
information

木製ワゴン （N2）  と同じ色
展開なので、  サロンの雰囲
気に合わせてそろえること
ができます。

D710（片面鏡自立タイプ）
Size：W680×H1700
　　   ×D400 ㎜
鏡 Size：W600×H900 ㎜
オイルステン仕上げ
（壁面固定金具付）

希望小売価格

￥98,000（税別）

希望小売価格（※）
Base：アヴァンセⅢ

￥78,000

Base：コリーヌ
希望小売価格（※）

￥103,000
希望小売価格（※）
Base：パッソ（M）

￥103,000

Base：ハイセルブ Lo5NB
希望小売価格（※）

￥136,000
（※全てセット価格です。）

FINEⅡ
ファインⅡ

MIREANNE JOLI（N）
ミレーヌ・ジョリ（N）

キャラメル ナチュラルブラウン アッシュホワイト
対応ベースは他にもございます。
詳しくは弊社担当までお問合せください。

NEWS

ロングロッド　φ18（6 本セット）

希望小売価格 ￥19,000
ロングロッド　φ20（6 本セット）

希望小売価格 ￥19,000

ロングロッド　φ22（6 本セット）

希望小売価格 ￥21,000
ロングロッド　φ24（6 本セット）

希望小売価格 ￥21,000

ロッド　φ22（6 本セット）

希望小売価格 ￥17,000

ロッド　φ24（6 本セット）

希望小売価格 ￥17,000
ロッド　φ26（6 本セット）

希望小売価格 ￥17,000
ロッド　φ28（6 本セット）

希望小売価格 ￥18,000

ロッド　φ30（6 本セット）

希望小売価格 ￥19,000

ロッド　φ12（6 本セット）

希望小売価格 ￥11,000
ロッド　φ14（6 本セット）

希望小売価格 ￥12,000
ロッド　φ16（6 本セット）

希望小売価格 ￥13,000

ロッド　φ18（6 本セット）

希望小売価格 ￥14,000
ロッド　φ20（6 本セット）

希望小売価格 ￥15,000

ODIS Pro 消耗品　新価格のご案内

ペーパー（写真上）

100 枚入り・6 ケース

希望小売価格 ￥2,400

プロテクトシート（写真下）

50 枚入り・3 ケース

希望小売価格 ￥7,500

ケーブル [４芯 ]

1 本

希望小売価格 ￥3,000

OOHIRO 2021 
SELECTION SALE
期間：2022年1月31日まで

伝統と進化が融合した操作性とデザイン性に優れる遠赤外線促進器

わくわくα（S）
スタンドタイプ
E757100
Size：W625×H1420
～ 1620×D790 ㎜
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
定格消費電力：850W
重量：約 12 ㎏（スタンド含む）
※本体のみは約 6.5 ㎏

（税別）

（税別）（※）

ミルキーホワイト（040）

￥160,000
希望小売価格 ￥216,000

（税別）（※）

（税別）

ロイヤルブラック（090）

希望小売価格

￥160,000
￥216,000

（税別）（※）

（税別）

シルキーシルバー（003）

希望小売価格

￥170,000
￥226,000

（ ※別途　組立廃棄引取費￥10,000）

（ ※別途　組立廃棄引取費￥10,000）
直送限定キャンペーン

ダブルヒーターシステム

２本のアーチ状のヒーターが頭部全体をやさ
しく包み込むようにスイングしますので、ト
ップから両サイド、ネープにいたるすみずみ
まで効率よく照射することで、頭部全体の温
度も均一になり、髪にやさしく化粧剤の浸透
もムラなく促進効果が得られます。

視認性に優れた高輝度 LED

従来品と比較し、約５倍の高輝度の LED を採
用。  （当社比） 施術中のお客様から離れた状況
でも高い視認性があり、 安心 ・ 安全です。

サーモグラフィー

各設定温度の温度分布図です。特に体温の低
いヘムラインに効率よく熱照射されています。
不快なじりじり感はなく、必要な部分に心地
よくやさしく照射します。

温度レベル１ 温度レベル３ 温度レベル５ 温度レベル６

全国お客様共通相談窓口

（受付時間 �：�� ～ ��：��　※土曜・日曜・祝日を除く）

https://oohiro.ws/株式会社　大廣製作所
理美容機器総合メーカー 取扱代理店

ODIS Pro（S）
スタンドタイプ
E774
Size：W530×H1300
～ 1490×D500 ㎜
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
定格消費電力：730W
重量：約 12.1 ㎏

