
2013/9/30

スーパー幅広ブローブラシで短時間スタイリングが可能

　　　　　　　　（アリューア）シリーズ　マイナスイオン付カーリングドライヤーを発売

株式会社 泉精器製作所　経営企画部　商品企画課

◆

◆

※1　当社調べ。

※2　当社従来機種CD-M240/CD-M230との比較　当社調べ。

※3　ミドルロールブラシはCD-TM63のみ付属。

⼀般のお客様 　お問い合わせ電話番号　0263-86-5311（受付9時-17時　⽉〜⾦曜⽇/祝⽇・弊社休業⽇を除く）

本件に関するお問い合わせ先

マイナスイオン付カーリングドライヤー

CD-TM53

発売日

50,000台

希望小売価格

（税込）

報道関係者様　お問い合わせ電話番号　0263-58-4222（受付9時-17時　⽉〜⾦曜⽇/祝⽇・弊社休業⽇を除く）

ホームページURL：　http://www.izumi-products.co.jp/

色

品名

品番

マイナスイオン付カーリングドライヤー＜ロールブラシ付＞

CD-TM63

-P（ピンク）　-V（バイオレット） -P（ピンク）　-W（ホワイト）

1.　ブラシ幅が130%に拡大（※2）（ブラシ幅：65.5mm）したスーパー幅広ブローブラシでスピーディーなスタイリングが可能。

2.　髪を巻きつけやすいクリップ付ミドルロールブラシ（※3）でカールヘアも思いのまま。

3.　内部構造の最適化によりスリム本体（持ち手最大部直径45mm）を実現。

4.　ブラシには抗菌剤：Ag+（銀イオン）配合。雑菌の繁殖を抑えます。

5.　ブローブラシ部がワンタッチで取り外せるのでお手入れしやすい。

新商品概要

本製品はブラシ幅が130%に拡大した(※2)スーパー幅広ブローブラシを搭載し乾燥性能を向上させ、よりスピーディーなスタイリングが可能

になりました。ミドルロールブラシ(※3)はクリップ付なので髪を捉えやすくカールヘアにも最適です。また、内部構造を最適化しスリム本体（持

ち手最大部直径45mm）を実現し握りやすさにもこだわりました。さらに、ブラシには抗菌剤：Ag+（銀イオン）を配合し雑菌の繁殖を

抑えられ、スーパー幅広ブローブラシはブラシ部がワンタッチで取り外せ水洗い可能なのでブラシを清潔な状態で保てます。

当社は、本製品により「手早くスタイリングしたい」お客様のニーズにお応えします。

オープン価格

2013年10⽉上旬

70,000台

2012年度のカーリングドライヤーの国内需要は約200万台と推定され(※1)、2013年度も市場規模は堅調に維持されると予想されます

(※1)。毎⽇のスタイリングには「⼿早さ」を望む声が多く、よりスタイリングの⼿間を省くためカーリングドライヤーだけで髪を乾かせるよう「乾か

しやすさ」を求める声もあります。

年産目標台数

株式会社泉精器製作所（代表取締役社⻑　志摩　寿⼀郎）は、「Allure（アリューア）シリーズ」マイナスイオン付カーリングドライ

ヤー：CD-TM63、CD-TM53を2013年10⽉より発売致します。

CD-TM63-P
（ピンク）

CD-TM53-P
（ピンク）

CD-TM63-V
（バイオレット）

CD-TM53-W
（ホワイト）



商品特⻑の詳細

2. 髪を捉えやすいクリップ付ミドルロールブラシ（※3）でカールヘアも思いのまま

ミドルロールブラシには髪を挟むクリップが付いているのでカールアイロン感覚で髪を巻きつけられ、ブラシに髪を巻きつけた状
態をキープできます。

1. スーパー幅広ブローブラシで短時間スタイリングが可能

ブラシ幅が130%に拡大（※2）（ブラシ幅：65.5mm）したスーパー幅広ブローブラシは高温の温風範囲が広がり、
よりスピーディーな乾燥が可能になりました。

5. ブラシ部を取り外して水洗い可能

ブラシ部がワンタッチで取り外せ外側・内側ともに水洗い可能。気になるブラシの
汚れも臭いもきれいに洗い流せます。

3. スリム本体 直径45mm

内部構造の最適化によりスリム本体（持ち手最大部直径：45mm）を実現しました。

4. 抗菌剤：Ag+（銀イオン）配合 ブラシで雑菌の繁殖を抑制

抗菌剤：Ag+（銀イオン）をブラシ部に配合。雑菌の繁殖を抑えます。

80℃以上の温風温
度範囲

■ブラシの温風温度範囲■

