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ABOUT US

����年にWhite on Whiteで始まり、ChrisChristensenが犬猫のための最初のトゥ
ルーカラー補正シャンプーを開発しました。
White on Whiteは、犬猫のヘアスタイルケアの進化の触媒でした。その後の勢いによ
り、ドッグショーやペットケアの世界でこれまでにない最高のグルーミング製品を提
供できるようになりました。
クリスとリサクリステンセンによって設立され所有されている同社は、テキサス州ダラ
スでの�台の車のガレージ事業としての小さな創業以来、着実に成長してきました。

現在���を超える製品を提供しており、常に新製品も開発し、製品ラインは毎年急速
に成長し続けています。

コア製品ラインには、オールブリード製品、コート固有の製品、集中的なコートトリー
トメント、効果的なクイックフィックス、カラーエンハンスメント、スタイリングソリュー
ション、手作りのブラシとグルーミング道具、最先端の製品など、さまざまな製品が含
まれています。

プロのペットサロン製品、最も静かなフォースドライヤー、耐久性のあるD-Fliteタック
ボックス。

これまで、すべての製品は商品化するまで、数え切れないほどのテスト、試行、および
プロトタイプにかけられてきました。

これからも、変わらぬ情熱で、最高品質の製品を追求して参ります。
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BATHE 

汚れを根こそぎ落とす下洗い用シャンプー

・全犬猫種用
・汚れやベタツキ、皮脂、残留物を酸性成分で分解
します
・シャンプー前の下洗いに用います
・被毛を傷める化学物質不使用
・フルーツ系の優しい香り（洗い流した後はほのか
に香ります）

目に優しい子犬・子猫向け低刺激シャンプー

・全犬猫種用
・パラベン、硫酸塩を含まない独自の製法で犬猫
の目を刺激しにくい低刺激シャンプー

・子犬、子猫等の繊細な被毛を優しく洗い上げます
・化学物質や石鹸成分不使用

被毛に自然の艶とハリをもたらすシャンプー

・全犬猫種用
・コロイド状オートミール配合の弱酸性シャンプー
・被毛本来の艶やしなやかさを引き出します
・被毛を傷める化学物質不使用

速乾性抜群スムーズな櫛通りのトリートメント

・長毛種/全犬猫種用
・余分なワックス成分や油分を残さずにコートに弾
力を与えます

・キューティクルを整え、モイスチャーバランスを整
えます
・被毛を傷める化学物質不使用

Chris Christensenのシャンプーとコンディショナーは、個々のコートの課題を解決するため一つ一つの問題に向き合い設計、開発された商

品です。私たちはお客様の声に耳を傾け、継続的にリサーチを行い、各犬猫種固有の課題に対する解決策を提供し続けています。

正しいブラッシングをすることでもつれをほぐし、Clean Startで根本からしっかりと汚れを取り除くこと、Day to Dayシリーズで敏感肌を落ち

着かせること、日々のこのようなコートケアによって皆さんの抱えている多くの問題の解決策が見えてくることでしょう。

Chris Christensenのシャンプーとコンディショナーは、米国テキサス州フェアフィールドにある自社の施設で製造されています。すべての製

品が 専門チームによって作られた高品質基準を満たした製品です。

汚れを根こそぎ落とす下洗い用シャンプー

デイトゥデイ モイスチャライジング シャンプー

アフターバス ファイナルリンス

シックンシッカー シャンプー

スペクトラム テン シャンプー　ソフト＆ドロップ コート

シルクのような滑らかで艶のあるストレート仕上
げ用シャンプー

★全犬猫種用
★被毛本来の艶や滑らかさを引き出しシルクのよ
うな輝きと感触に仕上げます
★パサつきを抑え、被毛のちぢれをコントロールし
ます
★被毛を傷める化学物質不使用

