
1㎤あたり200万個以上のマイナスイオンを発生させるイオンドライヤー改良版。

＜仕様＞
電源：AC100V・５０／６０Hz兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター使用
熱量：最大1.5kw プッシュ式6段階調節（メモリー付）
風量：プッシュ式6段階調節（メモリー付）
重量：スタンド型：11.5kg（本体6.8㎏）

アーム型：14.6kg（本体6.5㎏+アーム8.1㎏）
カラー：ガンメタル／パールピンク

人気ドライヤー「ターボⅡⅡⅡⅡイオン」が
「トリマーさんの目線」で新改良。
人にもペットにも、さらにやさしくリニューアル！

ｱｰﾑ型ドライヤー
ｽﾀﾝﾄﾞ型
ｃｏｌｏｒ ガンメタル

ｽﾀﾝﾄﾞ型
ｃｏｌｏｒ パールピンク

カラーは
ベーシックなガンメタルとベーシックなガンメタルとベーシックなガンメタルとベーシックなガンメタルと
上品なパールピンク。上品なパールピンク。上品なパールピンク。上品なパールピンク。
サロンの雰囲気に合わせて
お選びいただけます。

キャスターは
医療現場医療現場医療現場医療現場でも使用されている
高品質高品質高品質高品質なキャスターを使用。
お悩みの毛詰まりも解消毛詰まりも解消毛詰まりも解消毛詰まりも解消です。

操作しやすい操作しやすい操作しやすい操作しやすい
新デザインパネル新デザインパネル新デザインパネル新デザインパネル採用

ガンメタル

パールピンク

ハチコウドライヤーは国産製品です。
ハチコウドライヤーは安心と信頼の国産業務用品です。修理・メンテナンスは全て国内で行っております。

国産ならではの安定した風量・熱量、操作のしやすさを御実感ください。

ハチコウドライヤーＨＱターボＨＱターボＨＱターボＨＱターボⅡⅡⅡⅡイオンイオンイオンイオン

商品名商品名商品名商品名 ＪＡＮｺｰﾄﾞＪＡＮｺｰﾄﾞＪＡＮｺｰﾄﾞＪＡＮｺｰﾄﾞ

スタンド型ＨＱターボⅡイオンガンメタル 4969316013332

スタンド型ＨＱターボⅡイオンパールピンク 4969316013349

アーム型ＨＱターボⅡイオンガンメタル 4969316013356

アーム型ＨＱターボⅡイオンパールピンク 4969316013363



ハチコウドライヤーＨＱターボＨＱターボＨＱターボＨＱターボ1800180018001800

ＣＨＥＣＫＣＨＥＣＫＣＨＥＣＫＣＨＥＣＫ 1111
吹出口を下に向けてもコントロール
パネルが正面に向くよう、アングル
に工夫を凝らして設計しました。
トリミングの効率アップ、ストレス
軽減を実現します。

ＣＨＥＣＫ２ＣＨＥＣＫ２ＣＨＥＣＫ２ＣＨＥＣＫ２
大きめの電源スイッチと無段階調整
ボリューム、そしてスタイリッシュな
パネルデザインにより、操作性と
見やすさを一段と向上させました。

ＣＨＥＣＫ３ＣＨＥＣＫ３ＣＨＥＣＫ３ＣＨＥＣＫ３
医療機器にも使用されている
高品質キャスターを採用！毛が
絡みにくい構造を持ち、驚くほど
スムーズな動きを可能にします。
分解してのお掃除もＯＫ！

ホワイト

パールピンク

ホワイトパールピンク

●背の高い方のために１０ｃｍ高いスタンドもご用意しております。●背の高い方のために１０ｃｍ高いスタンドもご用意しております。●背の高い方のために１０ｃｍ高いスタンドもご用意しております。●背の高い方のために１０ｃｍ高いスタンドもご用意しております。
（脚部分の仕様が通常タイプと異なります）