使用イメージミドルロールブラシ

クリップ



以上

付属品

仕様一覧

本体寸法

（mm）

（幅/⻑さ･奥⾏/

高さ）

本体質量

Allure(アリューア)　シリーズ

品名

こちらに掲載されている情報は発表時点での情報です。商品の発売終了などにより、最新の情報と異なる可能性がございますので、あらか

じめご了承ください。

電源

消費電⼒

温風温度

電源コード⻑

◆スーパー幅広ブローブラシ

◆ミドルロールブラシ（カール径28mm）
◆スーパー幅広ブローブラシ

AC100V

650W (hot時)

hot（約110℃）/care（約70℃）※4

4段階（hot/care/cool/off）

約1.9ｍ

○

約53×66×339（スーパー幅広ブローブラシ含む）

約335g（スーパー幅広ブローブラシ含む）

-P（ピンク）　-W（ホワイト）

マイナスイオン

姿図

色

スイッチ切替

マイナスイオン付カーリングドライヤー

CD-TM63 CD-TM53型番

-P（ピンク）　-V（バイオレット）

マイナスイオン付カーリングドライヤー＜ロールブラシ付＞

※4 温度は室温30℃時の目安です。



2013/9/30

ストレート＆カールヘアスタイルが可能　最⾼温度200℃　濡れ髪（※2）にも使える

　　　　　（アリューア／アリューア ローザ）シリーズ　ストレート＆カール　ヘアーアイロンを発売

株式会社 泉精器製作所　経営企画部　商品企画課

◆

◆

ホームページURL：　http://www.izumi-products.co.jp/

Allure rosa（アリューア ローザ）

-P（ピンク）

◇◆　HI-GW83、HI-GW63　に共通の機能　◆◇

1.　Wet&Dry機能で濡れ髪（タオルドライ後の髪(※2)）にも使用可能。

2.　最⾼温度200℃設定（温度調節11段階　[100〜200℃]）で短時間スタイリング＆スタイリング⻑持ち。

3.　外側カールヘッドでストレートはもちろん、カールヘアも作れる。

4.　プレートが上下左右にスムーズに動く「よくばりクッションプレート」でカールセット時の髪すべりなめらか。

　　また、クッションの働きにより、髪をプレスする際の⼒の⼊れ過ぎによるダメージを軽減。

◇◆　HI-GW83　のみの機能　◆◇

5.　カールアタッチメント付で1台で4種類（ストレート＆3種類のカールヘア）のヘアースタイルが可能。

6.　マイナスイオン機能搭載。

新商品概要

当社は、本製品により「手早くスタイリングしたい」「多彩なスタイリングを実現したい」お客様のニーズにお応えします。

オープン価格

2Wayストレートアイロン

HI-GW63

発売日

30,000台

希望小売価格

（税込）

色 -P（ピンク）

2013年10⽉中旬 2013年10⽉上旬

品名

品番

マイナスイオン付マルチヘアーアイロン＜4Way＞

HI-GW83

ブランド名 Alllure（アリューア）

70,000台

2012年度のヘアーアイロンの国内需要は約300万台と推定され(※1)、2013年度も市場規模は堅調に維持されると予想されます(※

1)。毎日のスタイリングに欠かせないヘアーアイロンには「手早いスタイリング性」を望む声が多く、また、「多様なスタイリング」を実現するための

機能を重視する声もあります。

年産目標台数

株式会社泉精器製作所（代表取締役社⻑　志摩　寿⼀郎）は、「Allure/Allure rosa（アリューア／アリューア ローザ）シリーズ」マイ

ナスイオン付マルチヘアーアイロン：HI-GW83、ストレートアイロン：HI-GW63を2013年10⽉より発売致します。

※1　当社調べ。

※2　タオルで髪の水分を軽く拭き取った状態を指します。

⼀般のお客様 　お問い合わせ電話番号　0263-86-5311（受付9時-17時　⽉〜⾦曜⽇/祝⽇・弊社休業⽇を除く）

本件に関するお問い合わせ先

報道関係者様　お問い合わせ電話番号　0263-58-4222（受付9時-17時　⽉〜⾦曜⽇/祝⽇・弊社休業⽇を除く）

HI-GW83-P
（ピンク）

HI-GW63-P
（ピンク）



商品特⻑の詳細

2. マイナスイオン機能搭載 [HI-GW83のみ]