アイス オン アイス シャンプー

アルガンオイル配合ダメージヘア用シャンプー

「被毛の痛みが特に気になる犬猫用」
・全犬猫種用
・被毛の乾燥、痛み、もつれを解消しスムースなコ
ートに仕上げます

・被毛に艶とハリコシを与えます
・被毛を傷める化学物質不使用

スペクトラム ワン　シャンプー　コース&ラフ コート

ハリコシを与え正確なカットを実現するためのシ
ャンプー

★プードル、シュナウザー、テリア、ビションフリーゼ
等向け
★ハリやコシが無いコート向け
★被毛にハリやコシを与え立ち上がりやすく洗い
上げます
★気になる被毛のカールやボリュームを整えます
★被毛を傷める化学物質不使用
★弱酸性(ph�.�)

ハッピーアイズシャンプー PRO-GRO CONDITIONER

SHAMPOO

SPECIALTY 

 （SHAMPOO and CONDITIONERS）
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被毛に自然の艶とハリをもたらすコンディショナー

・全犬猫種用
・弱酸性
・被毛本来の艶やしなやかさを引き出します
・被毛を傷める化学物質不使用

気になる汚れを簡単にオフ！水のいらないシャンプー

・全犬猫種用
・水のいらない弱酸性シャンプー
・被毛を傷める化学物質不使用

ショー オフ

デイ トゥ デイ モイスチャライジング コンディショナー

スペクトラム ワン コース&ラフ コート コンディショナー

ハリのある巻き毛・ラフコートに仕上げるコンデ
ィショナー

（プードル・テリア・シュナウザー・粗目の立て毛
用）

・カールした被毛/コシやハリを保ちたい被毛/全
犬猫種用

・首周りの立て毛などを必要とする犬猫のために
・キューティクルに水分を加え被毛にハリ・コシ・
弾力をあたえます

・リンゴ酢成分による速乾性
・被毛を傷める化学物質不使用

オーシー マジック フォーム ノーリンス クリーナー

気になる汚れを簡単にオフ！泡タイプ水のいら
な

いシャンプー
★全犬猫種用
★水のいらない弱酸性シャンプー
★自然乾燥、拭き取りタイプ
★被毛を傷める化学物質不使用

アイス オン アイス コンディショナー

アルガンオイル配合ダメージヘア用コンディショナー
「被毛の痛みが特に気になる犬猫用」

・全犬猫種用
・保湿成分のアルガンオイルを配合
・被毛にうるおいと艶を与え痛みや絡まりをケア
・被毛を傷める化学物質不使用

ダイヤモンドシリーズ　セービング　グレース

オシッコによる汚れや臭い用クレンジングシャンプー

・全犬猫種用
・被毛の着色や悪臭の原因となるオシッコ汚れを優しく洗い上
げます

・静電気を予防し被毛のもつれを軽減します
・被毛を傷める化学物質不使用

スペクトラム テン コンディショナー

シルクのような滑らかで艶のあるストレート仕上げ用
コンディショナー
★全犬猫種用
★被毛本来の艶や滑らかさを引き出しシルクのような
輝きと感触に仕上げます
★パサつきを抑え、被毛のちぢれをコントロールします
★被毛を傷める化学物質不使用

CONDITIONER

SELF-RINSE

Diamond Series
����年新たに誕生した「ダイヤモンドシリーズ」被毛に潤いを与え、輝くツヤと手触りをもたらします

ダイヤモンドシリーズ　ミラクル　モイスチャー　シャンプー

乾燥・パサつきが特に気になる被毛用水分補給
シャンプー

・全犬猫種用
・独自の手法でプロビタミンを配合
・プロビタミンが被毛内部に水分を補給、
維持しながらダメージヘアを洗い上げます

・被毛を傷める化学物質不使用

ダイヤモンドシリーズ　ミラクル　モイスチャー　コンディショナー

乾燥・パサつきが特に気になる被毛用水分補給
コンディショナー

・全犬猫種用
・独自の手法でプロビタミンを配合
・プロビタミンが被毛内部に水分を補給、
維持しながらヘアダメージをケア

・被毛を傷める化学物質不使用

ダイヤモンドシリーズ ミラクル リペア  シャンプー

ダメージが特に気になる被毛用集中ケアシャンプー

・全犬猫種用
・独自の手法で水分保持機能を持つプロビタミンと
抗酸化ビタミンを配合

・被毛内部に浸透しダメージヘアをケアしながら
洗い上げます

・被毛を傷める化学物質不使用

ダイヤモンドシリーズ　ミラクル　リペア　コンディショナー

ダメージが特に気になる被毛用集中ケア
コンディショナー

・全犬猫種用
・独自の手法で水分保持機能を持つプロビタミンと
抗酸化ビタミンを配合

・被毛内部に配合成分が浸透しダメージヘアを集中ケア
・被毛を傷める化学物質不使用

（����年下半期発売予定）
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明るく艶のある毛色に仕上げるカラーシャンプー

