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「シゴト」って、何だろう。

例えば、髪を切ったり、パーマを当てたり、カラーをしたり…。

誰かをきれいにして幸せにする仕事が、美容師や理容師です。

美容師になるには、美容学校に通って免許を取得し、アシスタントになって日々練習し技術を高めます。

私たちが担うのは、だれかを笑顔にするために努力している理美容の現場を支えること。

そのために必要な道具を作り、改良し、時には世の中のどこにもないものを“発明”したりもします。

その道具は世の中の潮流を変えてしまうほどの力を持つこともあります。

英国の有名ヘアドレッサー、故ヴィダル・サスーンが愛した「デンマンブラシ」はブローブラシの代名詞に。

2002年に発売を開始したヘアアイロン「DH」は、プロのヘアメイクアップアーティストらに愛され、

カールアイロンは約10年で一般社会に浸透しました。　

今までにはなかった「シゴト」。

ゼロからイチを生み出し、トレンドをつくる　　それが私たちの役割です。
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トレンドを創る会社。

02

社員を大切にし、理美容業界に新風を起こし続ける
グローバルカンパニーグループ

商品発掘
商品開発

商品開発部

ひらめき・アイデア 連携 アドバイス フィードバック より高い完成品へ

連携事業者選択
輸入・輸出

海外事業部

商品テスト
修理

三重工場
試作品テスト
現場の声
使い心地

ヘアサロン
alotta

国内外に普及

営業部

・・・・・・・・・・企業理念・・・・・・・・・・
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社長メッセージ

沿革 Company History Company Profile概要

トリコ インダストリーズは、昭和４７（１９７２）年１月に亡父・村島泰雄

が、大阪で創業しました。トリコは「トリコロール」（三色旗）から。

フランスの英雄・ナポレオンにあこがれ、故郷・広島の戦国武将、

毛利元就の「三本の矢」からヒントを得た父らしい命名でした。

海外への渡航がまだ珍しかった時代に、かばんを一つ抱えて日本を

飛び出し、世界中から取引先を探しました。そうして昭和５５

（1980）年には、当時大ブームを巻き起こしていたデンマンブラシの

日本総代理店となり、理美容界での足場を固めました。

父亡きあとの平成８（１９９６）年、念願だった自社ブランド「アイビル」

を創設。平成１４（2002）年には、業界初のプロ仕様のクリップ式

カールアイロン「アイビルDHセラミックアイロン」を発売し、５年後

には三重県内に自社工場を開設。より確かな製品づくりを可能に

しました。

私たちのDNAは「常に新しい可能性を考える」ことです。平成２８

（２０１６）年には、全国で初めて、個室型サロンとサロン専売品

ショップの大型融合店を東京・吉祥寺に開設し、新しいサロン経営

の可能性を追求しています。

創業からの開拓者精神を受け継ぎ、失敗を恐れず挑戦を続け、

常に進化しながら、私たちは次なるトレンドを創造します。

代表取締役　村島 有治
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1972年1月

1975年5月

1980年5月

1989年1月

1993年5月

1994年12月

1996年7月

2002年4月

2003年8月

2005年2月

2005年11月

2007年5月

2007年10月

2010年11月

2013年1月

2015年12月

2016年4月

名称

所在地

代表

創業

設立

資本金

取引金融機関

事業内容

主な取扱商品

主な取引地域

支店

ヘアサロン

大阪市福島区にトリコ インダストリーズ創業、

代表者 村島泰雄

（株）トリコ インダストリーズ設立、

資本金3,000,000円

代表取締役 村島泰雄 就任

デンマンインターナショナル日本総代理店

本社ビル大阪市浪速区塩草3-6-15に建設

資本金10,000,000円に増資する

代表取締役 村島かつみ 就任

オリジナルブランド「AIVIL(アイビル)」創設

カールアイロン「アイビル DHセラミックアイロン」

発売開始

本社ビルを大阪市浪速区桜川2-9-4に移転

取締役会長 村島かつみ 就任

代表取締役社長 村島有治 就任

ヘアアイロンを使ったフォトコンテスト

「第１回ホットヘアデザインフォトコンテスト」開始

三重県伊勢市に三重工場を開設

公式ショッピングサイト アイビル楽天市場店 開設

公式ショッピングサイト アイビルオンライン 開設

東京支店 開設

カールアイロン「アイビル D2アイロン」販売開始

個室美容室＆サロン専売品

ヘアサロン alotta吉祥寺 開設

株式会社トリコ インダストリーズ

〒556-0022 大阪市浪速区桜川2丁目9番4号

TEL.06-6568-0731　FAX.06-6568-0145

代表取締役社長　村島 有治

1972年1月

1975年5月

10,000,000円

三菱UFJ銀行 難波支店

三井住友銀行 難波支店

みずほ銀行 難波支店

りそな銀行 桜川支店

理美容専門商社、理美容雑貨及び家電メーカー、美容業

●デンマンブラシ総代理店

●オリジナルブランド「ＡＩＶＩＬ（アイビル）」「シーマ」の

　企画製造販売

●ショップ併設型美容室の経営・国内向けメーカー直営

　ＥＣサイト運営

ヘアアイロン、ブラシ、ドライヤー、カットマネキン、アイラッシュ、

日本製ハサミ、グローブ、ノーズワックスなど

主な取引地域は、国内、米国、英国、中国など

●東京支店

　〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-9-13

　喜多重ビル3F

　TEL.03-6418-6650　FAX.03-6418-6656

●三重工場

　〒516-0002 三重県伊勢市馬瀬町1107

　TEL.0596-31-2230　FAX.0596-36-8150

●アロッタ吉祥寺

　〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-17-7

　TEL.0422-27-5321

　【販売スペース】 TEL.0422-27-5091
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Product development and
Quality control
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東京・表参道