マイナスイオンでやさしくスタイリングできます。

1. 1台で4種類（ストレート＆3種類のカールヘア）のスタイルが可能 [HI-GW83のみ]

本体と2種類のアタッチメントを取り替えることで1台で4種類のヘアースタイルが可能に。
ファッションやシーンに合わせて手軽に好みのヘアースタイルが楽しめます。

5. 1台でストレートはもちろんカールヘアも可能に [HI-GW83/HI-GW63]

ストレートはもちろん、髪の⽑をヘッド外側のカール形状に沿って巻きつけ、プレートを滑らせることでカールヘアも作れます。

3. 濡れ髪（タオルドライ後の髪(※2)）にも使える Wet & Dry [HI-GW83/HI-GW63]

タオルドライ後の髪(※2)にも使用でき、忙しい朝でも短時間スタイリングが可能に。

4. 最⾼温度200℃で⼿早くスタイリング＆スタイリング⻑持ち [HI-GW83/HI-GW63]

本格派な高温：200℃を実現。くせづけしやすい⾼温設定で短時間スタイリング＆スタイリング⻑持ち。
また、温度を10℃刻みで調節できる（100〜200℃の間）ので髪の状態に合わせて温度を設定できます。

ストレート(※3)

（本体プレート）

Φ25mmカール(※3)

（本体外側カールヘッド） （カールアタッチメント32mm）

Φ32mmカール Φ38mmカール

（カールアタッチメント38mm）

イメージ図

外側カールヘッド 完成イメージ１．プレートに髪をはさむ ２．半回転させる ３．⽑先に向かって滑らせる

6. 上下左右に動く「よくばりクッションプレート」搭載でスムーズなヘアスタイリング [HI-GW83/HI-GW63]

プレートが上下左右に動くことで、髪の絡まりを避けながら動き、カールスタイリングの
際にプレートが髪にひっかかるストレスを軽減。スムーズなプレートの動きでよりスタイ
リングが快適になります。
また、また、クッションの働きにより、髪をプレスする際の⼒の⼊れ過ぎによるダメージを