・茶色、ゴールド色の犬猫用
・キューティクルに浸透する色の微粒子を利用した
カラートリートメントシャンプー

・被毛を優しく洗い上げ、光沢のある本来の色合い
に近づけます

・効果は一か月程度持続します（個体差があります）
・被毛を傷める化学物質不使用

シルクのような艶と手触り　トリートメント リキッド

・全犬猫種用
・リキッド・シルクプロテインとパンテノールが傷んだ
被毛にツヤとうるおいを与えます

・毛玉やもつれを解消し毛流れを整えます
・自然乾燥タイプ
・被毛を傷める化学物質不使用

ボリュームや毛流れを整えるスタイリング「ジェル」

・全犬猫種用
・気になる毛流れを素早く整えます
・自然乾燥で仕上げるジェルタイプ
・被毛を傷める化学物質不使用

白い被毛をさらに輝かせるカラーシャンプー

・白毛/全犬猫種用
・キューティクルを通り抜けて毛皮質に達する低分子
を利用

・被毛を優しく洗い上げ、汚れや変色は青色成分で
色合いをコントロールし本来の白さに近づけます

・効果は一か月程度持続します（個体差があります）
・被毛を傷める化学物質不使用

ボリューム、ボディ、ホールド、シャイン、ショーの世界で人気のある�つの言葉が親しみやすくなりました。 Chris Christensenでは、どんなコー

トタイプでも、望み通りのスタイルを実現するために最適な製品をご用意しております！

多種多様なスタイリングエイドから選択できるため、それぞれのニーズに合った製品を簡単に見つけることができます。 印象的なボリューム、

カチッとしたトップノット、美しく弾力のある被毛、Chris Christensenにより誰もが振り返るまばゆいばかりのコートを実現させましょう！

常に新しい製品が開発されており、膨大な数のコレクションに今もなお絶えず追加され続けています。

ホワイト オン ホワイト　カラーシャンプー

ゴールド オン ゴールド　カラーシャンプー ジャストディバイン グルーミング　スプレー シルクスピリッツ

シックン シッカー ボリュマイズ ジェル ダイヤモンドシリーズ ミラクル　クリーム

被毛のコシを保ち毛玉を解消するブラッシングス
プレー

・全犬猫種用
・さまざまな天然由来の 加水分解プロテインが被
毛の�本�本をケア

・被毛の絡まりや毛玉をリセット
・自然乾燥
・被毛を傷める化学物質不使用

ブラック オン ブラック　カラーシャンプー

黒い被毛をさらに艶めかせるカラーシャンプー

★黒毛・濃い茶色・全犬猫種用
★キューティクルに浸透する色の微粒子を利用し
たカラートリートメントシャンプー
★被毛を優しく洗い上げ、赤味がかった毛色を黒
色に近づけます
★効果は一か月程度持続します

（個体差があります）
★被毛を傷める化学物質不使用

レッド オン レッド　カラーシャンプー

レッドやアプリコットの被毛を鮮やかに仕上げる
カラーシャンプー
★レッド・アプリコット・ブラウンの被毛・全犬猫種
用

（ゴールド オン ゴールド カラーシャンプーと混ぜて
カラー調整が行えます）
★キューティクルに浸透する色の微粒子を利用し
たカラートリートメントシャンプー
★被毛を優しく洗い上げ、色合いをコントロールし
本来の鮮やかさに近づけます
★効果は一か月程度持続します（個体差がありま
す）
★被毛を傷める化学物質不使用

