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デンマンブラシ日本総代理店

初めてデンマンブラシを手に取るあなたへ

「デンマンブラシを使わずして完成はなかった」
世界中を魅了したヘアスタイル、

ボブ・スタイルを初めて世に出し脚光を集めた
世界的に有名なヘアドレッサー、 

故 ヴィダル・サスーン氏の言葉です。  

昔のブラシは台座がフラットで、猪毛の植毛が主流でした。
これでは髪の表面しかブラッシングできず、
髪が長く、量が多い人には適しませんでした。

そこで、創始者であるジャック・デンマン・ディーン氏が
手軽に掃除ができるラバーパッドに、長くて細いナイロンピンを

植えた現在のブローブラシの原型を作りました。

このブラシは現在のブローブラシの原型となり、今も変わりません。
世界中の美容師が支持するデンマンブラシ。
この機会にあなたも手に取ってみませんか？

“ブラシの種類が多すぎて、どんなブラシを選んだらいいのか分からない” そんな時の参考にして、お気に入りの1本を見つけてください。

ハーフラウンドブラシ

代表的な
ブラシ

ブラシの
特長

ロングヘア

ショートヘア

クセ毛

硬い毛

柔らかい毛

頭皮ケア

クッションブラシ パドルブラシ ストレートブラシ ロールブラシ

髪の根元から毛先まで、どんな
毛質でも思い通りの形にブローが
できるブラシです。

土台がクッションになっているの
で、頭皮から毛先までを低刺激で
ブラッシングできます。
卵型で、もみあげや襟足などにも
フィットします。

頭皮への接地面積が大き
く、負担が少なくブラッシン
グできます。絡まる毛も
引っ張りません。スピーディ
なブラッシングが可能です。

髪の毛をはさんでテンショ
ンをかけながらブローす
ることで、クセを伸ばして
ストレートにします。

ドライヤーと併用すること
で、内側のアルミが熱を保
持し、髪の毛を早く乾かす
ことができます。
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世界中の美容師が
最も手にするブローブラシ。



D4 Light

 D4 / D3 / D14 / Noir / White  Traditional Series■  トラディショナルシリーズ

日本限定の9カラー。
トラディショナルシリーズD4を軽量化したライトタイプ。
お気に入りのカラーを見つけてください。

D79  Straight Brush■   ストレートブラシ

D81 / D82 /D85  Cushion Brush Series■   クッションブラシシリーズ

Cushion Air■   クッションエア― ロールブラシ

D5 High Grade Series■   ハイグレードシリーズ

サイズ 全長：約210mm　ピン行数：9行
材質 カラー　　　   本体：ABS樹脂　台座：TPE　ピン：ナイロン
 ビーチウッド　本体：天然木　　 台座：TPE　ピン：ナイロン

適度に広がったナイロンピンが髪の毛をとらえ、快適なテンションをもたらします。 
耐熱性に優れた、ブローブラシの代名詞と言えるトラディショナルシリーズ。
もっとも美容師さんに使われているブラシです。

ブローに最適な扇状のカーブ
ラバーにカーブを付けることで髪の毛によく
沿い、扇状に広がるピンは髪にテンションが
快適にかかり、髪の毛が扱いやすくなります。

よく見るブラシはなぜデンマン型？
デンマンブラシの形はずっと変わりません。
スタンダードで、なおかつ使いやすかったので、
他のブラシを作る時、デンマンブラシを真似て
作るしかなかったのです。

ドライヤーとの相性もGOOD
デンマンブラシは根元が立ちあがりやすく、
髪の面にドライヤーの風を当たりやすくする
ようなポジショニングを生み出します。

D4 茶

美容師
使用率No.1
アイテム

D4

D3

ナイロンピンがしっかりと毛をすくい上げ、
半円状のゴム部分が最も自然な柔らかい毛に仕上げます。
サイズ 全長：約214mm　ピン行数：9行
材質　本体：ABS樹脂　台座：天然ゴム　ピン：ナイロン

ショートカットでもしっかりとブローができます。
サイズ 全長：約200mm　ピン行数：7行
材質　本体：ABS樹脂　台座：TPE　ピン：ナイロン

D14 ミニサイズですので、前髪のカールやや、しっかりとした
毛先のカールも作ることができます。携帯にも便利。
サイズ 全長：約160mm（黒・茶・赤）　約190mm（D143）　ピン行数：5行
材質　本体：ABS樹脂　台座：天然ゴム　ピン：ナイロン

D4N赤茶黒
D4
White

D143N赤茶黒
D143
White

D3N赤茶黒
D3
White

通気性が良いので、
ドライヤーで素早く
髪を乾かせます

重さは97gで
ブローの時に
負担になりません

内側のアルミが
ドライヤーの
熱を保ちます

猪毛とナイロンピンのミックス植毛。ナイロンピンが、
癖毛や多毛でもしっかりと根元まで捉えます。

D81

D81

D82

D82 D85S  M L S  M L

高級猪毛使用 高級猪毛使用

サイズ S 全長：185mm　幅：50mm
 M 全長：215mm　幅：60mm
 L 全長：225mm　幅：70mm 
材質 本体：ABS樹脂　クッション：天然ゴム　
 ピン：猪毛 ＋ ナイロン