希望小売価格 ￥362,000
（クールブラック /シルキーシルバー /
   パールホワイト）

希望小売価格 ￥367,000
（ライトパステルブルー /ミントグリーン /
   ハイパーメタリック）

希望小売価格 ￥298,000
（クールブラック /シルキーシルバー /
  パールホワイト）

希望小売価格 ￥303,000
（ライトパステルブルー /ミントグリーン /
  ハイパーメタリック）

40 本ロッドなしタイプ
（ケーブルは付いています）

ODIS Pro（T）
卓上タイプ
E775
Size：W420×H520×D360 ㎜
定格電圧：AC100V
定格周波数：50/60Hz
定格消費電力：730W
重量：約 10.3 ㎏（卓上ベース含む）

希望小売価格 ￥342,000
（クールブラック /シルキーシルバー /
  パールホワイト）

希望小売価格 ￥347,000
（ライトパステルブルー /ミントグリーン /
  ハイパーメタリック）

希望小売価格 ￥278,000
（クールブラック /シルキーシルバー /
   パールホワイト）

希望小売価格 ￥283,000
（ライトパステルブルー /ミントグリーン /
  ハイパーメタリック）

40 本ロッドなしタイプ
（ケーブルは付いています）



簡単にシャンプーへ移れるシートアークスライドシステム
（シートアップ機能）
洗髪しやすい位置・高さにシートを調節することができるため
お客様がくつろいだ状態で簡単にシャンプーへと移れます。

最大 35 ㎜ UP

IYASHI SR700αⅡ/ SR750α/ SR780α
２種類の SALE タイプからお選びいただけます。

A：本体割引サービス

B：レッグレスト収納オプションサービス

￥80,000 特別割引
※廃棄費 ￥4,000・搬入設置費 別途

リフレッサーサービス
※リフレッサー：足元用透明カバー

リフレッサーサービス
※リフレッサー：足元用透明カバー

※画像のマニュアルスイッチは旧タイプとなります。

オットマンの収納機能

お客様がさらに安心・安全に座
り降りがしていただけるレッグ
レスト収納機能。もちろん施術
中はレッグレストを伸ばし足元
までサポートします。

（税別）希望小売価格 ￥600,000
SR700αⅡ＆OVE Shell(N)

（税別）希望小売価格 ￥620,000
SR750α＆OVE Shell(N)

（税別）希望小売価格 ￥640,000
SR780α＆OVE Shell(N)

（税別）希望小売価格 ￥600,000
SR700αⅡ＆OVE 900(N)

（税別）希望小売価格 ￥620,000
SR750α＆OVE 900(N)

（税別）希望小売価格 ￥640,000
SR780α＆OVE 900(N)

（税別）希望小売価格 ￥680,000
SR700αⅡ＆OVE Shell(N)

（税別）希望小売価格 ￥700,000
SR750α＆OVE Shell(N)

（税別）希望小売価格 ￥720,000
SR780α＆OVE Shell(N)

（税別）希望小売価格 ￥680,000
SR700αⅡ＆OVE 900(N)

（税別）希望小売価格 ￥700,000
SR750α＆OVE 900(N)

（税別）希望小売価格 ￥720,000
SR780α＆OVE 900(N)

対象レザー色： ブラック　3904 ブラウン　3906 対象レザー色： ブラック　3904 ブラウン　3906

対象レザー色：
ダークグレー　4001

ブラウン　3309

DOLCE 11 1 (N2)

（税別）

（税別）

ドルチェ 111（N2）S

希望小売価格

￥220,000
￥270,000

（税別）

（税別）

ドルチェ 111（N2）S
シート UP 機能付き
希望小売価格

￥265,000
￥340,000

機能説明動画のご案内

※廃棄費 ￥4,000・搬入設置費 別途

※オプションでシートアップ機能を
　追加したときのみ

シートアップ
スイッチ (※)

シートダウン
スイッチ (※)

座上昇
スイッチ

座下降
スイッチ

背もたれ
上昇
スイッチ

背もたれ
下降
スイッチ

※別途　廃棄費￥3,000

※別途　廃棄費￥3,000

スタイリングチェア
ポンプタイプベース

ワンストップサービス
VELTERⅡ

ドルチェ 111（N2）

シャンプーボウル
OVE Shell(N)
OVE 900(N)

癒しシリーズ
シャンプーチェア