Special Color Shampoo

クリームタイプのスタイリングトリートメント

・全犬猫種用
・乾燥、ダメージヘア用スタイリングクリーム
・洗い流し不要、自然乾燥タイプ
・シャンプー後の湿った被毛のケア、乾いた被毛の
スタイリングやブラッシングどちらにも使用できます
・被毛に水分を補給しハリとコシ、艶をもたらし被毛
の立ちあがりをサポートします

・被毛を傷める化学物質不使用

CCS-���  
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泡で被毛にボリュームを与えるトリートメント

・全犬猫種用
・気になる被毛のボリュームを整えます
・ドライイング
・ベタツキのない自然な仕上がり
・被毛を傷める化学物質不使用

すすぎのいらない多目的コートコンディショナー
スプレー 

・全犬猫種用
・ノンシリコン水溶性成分
・�本�本の被毛に防護膜を作り被毛を保護
・オイルフリーでべたつきの無い仕上がり
・被毛を傷める化学物質不使用

気になる被毛のトラブルに

・被毛のもつれや毛玉、切れ毛
・涙焼けの汚れ
・おしっこ焼けの汚れ　
・ドライヤーの熱による乾燥・静電気　・UVケア

Chris Christensenのトリートメントは被毛のダメージを修復するのみならず、乾いたコートに深く栄養を与え、コート本来の色を復元して強

化、またはコートの密度を���％以上増加させることが可能です。

Chris Christensenでは、美容業界の最新テクノロジーからインスピレーションを得て、効果的な高品質のトリートメントを提供することを追

い求めています。 創業当初からコートケアに最新のテクノロジーを導入してきました。 White on Whiteは、����年に革命的なデビューを果

たし、今もなお愛され続けております。 White on Whiteは、市場において唯一無二の美白およびカラートリートメントシャンプーです。

Chris Christensenの掲げる最優先事項は、追い求めることを的確に実現させるということです。これを達成するために、専門家と協力して、

ひどく損傷したコートでさえも復活させ、修復する優れた製品を開発しているのです。 Chris Christensenのコートトリートメントでグルーミン

グマジックを巻き起こしましょう！

アイス オン アイス フィニッシング スプレー

シックンシッカー ボリューム プロテイン

スペクトラム ワン サブスタンス ビルダー

正確なカットの実現・トップノットを作るためのプ
レトリートメント

★プードル、シュナウザー、テリア、ビションフリーゼ
等向け
★ハリやコシが無く、カールが伸びてしまうような
コートに向いています
★被毛にハリやコシを与え立ち上がりやすく仕上
げます
★気になる被毛のカールやボリュームを整えます
★被毛を傷める化学物質不使用
★弱酸性(ph�.�)

プレシャスドロップ ドロップコート リーブイン ケラチン セラピー 

毛玉、切れ毛を防ぎ潤いを与えるリーブインケラ
チン　ブラッシングスプレー

★全犬猫種用
★ラベンダーのエッセンシャル オイル配合
★�本�本の被毛に潤いを与えシルキーな手触り
に仕上げます
★ストレートヘアの仕上げ用スプレー
★オイルフリーでべたつきの無い仕上がり
★被毛を傷める化学物質不使用

コレストラル チョーク ヘルパー＆コンディショニング クリーム

パウダーの下地や気になる汚れのディープクレン
ジングに

★全犬猫種用
★毛色をコントロールするチョークパウダーの下
地剤です
★被毛のパサつき、乾燥には水分を補うディープコ
ンディショナーとして使用できます
★被毛を傷める化学物質不使用

スペクトラム テン ハイプロ パック トリートメント

痛みや乾燥が気になる被毛用ディープケアコン
ディショナー

★全犬猫種用
★被毛に適度なうるおいを与えダメージや乾燥
を防ぎ、ボリューム感のある柔らかく、滑らかで光
沢のあるコートに仕上げます
★被毛を傷める化学物質不使用
★弱酸性（pH�.�）
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全ての動物たちの飼い主様が常に望んでいることの�つは、我が子が健康であることです。 Chris Christensenでは、動物に何か
手を加えることがどれほどのリスクと隣り合わせであるかを常に学び続けています。だからこそ、自然で優しく、食品グレードの
製品を提供し、ペットの幸せと健康の実現を可能にしています。