軽減します。

イメージ図

※3 HI-GW83/HI-GW63とも共通



以上

こちらに掲載されている情報は発表時点での情報です。商品の発売終了などにより、最新の情報と異なる可能性がございますので、あらか

じめご了承ください。

電源

消費電⼒

プレート温度

電源コード⻑

◆カールアタッチメント32mm

◆カールアタッチメント38mm

約357g

ー

約36.5×266×38

マイナスイオン ○ ー

0.1-450W (最小値－最大値) ※4

本体開閉ロック

プレートサイズ 幅31.5 x ⻑105 mm

付属品

仕様一覧

本体寸法

（mm）

（幅/⻑さ/⾼さ）

本体質量 約368g（アタッチメントを除く）

-P（ピンク）

マイナスイオン付マルチヘアーアイロン＜4Way＞ 2Wayストレートアイロン

Allure(アリューア)　シリーズ Allure rosa(アリューア ローザ)　シリーズ

温度表⽰

幅30 x ⻑90 mm

ストレート/カール25mm/カール32mm/カール38mm ストレート/カール25mm

約39×281×40（アタッチメントを除く）

型番

約1.8ｍ

液晶温度表⽰

○

-P（ピンク）

姿図

色

0.1-550W  (最小値－最大値) ※4

アレンジパターン

AC100-120V（⾃動電圧切替付、⼀部海外対応）

ウォームアップ 約30秒（120℃到達） ※5 約40秒（120℃到達） ※5

品名

HI-GW83 HI-GW63

100-200℃（温度調節11段階） ※5

※4 消費電⼒は温度制御のため変動します。

※5 温度、ウォームアップ時間は室温30℃時の目安です。



2013/9/30

髪をいたわりながらしっかり乾かせる 8スポットの広範囲マイナスイオン、⼤風量1.5㎥/分

　　　　　　　　（アリューア）シリーズ　マイナスイオン付⼤風量ヘアードライヤーを発売

株式会社 泉精器製作所　経営企画部　商品企画課

◆

◆

ホームページURL：　http://www.izumi-products.co.jp/
　

色

2012年度のドライヤーの国内需要は約600万台と推定され(※1)、2013年度も市場規模は堅調に維持されると予想されます(※1)。

毎⽇の髪の乾燥に⽋かせないドライヤーには「速乾性」を望む声が多く、また、「髪へのダメージ」を不安に思う声も多くあります。

年産目標台数

株式会社泉精器製作所（代表取締役社⻑　志摩　寿⼀郎）は、「Allure（アリューア）シリーズ」マイナスイオン付ヘアードライヤー：

DR-RM73を2013年11⽉より発売致します。

※1　当社調べ。

※2　当社従来機種DR-330（ノズルを除く）「61dB」との比較　当社調べ。

⼀般のお客様 　お問い合わせ電話番号　0263-86-5311（受付9時-17時　⽉〜⾦曜⽇/祝⽇・弊社休業⽇を除く）

本件に関するお問い合わせ先

-A（ブルー）　-P（ピンク）　-W（ホワイト）

45,000台

発売日

希望小売価格

（税込）

1.　⼤風量1.5㎥/分（turbo on時）を実現。

2.　マイナスイオンが8箇所から発生し広範囲にマイナスイオンが届く。

3.　髪をいたわりながら乾かせる、ヘアケアモード（低温風：約70℃）に切り替え可能。

4.　気になる騒音を抑えた低騒音化（※2）約58dB（turbo off時）を実現。

新商品概要

本製品は髪をしっかり乾かせる⼤風量1.5㎥/分（turbo on時）を実現しました。また、8箇所からマイナスイオンが発生し広範囲にマイナ

スイオンが届きます。更に、低温風（約70℃）のヘアケアモードを搭載し髪をいたわりながら乾かすことができます。また、騒⾳が気になる夜

中や早朝に最適な低騒音化（約58dB、turbo off時）（※2）を実現しました。

当社は、本製品により「髪を早く乾かす」ことを望みながらも「髪へのダメージ」を心配するお客様のニーズにお応えします。

オープン価格

2013年11⽉上旬

報道関係者様　お問い合わせ電話番号　0263-58-4222（受付9時-17時　⽉〜⾦曜⽇/祝⽇・弊社休業⽇を除く）

品名

品番

マイナスイオン付ヘアードライヤー

DR-RM73

DR-RM73-A
（ブルー）

DR-RM73-P
（ピンク）

DR-RM73-W
（ホワイト）



　

以上

商品特⻑の詳細

仕様一覧

Allure(アリューア)　シリーズ

姿図

品名 マイナスイオン付ヘアードライヤー

型番 DR-RM73

色 -A（ブルー）　-P（ピンク）　-W（ホワイト）

電源 AC100V

消費電⼒ 1200W (dry＋turbo時)

温風温度 dry（約110℃）/hair care（約70℃）※3

スイッチ切替 4段階（dry/hair care/cool/off） / ターボ切替付(turbo on/off)
電源コード⻑ 約1.8ｍ
マイナスイオン ○（広範囲8スポット）

