターセンター・名古屋
〒453-0856　愛知県名古屋市中村区並木2-138
TEL.052-411-0668
ヒカリ・アフターセンター・沖縄
〒904-1300　沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座1230-2
TEL.0989-68-7367
シザー工房・ヒカリ
〒959-1972　新潟県阿賀野市山倉新田73
TEL.0250-63-8481

！

HP
ヒカリ

TAIWAN
U.S.A
CROATIA
NORWAY
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F735
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