Peace＆Kindnessを使用して、過酷な抗生物質やステロイドの必要性を排除します。 Peace＆Kindnessは、コロイド銀で作られ
た抗生物質とステロイドのすべて自然物質の代替品です。 真菌やバクテリアは銀の存在下では生きられないので、安心して使用
できる商品です。

Gotcha!はすべて自然な食品グレードの成分により作られた消臭スプレーです。安心してあらゆる臭いを取り除くことが可能で
す。犬、猫、フードの匂い、糞尿、また、仔犬仔猫へ対しても安心してお使いいただけます。

ピース アンド カインドネス コロイダル シルバー スプレー

コロイド状のシルバー（��ppm）と純水だけでできた
拭き取り用スプレー

★全犬猫種用
★舐めても安心な天然成分のシルバー（銀イオン）と
純粋だけで作られたスプレーです
★オイルフリーでべたつきの無い仕上がり
★自然乾燥タイプ
★被毛を傷める化学物質不使用

気になる被毛の汚れの拭き取りに

★涙焼けの汚れ　★おしっこ焼けの汚れ　
★口元の着色変色や汚れ　★外耳の汚れ

ピース アンド カインドネス シャンプー

（����年下半期発売予定）

GOTCHA! ODOR EXPLODER

（����年下半期発売予定）

MYSTIC EAR

（����年下半期発売予定）

予定

予定

予定

HEALTH

��

CCS-���   ��� mL
CCS-���   ��� mL
CCS-���   ��� mL

 ��� mL / ��� mL / ���� mL

�� mL / ��� mL / ���� mL ��� mL / ���� mL



Chris Christensenのすべてのケア製品と同様に、道具製品に対しても最高水準の品質が認められています。コートの破損が少

なく、犬に並外れた快適さを提供するためには慎重な材料の選択が重要です。手作りのブラシから、完全に研磨された櫛、犬猫

種を選ぶことなく皆さまに適切な道具を提供いたします。

ブラシは明確な目的を念頭に置いて設計されており、ハンドルからピンまで綿密に検査されています。ブラシのピンの先端はす

べて、コートをなめらかに滑らせる柔らかい丸い先端を作成するためにしっかりと研磨されております。

BUTTER COMBSは、「世界で最高のコーム」です。製品に込めた学びをご自身で引き出し、より一層の学びを得ることができるで

しょう。BUTTER COMBSは、丸みを帯びたエッジに頑丈な金属コアに包まれたステンレス鋼の歯を備えているため、コート内を

楽に滑らせることができます。

当社の卓越した保証により、 Chris Christensenの道具製品が素晴らしい仕事を成し遂げることを約束いたします。

TOOLS �.ORIGINAL SERIES �.FUSION SERIES

#A���     
ORIGINAL SERIES OVAL �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
ORIGINAL SERIES OVAL �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
ORIGINAL SERIES OVAL �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
ORIGINAL SERIES OBLONG �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���  
ORIGINAL SERIES OBLONG �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
ORIGINAL SERIES POCKET �� MM
�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
ORIGINAL SERIES LITTLE WONDER �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���F  
 FUSION SERIES OVAL �� MM
        � �/�" body length
材質　　ボディ：アッシュ材　
　　　　ピン：真鍮
　　　　クッション：天然ゴム

#A���F   
FUSION SERIES OVAL �� MM
        � �/�" body length
材質　　ボディ：アッシュ材　
　　　　ピン：真鍮
　　　　クッション：天然ゴム

#A���F   
FUSION SERIES OBLONG �� MM
         � �/�" body length
材質　　ボディ：アッシュ材　
　　　　ピン：真鍮　　　　
クッション：天然ゴム

#A���F   
FUSION SERIES OBLONG �� MM
         � �/�" body length
材質　　ボディ：アッシュ材　
　　　　ピン：真鍮
　　　　クッション：天然ゴム

#A���F   
FUSION SERIES POCKET �� MM
         �" body length
材質　　ボディ：アッシュ材　
　　　　ピン：真鍮
　　　　クッション：天然ゴム

