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とかすだけで簡単ツヤ髪ストレート
「ベビリス ホットアイロンブラシ ミニ」に新色登場！
2018年10月下旬発売予定

リサ・ラーソンモデル
好評につき第2弾
＜数量限定＞
コーラル
BL-BC22CJ

ミント
BL-BC22MJ

ベビリス ホットアイロンブラシ ミニ
(BL-BC22)
オープン価格
（想定販売価格 税抜 3,980円）

MOVIE
使い方動画
公 開 中

ベビリスは、1961年、フランス・パリ発祥のヘアスタイリングツールブランドです。
創立から50年以上にわたり革新的な製品を提供、世界61ヵ国以上で販売されています。
フランスでは、80％の家庭でベビリス製品を所有、ACドライヤー市場No.1の実績※、
パリジェンヌご愛用ブランドです。
※2015・2016年 フランス国内シェアNo.1（ヘアドライヤー、 GfK SE調べ）

コンエアージャパン合同会社（Conair Japan G.K.)（本社：東京都港区、職務執行者：アンソ
ニー・ヴェルデ）は、2018年10月、「ホットアイロンブラシ ミニ」(BL-BC22)の新色を発売いたします。
スウェーデンの陶芸家・デザイナーであるリサ・ラーソン(Lisa Larson)とのコラボレーションデザインの第2弾
も展開いたします。
「ベビリス ホットアイロンブラシ ミニ」は、とかすだけで簡単に髪にツヤを与え輝くストレートヘアに！コンパクトサ
イズなので、前髪のスタイリングや毛先のワンカールなど細かいスタイリングにも最適です。

〔ホットアイロンブラシ ミニの特徴〕
■ツヤ髪ストレートをつくるヒートスタイリング
ダメージによりキューティクルが乱れた髪にも、クセ・うねりによりツヤのな
い髪にも。ヒートスタイリングによって、うろこ状に並んだキューティクルを
整列させ、光を一定方向に反射させることで髪にツヤを与えます。

光が乱反射
（ツヤのない髪）

光が一定方向に反射
（ツヤのある髪）

■持ち運びに便利な軽量ミニサイズ
約215gと軽量で、小ぶりなバッグにも収まるサイズ。湿
気の多い季節やプール・ジムの後など、外出先でも気軽
にお直しが出来ます。
※コードレスタイプではありません。

■海外使用OK※（AC100-240V)
国内・海外両用タイプのため、国外の旅先でも大活躍！
※海外で使用される場合は、市販のブラグアダプターが必要です。
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DETAIL
ナイロンブラシ
適度な硬さのナイロン製ブラシで、
髪をしっかりとかしながらスタイリ
ング。

セラミック
コーティングブラシ
熱を帯びる部分は、傷のつきにく
いセラミックコーティングで、髪どお
りなめらか。

高温設定 約180℃

※

ON/OFFスイッチを入れるだけ
で、約180℃に設定されます。
※海外で使用される場合は、市販のプラグアダプターが必要です。

STYLING
不器用さんでも簡単・アレンジいろいろ！
いつものようにブラシで髪をとかすだけ！忙しい朝の寝癖直しはもちろん、ヘアアイロン初心者や、スタイリングが苦手
な方にもおすすめです。また、コンパクトサイズなので、細かいスタイリングにも最適です。

ツヤ髪ストレート

トップのボリュームアップ

毛先ワンカール

ふんわり前髪

※高温になっているため、手をそえる場合は、熱を帯びている部分に触れないようご注意ください。

WHAT IS LISA LARSON?
リサ・ラーソンとは？
スウェーデンを代表する陶芸家・デザイナー。
やさしく可愛いコケティッシュな動物や、素朴で温かみのある表
情豊かなフィギュアは本国スウェーデンや日本のみならず、世界
中で熱心なファンがいる。
近年は作品の復刻の他に、スケッチやイラストを元にテキスタイ
ル製品・絵本など活躍の幅を広げる。
今年2018年で87歳になる今も制作を続ける。

仕様一覧
品名： ベビリス ホットアイロンブラシ ミニ
電源

AC100-240V

消費電力

22-25W

寸法

約幅55×奥行50×高210mm（コード部含まず）

重量

約215g（コード部含む）

保証期間

1年

品番：BL-BC22
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既存製品 ヘアアイロンラインナップ
不器用さんでもプロ級のカールヘアがつくれる！
髪をはさむだけで自動でカール