ピン拡大ピン拡大

サイズ 全長：約245mm　幅：約80mm
材質 本体：ABS樹脂　クッション：天然ゴム　ピン：ナイロン

D83  Paddle Brush

エアークッション付
天然ゴムパッドを採用

地肌に優しい
先がボール状の
ナイロンピン

交互に配列されたピンが
　優れたグリップと
コントロールを提供

先丸のナイロンピンで、頭皮マッサージもでき、
絡まる髪の毛もクッションが凹むことで引っ張りません。
面積が広いのでスピーディーにブラッシングができます。

サイズ 全長：約240mm　幅：約45mm
材　質 本体：ABS樹脂
 ピン：猪毛
 プレート：セラミック
※ラバー加工

■   パドルブラシ
広いブラシ面で、ブラッシング & マッサージ。

上下のブラシで挟み込み、癖の強い毛でも
しっかりとストレートブローすることができます。
ストレートアイロンを使うより、ダメージを軽減できます。

ドライヤーと合わせて使うことで、
クセやうねりを伸ばし、美しいストレートヘアに。

ドライヤーと合わせて使うことで、髪の毛を
早く乾かします。 根元を立ち上げたい方にも。

デンマンブランドの最高峰。 ラージサイズでしっかりとした重量感。

静電気を抑え、髪にツヤを出したい方には猪毛やメタルピンのクッションブラシがおすすめです。

ブローブラシの代名詞、 トラディショナルシリーズ。

トラディショナルシリーズの特長

デンマン D4トラディショナルシリーズの機能そのままに、
軽くなって使いやすくなったブローブラシです。
ゴムを使用した台座に比べてピンのしなりが小さいので、ブローブラシを
初めて扱う方でも使いやすく、劣化がおこりにくいと言われています。

猪毛100％の植毛。猪毛は使うほどによくなじみ、
より艶のでるブラシへと育っていきます。

D85
先丸のメタルピンによって、頭皮への刺激も少なく、
絡まる毛も、クッションが凹むことで引っ張りません。

サイズ S 全長：185mm　幅：50mm
 M 全長：215mm　幅：60mm
 L 全長：225mm　幅：70mm
材質 本体：ABS樹脂　クッション：天然ゴム
 ピン：猪毛
　　　

サイズ 全長：215mm
材質 本体：ABS樹脂　クッション：天然ゴム　ピン：メタル

高級猪毛使用

朝のスタイリングに時間がかかる、そんな悩みはありませんか？
髪の毛を洗った後、１度乾かしてしまったら後から整えようと
しても、一旦付いてしまった根元や毛先のクセは簡単に直す
ことはできません。半乾きで寝てしまうなんてもってのほか！
ブラッシングしながらドライヤーで乾かすことでクセを直すと、
その後のスタイリングがとても楽になります。

髪の毛がおさまらない！ どうしたらいいの！？

初めてブローブラシをご使用される方はもちろん、
軽いブラシなので、外出時に使う場合もおすすめです。
好きなカラーやお部屋のテイストでお選びください。

ブローはもちろん、普段使いにもおすすめです。

ブラック
×

パープル

ピーチ ベリー ラスタ

ビーチ
ウッド

ブラック
×

ブルー

ブラック
×

イエロー
シルバー
グレー

ピュアホワイト 天然木

D4ライト
人気No.1
カラー

サイズ 全長：約220mm        
ピン行数：9行 
材質 本体：天然木
 台座：天然ゴム
 ピン：ナイロン

D5SW

高級感とともにプロフェッショナルが
使用することを重点に創られたブラシ。

天然木使用

サイズ 全長：約215mm        
ピン行数：9行 
材質 本体：ABS樹脂
 台座：天然ゴム
 ピン：ナイロン

D5

ロングヘア ボリュームダウン

ロングヘア

ショートヘア

ボリュームダウン

ロングヘア 硬い毛 柔らかい毛 頭皮ケア

ロングヘア ボリュームアップ

ロングヘア クセ毛 ボリュームダウン 硬い毛

ロングヘア ボリュームダウンロングヘア ボリュームダウン

ロングヘア クセ毛 硬い毛

ロングヘア

ロングヘア 柔らかい毛 頭皮ケア

ボリュームアップ

約一世紀近くに渡り世界50ヶ国以上で販売され、世界中の美容師が支持し続けるデンマンブラシシリーズ。

■   D4 ライトシリーズ

サイズ 全長：230mm
材　質 本体：ABS樹脂　バレル：アルミ
 ピン：ナイロン
※安心の抗菌仕様
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