#A���F   
FUSION SERIES POCKET �� MM
          �" body length
材質　　ボディ：アッシュ材　
　　　　ピン：真鍮
　　　　クッション：天然ゴム

BRUSHES

��



�.GOLD SERIES �.WOOD PIN BRUSHES

�.ANDREAS SERIES �.IONIC BRUSHES

�.BREEZY BRUSHES
OVAL OBLONG POCKET

#A���G    
GOLD SERIES OVAL �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス（金メッキ）
　　　　クッション：天然ゴム

#A���G     
GOLD SERIES OVAL �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス（金メッキ）
　　　　クッション：天然ゴム

#A���G   
GOLD SERIES OVAL �� MM
� �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス（金メッキ）
　　　　クッション：天然ゴム

#A���     
WOOD PIN OVAL LARGE ��MM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：竹材
　　　　クッション：天然ゴム

#A���     
WOOD PIN OVAL SMALL ��MM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：竹材
　　　　クッション：天然ゴム

#A���           
WOOD PIN OBLONG ��MM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：竹材
　　　　クッション：天然ゴム

#A���           
WOOD PIN TINY TOT ��MM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：竹材
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
ANDREAS SERIES SMALL
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：猪毛、ナイロン
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
ANDREAS SERIES MEDIUM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：猪毛、ナイロン
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
IONIC SERIES BRASS/BOAR - LARGE
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ナイロン
　　　　

#A���            
IONIC SERIES BRASS/BOAR ‒ SMALL
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ナイロン

#A���           
IONIC SERIES PURPLE NYLON/BRASS
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ナイロン・真鍮

#A���    
BREEZY SERIES OVAL �� MM ‒ FIRM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES OVAL �� MM - MEDIUM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
BREEZY SERIES OVAL �� MM - SOFT
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
BREEZY SERIES OVAL �� MM ‒ FIRM

材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���     
BREEZY SERIES OVAL �� MM ‒ MEDIUM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���  　　
BREEZY SERIES OVAL �� MM ‒ SOFT
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES OBLONG �� MM ‒ FIRM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES OBLONG �� MM ‒ MEDIUM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
BREEZY SERIES OBLONG �� MM ‒ SOFT
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES OBLONG �� MM ‒ FIRM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���  　
BREEZY SERIES OBLONG �� MM ‒ MEDIUM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
BREEZY SERIES OBLONG �� MM ‒ SOFT
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES POCKET �� MM ‒ FIRM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES POCKET �� MM ‒ MEDIUM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES POCKET �� MM - SOFT
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES POCKET �� MM ‒ FIRM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   
BREEZY SERIES POCKET �� MM ‒ MEDIUM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
BREEZY SERIES POCKET �� MM - SOFT
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

��



�.T-BRUSHES

�.SLICKER BRUSHES

��.BIG G & BIG K

��.SPECIALTY BRUSHES

#A���   
T-BRUSH �� MM MINI
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���   T
-BRUSH �� MM ORIGINAL
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A���    
T-BRUSH �� MM
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�X     
MARK X TINY SLICKER
� �/�" head • �" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�I  　 
MARK I EXTRA SMALL SLICKER
� �/�" head • � �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�II  　
MARK II SMALL SLICKER
� �/�" head • � �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�IIRD   
MARK II SMALL SLICKER - RED
� �/�" head • � �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�III   　
MARK III MEDIUM SLICKER
�" head • �" body length   
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�V      
MARK V TRIANGLE SLICKER
� �/�" head • �" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�VI　  
MARK VI MEDIUM CURVED SLICKER          
�" head • � �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�VII    
MARK VII LARGE CURVED SLICKER          
�" head • �" body length    
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#A�VIII    
MARK VIII ROUND SLICKER          
� �/�" head • � �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#AVIICL    
BIG G LARGE SLICKER           
 � �/�" W x � �/�" L head • �" body length 
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#AVICM   
 BIG G MEDIUM SLICKER          
� �/�" W  x � �/�" L  head • � �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#AVCS     
BABY G SLICKER         
� �/�" W x � �/�" L head • � �/�" body
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#AVIIBL       
BIG K LARGE SLICKER           
� �/�" W x � �/�" L head • �" body length 
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#AVIBM       
BIG K MEDIUM SLICKER          
� �/�" W  x � �/�" L head • � �/�" body length
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