ベビリス ミラカールスチーム
BABNTMC2J
オープン価格

ベビリス ミラカールLite
BAB-2667J
オープン価格

とかすだけで簡単にツヤ髪ストレートを叶えるブラシ型アイロン
持ち運びに便利なミニサイズ登場！

ベビリス ホットアイロンブラシ ミニ
BL-BC11
オープン価格

ワンストロークでツヤのある美しいスタイリング
一度で決まるから、熱ダメージも摩擦ダメージも軽減

毎日のスタイリングが変わるパドル型ホットブラシ
とかすたび簡単ツヤ髪 ワンランク上の仕上がり
ベビリス ホットアイロンブラシ
BL-BC7KJ
オープン価格

ベビリス プライマ3000
BLIｰ3000SJ
オープン価格

プロテクトとインテンス、選べるモードで髪質やシーンに合わせたスタイリング
タオルドライ後の濡れ髪にも使用できるので、スタイリング効果がさらにUP！
ベビリス イオニックプロ
BLI-387SJ
オープン価格

ベビリス イオニックプロXL
BLI-389SJ
オープン価格

既存製品 ヘアドライヤーラインナップ – 大風量・速乾タイプ
メジャーブランド製品と比較して20%※以上早く乾く！ベビリス史上最高の速乾ドライヤー
ベビリス 3Q（スリーキュー）
BLD-3QSJ
オープン価格

ベビリス コンパクト3Q（スリーキュー）
BLD-3QMSJ
オープン価格

大風量

2.1

㎥/分

3年保証

2年保証

大風量

1.9
㎥/分

既存製品 ヘアドライヤーラインナップ – 低温風・高風速タイプ
ベビリス×フェラーリの
共同開発モーター搭載！

こだわりの
イタリアンデザイン＆カラー

低温風※2

74℃

ベビリス ラピード
BAB7000KJ
オープン価格
3年保証

高風速※3

151km/h

ベビリス ル・プロ 6615
BLD-6615RJ
オープン価格

ベビリス ル・プロ 6610
BLD-6610KJ
オープン価格

2年保証

2年保証
※1 当社調べ

ベビリス ル・プロ 6604
BLD-6604WJ
オープン価格
2年保証

※2 当社調べ JIS企画番号JISC09613による

※3 当社調べ
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■「コンエアージャパン」について（http://conair.co.jp/）
コンエアーは、1959年にニューヨークで設立され、当初はサロン用美容ツールの販売を行っておりました。設立
以来、同社は理美容機器のリーディングブランドとして、刻々と変化する世界市場の動向に合わせた製品の
開発・供給をしています。50年以上にわたり事業を運営し、現在では世界114ヶ国に拠点を持ち、24のブラ

ンドを保有する多国籍企業となっています。市場をリードするヘアケア製品に加えて、クイジナートキッチン家電
や調理器具、ヘルスケア製品、スチームアイロンなどのホームプロダクトまで、包括的な事業展開をしています。

■「ベビリス」について（http://www.babyliss-japan.jp)
「ベビリス」は、1961年にフランスで美容師向けの初のヘアカールアイロンを開発。1970年代にはヘアドライ
ヤー及びヘアスタイラーカテゴリーにビジネスを拡大。その後も家庭用ヘアスタイリングツールや革新的ヘアスタイ
リングツールの開発を継続し、パリ発祥のヘアスタイリングツールメーカーとして知られるようになりました。
日本では2013年に、ヘアスタイリングの革命的製品、自動で髪が巻けるオートカールアイロン 「ミラカール」 を
発売、2015年には、さらに進化した 「ミラカールスチーム」 を発売。髪をはさむだけで、誰でも簡単・安全に
あっという間にカールが出来る 「ミラカール」 は、2013年11月末の発売以来、大きな反響を呼び続けていま
す。（ http://miracurl.jp/)
そして、2015年12月、ベビリスプロとフェラーリの共同開発モーターを搭載し、低温・高風速で速乾という、こ

れまでのドライヤーとは一線を画したイタリア製ヘアドライヤー「ラピード」を発売しました。さらに、2016年10月
には、低温風・高風速のイタリア製ヘアドライヤー「ル・プロシリーズ」、2016年11月にはナノチタニウム2WAY
ヘアアイロン「プライマ3000」を発売。2017年3月にはシンプル機能のミラカール「ミラカールLite」、ブラッシン
グするだけで簡単にツヤ髪ストレートがつくれる「ホットアイロンブラシ」、2017年4月にはコンパクトになったベビ
リス史上最高の速乾ドライヤー「コンパクト3Q」を発売。2017年10月には、髪質やシーンによってえらべる2
つのモードを搭載したストレートヘアアイロン「イオニックプロシリーズ」を発売。
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職 務 執 行 者

アンソニー・ヴェルデ
1. ベビリス、ベビリスプロ、クイジナート、コンエアー、ワーリングの各ブランド家電製品の輸入・販売

業

務

内

容

2. ヴィダルサスーンブランド理美容家電製品のマーケティング・販売サポート

＜一般の方からのお問い合わせ先＞
コンエアージャパン カスタマーサービス係
〒107-0062 東京都港区南青山1-15-41
TEL：0120-997-862
受付時間：9:30-18:00（土日、祝日除く）

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞
オフィスアッシュ 担当：関根
TEL：03-3487-1027
FAX：03-3487-1748
E-mail：assh.sekine@mx2.ttcn.ne.jp