付属品 ノズル

こちらに掲載されている情報は発表時点での情報です。商品の発売終了などにより、最新の情報と異なる可能性がございますので、あらか

じめご了承ください。

低騒音化 ○（約58dB）

本体寸法

（mm）

（幅/奥⾏/⾼さ）

約209×84×217（ノズルを含む）

本体質量 約525g（ノズルを含む）

2. 広範囲マイナスイオン（マイナスイオンが8箇所から発生）

8箇所からマイナスイオンが発生し、より広範囲にマイナスイオンが届きます。

1. ⼤風量1.5㎥/分を実現

髪をしっかり乾かせる⼤風量1.5㎥/分（turbo on時）を実現しました。

3. 髪をいたわるヘアケアモード（低温風：約70℃）を搭載

髪の傷みや過乾燥が気になるときに最適なヘアケアモード（低温風：約70℃）を搭載。
低温風でマイルドに乾かせます。

4. 気になる騒音を抑えた低騒音化 約58dB

騒音が気になる夜中や早朝に最適な低騒音化（※2）約58dB（turbo off時）を実現しました。

※3 温度は室温30℃時の目安です。

イメージ図



2013/9/30

コンパクトサイズで携帯に便利なヘアーアイロン

　　　　　（アリューア ローザ）シリーズ　ストレート＆カール　コンパクトヘアーアイロンを発売

株式会社 泉精器製作所　経営企画部　商品企画課

◆

◆

1.　コンパクトサイズ：⻑さ17.5cm、重さ184gなので持ち運びに便利。使⽤後は付属の耐熱ポーチに⼊れてバッグに収納できる。

2.　プレート最⾼温度170℃を実現。

3.　外側カールヘッドでストレートはもちろん、カールヘアも実現。

4.　プレートが上下左右にスムーズに動く「よくばりクッションプレート」でカールセット時の髪すべりなめらか。

　　また、クッションの働きにより、髪をプレスする際の⼒の⼊れ過ぎによるダメージを軽減。

新商品概要

当社は、本製品により「外出先でもヘアセットしたい」お客様のニーズにお応えします。

オープン価格

2013年10⽉上旬

-P（ピンク）　-V（バイオレット）　

30,000台

本製品はバッグに⼊れて携帯しやすいコンパクトサイズ：⻑さ17.5㎝を実現。使⽤後すぐに携帯しやすいように耐熱ポーチも付けました。

更に、コンパクトサイズながらも本格派なプレート温度170℃なので忙しい時でも⼿早くスタイリングできます。また、本体外側カールヘッドを

利⽤することでストレートヘアーだけでなく、カールヘアーもセットできます。

品名

品番

コンパクトストレートアイロン＜ストレート＆カール＞

HI-GW43

発売日

希望小売価格

（税込）

報道関係者様　お問い合わせ電話番号　0263-58-4222（受付9時-17時　⽉〜⾦曜⽇/祝⽇・弊社休業⽇を除く）

ホームページURL：　http://www.izumi-products.co.jp/

色

2012年度のヘアーアイロンの国内需要は約300万台と推定され(※1)、2013年度も市場規模は堅調に維持されると予想されます(※

1)。ヘアスタイリングに⽋かせないヘアーアイロンは外出先や旅⾏先でも使いたいというニーズが多く、ヘアーアイロンに携帯性を望む⼥性は

約57%（※1）にのぼります。

年産目標台数

株式会社泉精器製作所（代表取締役社⻑　志摩　寿⼀郎）は、「Allure rosa（アリューア ローザ）シリーズ」コンパクトストレートアイ

ロン：HI-GW43を2013年10⽉より発売致します。

※1　当社調べ。

⼀般のお客様 　お問い合わせ電話番号　0263-86-5311（受付9時-17時　⽉〜⾦曜⽇/祝⽇・弊社休業⽇を除く）

本件に関するお問い合わせ先

HI-GW43-P
（ピンク）

HI-GW43-V
（バイオレット）



以上

こちらに掲載されている情報は発表時点での情報です。商品の発売終了などにより、最新の情報と異なる可能性がございますので、あらか

じめご了承ください。

本体寸法

（mm）

（幅/⻑さ/⾼さ）

約23×175×28

本体質量 約184g

付属品 耐熱ポーチ

消費電⼒ 20W

プレート温度 170℃ ※2

電源コード⻑ 約1.8ｍ

ウォームアップ 約60秒（120℃到達） ※2

型番 HI-GW43

色 -P（ピンク）　-V（バイオレット）

電源 AC100

仕様一覧

Allure rosa(アリューア ローザ)　シリーズ

姿図

品名 コンパクトストレートアイロン＜ストレート＆カール＞

商品特⻑の詳細

2. プレート最⾼温度170℃

プレート最⾼温度170℃なので忙しい時でも手早くスタイリングできます。

1. 持ち運びに便利なコンパクトサイズ、携帯に便利な耐熱ポーチ付

⻑さ 約17.5cm、重量 約184ｇで持ち運びに便利なサイズを実現。
使用後は付属の耐熱ポーチに入れてバッグに収納できます。

3. 1台でストレートはもちろんカールヘアも可能に

ストレートはもちろん、髪の⽑をヘッド外側のカール形状に沿って巻きつけ、プレートを滑らせることでカールヘアも作れます。

完成イメージ

4. 上下左右に動く「よくばりクッションプレート」搭載でスムーズなヘアスタイリング

プレートが上下左右に動くことで、髪の絡まりを避けながら動き、カール

スタイリングの際にプレートが髪にひっかかるストレスを軽減。

スムーズなプレートの動きでよりスタイリングが快適になります。

また、クッションの働きにより、髪をプレスする際の⼒の⼊れ過ぎによる
ダメージを軽減します。

外側カールヘッド １．プレートに髪をはさむ ２．半回転させる ３．⽑先に向かって滑らせる

※2 温度、ウォームアップ時間は室温30℃時の目安です。

イメージ図