#AVBS    
BABY K SLICKER         
� �/�" W x � �/�" L head • � �/�" body
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ステンレス
　　　　クッション：天然ゴム

��.SPECIALTY BRUSHES

��.BRUSH CLEANER  

#A���    
SOFT NATURAL BOAR BRUSH
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ナイロン

#A���     
BOAR �    
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン： ナイロン

#A���      
TERRIER PALM PAD

#A���        
POWDER CHALK BRUSH   

#A���       
APPLICATOR BRUSH

#A���        
BRUSH CLEANER  
材質　　ボディ：ブナ材　
　　　　ピン：ナイロン

#A���D       
ICE SLIP DEMATTING PIN BRUSH

��



BUTTERCOMBS

�.FIVE INCH COMBS

�.SIX INCH COMBS

�.SEVEN INCH COMBS�.EIGHT INCH COMBS

�.NINE INCH COMBS

#���   
�" FACE & FEET FINE/COARSE COMB          
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���B   
�" FACE & FEET FINE/COARSE COMB ‒ BLUE
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���PK   
�" FACE & FEET FINE/COARSE COMB ‒ PINK
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���PR    
�" FACE & FEET FINE/COARSE COMB ‒ PURPLE
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���        
 �" STAGGERED TOOTH COMB          
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���         
�" CAT/CARDING DUAL TOOTH COMB
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#��C         
�.�" CRESCENT COARSE/FINE COMB
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���         
�.�" FINE/COARSE COMB          
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���B      
�.�" FINE/COARSE COMB ‒ BLUE
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���PK   
�.�" FINE/COARSE COMB ‒ PINK
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���PR   
�.�" FINE/COARSE COMB ‒ PURPLE
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���     
�.�" FINE COMB          
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���     
�.�" COARSE COMB
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���     
�.�" EXTRA COARSE/FINE COMB
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���B    
�.�" EXTRA COARSE/FINE COMB ‒ BLUE
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���PK     
�.�" EXTRA COARSE/FINE COMB ‒ PINK
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���PR      
�.�" EXTRA COARSE/FINE COMB ‒ PURPLE
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���    
�.�" COARSE/FINE LONG TOOTH COMB         
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#��X   
�.�" MIRACLE FINE/EXTRA FINE COMB
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���     
�.�" COARSE/FINE COMB          
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���    
�.�" ALL COARSE COMB
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���   
�.�" JILL DUAL TOOTH TEASING COMB
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���-�     
�.���" COARSE POODLE COMB          
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���B      
�.���" COARSE POODLE COMB - BLUE        
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���PK    
�.���" COARSE POODLE COMB ‒ PINK
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

#���PR    
�.���" COARSE POODLE COMB ‒ PURPLE
材質　　ボディ：真鍮（ニッケルメッキ）　
　　　　ピン：ステンレス

��



BOTTLE D-FLITE

#SP��    
Exquisite Fine-Mist Sprayer �� oz.

#SP��   
Double Action Trigger Sprayer � oz.

#SP��   
Double Action Trigger Sprayer �� oz. #���   

Logo Applicator Bottle �� oz.

D-FLITE ��� STANDARD 
          
Box: ��" x �.��" x ��"

D-FLITE ��� STANDARD 
          
BOX: ��" x ��.��" x ��.���"
DRAWER: �.�" x ��.��" x �"

D-FLITE ��� DELUXE 
          
BOX:　 ��" x ��.��" x ��.���"
DRAWER �:　�.�" x ��.��" x �"
DRAWER �:　�.�" x ��.��" x �"

D-FLITE ���� STANDARD 
          
BOX: ��" x ��.��" x ��.���"
DRAWER: �.�" x ��.��" x �"

D-FLITE ���� DELUXE 
          
BOX:　 ��" x ��.��" x ��.���"
DRAWER �:　�.�" x ��.��" x �"
DRAWER �:　�.�" x ��.��" x �"
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