ｱｰﾑ型ドライヤー

＜仕様＞
電源：AC100V・５０／６０Hz兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター使用
熱量：最大1.5kw・無段階調整
風量：Lo－Hi無段階調整
重量：スタンド型：10.6kg（本体6㎏）

アーム型：13.8kg（本体5.7㎏+アーム8.1㎏）
*取付器具は除く

カラー：ホワイト／パールピンク

●アーム型ドライヤーの価格は壁掛け式を基準（取付標準ベース込み）です。
天吊り式・ポール式の取付金具は別途お見積りいたします。

商品名商品名商品名商品名 ＪＡＮｺｰﾄﾞＪＡＮｺｰﾄﾞＪＡＮｺｰﾄﾞＪＡＮｺｰﾄﾞ

スタンド型ＨＱターボ1800ホワイト 4969316013127

スタンド型ＨＱターボ1800パールピンク 4969316013004

アーム型ＨＱターボ1800ホワイト 4969316013134

アーム型ＨＱターボ1800パールピンク 4969316013011

大人気機種「ターボ１８００」を受け継ぎ、
そして進化した“ハイクオリティドライヤー”



ハチコウドライヤーターボターボターボターボ1800180018001800
・操作部がボリュームつまみタイプなので仕上がりイメージに
合わせた微妙な風量・熱量調整ができます。
・操作時のレスポンス（反応）が良く、快適で適切なドライ作業を
可能にします。
・国産で耐久性に優れ長寿命です。
※使用状況により耐用年数は変わります。
・アーム型（壁付け・天井吊り下げ）はスタンドが無いため
スペースの有効活用ができます。

アーム型
各色あります

ガンメタル

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター
熱 量 ：最大1.5kw 無段階調整
風 量 ：無段階調整

重 量 ：スタンド型：9.9kg（本体5.9㎏）

アーム型：13.6kg（本体5.5㎏+アーム8.1㎏）

カラー ：基本色 ホワイト・パールブルー
特別色 ガンメタル・ネイビー・ワイン・ピンク

BEST 

SELLER!

寒冷地にお薦め ハチコウドライヤーターボターボターボターボ2000200020002000

・通常タイプよりヒーターパワーをアップ！
寒冷地での使用に備えた20アンペアのヒーターを搭載
※2KWの電気配線が必要になります。
通常配線での使用は火災等の危険がありますので避けて下さい。

・単相100Vの配線で最大使用可能な容量です。
・コンセント形状はアンペア数に合わせた右記形状のみ
対応しております。

ターボ2000

コンセント形状

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター
熱 量 ：最大2.0kw 無段階調整
風 量 ：無段階調整

重 量 ：スタンド型：10.5kg（本体6㎏）

カラー ：ブラウン

寒冷地
お薦め

ガンメタル

パールブルー
ピンク

ワインネイビー

スタンド：4969316815745
アｰム ：4969316815790

スタンド：4969316815752
アｰム ：4969316815806

スタンド：4969316810696
アｰム ：4969316810726

スタンド：4969316815721
アｰム ：4969316815776

スタンド：4969316815738
アｰム ：4969316815783

ホワイト

スタンド：4969316815714
アｰム ：4969316815769

スタンド：4969316810702

Made in JAPAN

Made in JAPAN



ハチコウドライヤーSTSTSTST----1500150015001500

・風量が一定で熱量をHi-Low-Fanの切り替え
・業務用ドライヤーのエントリーモデル

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター
熱 量 ：Hi1.5ｋｗ Low 0.8ｋｗ
風 量 ：一定（切り替え無し）

重 量 ：スタンド型：9.4kg（本体5.4㎏）

アーム型：13.7kg（本体5.3㎏+アーム8.1㎏)

カラー ：ホワイト

ハチコウドライヤーターボターボターボターボⅡⅡⅡⅡイオンイオンイオンイオン

・業務用マイナスイオンドライヤー

・マイナスイオンの力で熱で傷みがちな毛をしっとりと艶やかに仕上げます。
・顧客へイオンドライヤーの使用をアピールしてリピート＆集客アップ！
・200万個/ cm3以上のマイナスイオンを発生。

アーム型

スタンド型

操作パネル

ENTRY MODEL

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター
熱 量 ：プッシュ式６段階調整（メモリー付き）
風 量 ：プッシュ式６段階調整（メモリー付き）

重 量 ：スタンド型：10.8kg（本体6.8㎏）

アーム型：14.6kg（本体6.5㎏+アーム8.1㎏)

カラー ：パールピンク シャンパンゴールド シルバーメタリック

アーム型（画像はHQタイプです）

パールピンク シャンパンゴールド

シルバーメタリック

マイナスイオン
ドライヤー

スタンド：4969316810689
アーム ：4969316810719

スタンド：4969316814793
アーム ：4969316814823

スタンド：4969316814816
アーム ：4969316814847

スタンド：4969316814809
アーム ：4969316814830

Made in JAPAN

Made in JAPAN



ハチコウドライヤーコンデンサーコンデンサーコンデンサーコンデンサーⅡⅡⅡⅡ

電 源 ：ＡＣ100Ｖ・50/60Ｈｚ兼用
モーター：ブラシレスＤＣモーター
熱 量 ：最大1.5kw 無段階調整
風 量 ：無段階調整

重 量 ：スタンド型：10kg（本体6㎏）

アーム型：14kg（本体5.9㎏+アーム8.1㎏)

カラー ：ホワイト

・ST-1500タイプのモーターを使用。
・風量・熱量は無段階調整で使いやすさを向上しました。

アーム型

スタンド型

ST-1500改良型

４５型４５型４５型４５型////７７型還流式７７型還流式７７型還流式７７型還流式 オートドライヤーオートドライヤーオートドライヤーオートドライヤー

・ボックス型ドライヤー

・繁忙時に人手をかけずに頭数をこなすことが
できます。

・45型
熱量最大900W
W450ｘD450ｘH550（ｈ470）ｍｍ

・77型
熱量最大1200W
W770ｘD450ｘH550（ｈ470）ｍｍ

上部機械部 H250mm
電源 AC100V 50/60Hz兼用

45型
別売専用脚部装着時

ハチコウドライヤー専用ハチコウドライヤー専用ハチコウドライヤー専用ハチコウドライヤー専用パーツご用意・修理承ります！パーツご用意・修理承ります！パーツご用意・修理承ります！パーツご用意・修理承ります！
・業務用ハチコウドライヤーの各種パーツをご用意しております。
・快適で安全なトリミングのために消耗した部品は早目に交換して下さい。
・修理を承っております。

スタンド：4969316810573
アーム ：4969316810733

４５型 ：4969316811563
７７型 ：4969316811570

フィルター
15ｍｍ/10ｍｍ

カブ玉/ノブネジ口ゴム グレー
ターボ1800/イオン用

十字足 キャスター 十字ベース
止めボルトなど

77型

Made in JAPAN

Made in JAPAN

ユリアネジ

【主な部品例】



アーム型ドライヤー用取付金具アーム型ドライヤー用取付金具アーム型ドライヤー用取付金具アーム型ドライヤー用取付金具 取り付け例取り付け例取り付け例取り付け例

A型アングル B型ブロック

壁掛ベ－ス ポール式

写真：Ａ型アングル２台用 写真：Ｂ型ブロック２台用

写真：壁掛けベース 写真：ポール式１台用

○取付金具は、トリミング室の天井裏・壁の構造により、お選びいただきますので、
施工（リフォーム・新店）の時点でお打ち合わせください。
○床から２ｍのところにアームが来るように取り付けます。
○取付には１台あたり、１００ｋｇの負荷がかかることを想定して３寸角以上の梁の
あるところに、取り付けをお願いしております。
（その他、ご質問・ご相談等はお気軽にご連絡ください）

アーム型ドライヤーは狭いトリミング室でも足元をスッキリさせられ、空間を
有効活用できるので、作業効率アップに貢献します。
使用場所に合わせて、天吊り式、壁掛け式、ポール式が選べます。