海外事業部

三重工場

トリコ インダストリーズでは商品開発と品質管理には特に力を入れています。

例えばプロ愛用のロングセラー美容機器ブランド「アイビル」は、髪型に自信が持て、それだけで毎日が輝きだす

ような喜びを、すべての女性へ届けたい、という思いから生まれました。

今では数多くのスタイリストやモデルからも支持を集め、業界紙や女性誌、TVCMなどの現場で広く愛用されて

います。その秘密は、圧倒的な品質へのこだわり。機能にも操作性にも一切の妥協を許さない開発姿勢。

第一線のプロに選ばれ続ける確かな品質を求めて、今日も新たな商品開発という挑戦を続けています。

美容師の聖地と呼ばれる東京・表参道で、

最先端の流行をキャッチしながら、海外

事業部に新製品のアイデアを提供。

試作品のテストやサンプル提供などを

通じて、広報PR・市場調査などを担当

します。理美容師及び理美容学生に商材

選びのアドバイスやサロン運営の相談、

営業活動を担います。

ドライヤーやヘアアイロンといった美容

家電だけでなく、カラー用グローブや

ホイル、ブラシやコーム、ハサミなど

理美容金物・雑貨商材は数百種に及び

ます。国内外の理美容師のニーズをくみ

取り、世界各国の展示会などを訪れ新商品

の発掘と企画を行います。理美容の現場

がより便利に、より良くなるように日々

アンテナを張り巡らせています。

国産ヘアアイロンの製造と、海外製品の

検査と修理を行っています。三重工場の

前身は、国産ヘアアイロンのパイオニア

「シーマ電器産業（島産機）」。

三重県南島町（現・南伊勢町）にあった

工場を、２００７（平成19）年に移転。

国産アイロンの技術と信頼を海外製品に

も生かしています。

[商品開発・品質管理]
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トリコ インダストリーズは、様々なイベントに積極的に参加し、優れた実績を残しています。

東京ガールズコレクションや有名アーティストによる弊社商品使用はもちろん、

業界での認知度は100％といっても過言ではありません。

そんなトリコ インダストリーズの活動、活躍の一部をご覧ください。

2005年に開始したフォトコンテスト「ホットヘア

デザインフォトコンテスト」では、ヘアアイロンの技術

向上を目指し、傑出したヘアデザインを募集。毎年

優れたヘアアーティストを選出し、表彰しています。

Performance
[実績]
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DHセラミックアイロン D2アイロン

FDストレートアイロン
トラディショナルシリーズＤ３ Ｄ８０ クッションブラシ Ｄ８3 パドルブラシトラディショナルシリーズＤ４

サボテン ノーズワックス
サロン導入セット

サボテン ノーズワックス
プラス

サボテン ノーズワックス
ホームケアセット

ブラックグローブ

プラスチックグローブ

ビューティロンググローブカラーグローブ

キャリーブラシアイロン
とかすだけでまとまる。持ち歩きに便利な
折り畳み式ブラシアイロン

ツーウェイタンバルアイロン
初めてでも安心。片手で簡単にストレート、
ワンカールが作れるクリップ式アイロン

キャンディー　カーラー
パソコンやスマホで充電。どこでもクルンと
巻けるＵＳＢ加熱式カーラー

一般販売商品

ヘアアイロン

エンボスカットホイル エコホイル シャンプークッション もちマロ
カラー

フラットラッシュ 先丸ツイザー グル （̶プロフェッショナル）
アイラッシュ

スタジオバッグ スタンドブラシケース

販売ブランド掲載書籍の一部メイクケース

「アイビル」は、プロ愛用のロングセラー美容機器ブランド。
数多くのスタイリストやモデルからも支持を集め、
業界紙や女性誌、TVCMなどの現場で広く愛用されています。

約１世紀にわたり、世界５０カ国以上で販売され、世界中の美容師に愛用されるブローブラシ。
ボブ・スタイルを初めて世に出した故ヴィダル・サスーンが愛したデンマンブラシは、
ブローブラシの原型として根強い人気を誇ります。

安心安全の「ストッパー付専用スティック」がついて、鼻の奥部までの挿し込み防止。
日本製ワックスを使った新脱毛習慣「アイビルサボテンノーズワックス」はサロンの
オプションメニューとして普及しています。

満足度は信頼の証！　操作性と耐久性の良さは折り紙付き。
ロングセラーで愛されるオカモトグローブ。

Brand
[販売ブランド]
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海外事業部

K.N

入社1年目から様々な仕事を経験できます。
海外の展示会で新商品のアイデアやヒントを見つけ、国内用に商品を企画するのが主な仕事です。

商品づくりの方向性や先方との商談など、全て一人で担当することも。手がけた商品が、実際に販売

されているのを見ると嬉しいし、やりがいを感じます。

アイビルは、美容師さんたちの手助けになる、愛される商品を出し続けている美容界の有名ブランド。

入社１年目から幅広く任され、先輩から「何でもやってみなはれ！」と背中を押され続けることが、自分の

力になっています。

トリコ インダストリーズを語る上で、社員の存在は欠かせません。

彼らの飾ることのない、率直な思いをぜひお聞きください。

2017年
入社

海外事業部

T.K

年に3、4回ほどの海外出張は色んな意味で楽しい。
輸出入の実務を主に担当しています。海外出張は年に３、４回ほど。中国や米国の展示会では、

これまで取引のなかった国や地域の人 と々出会えます。

取引が大きくなれば、自分で現地に行くこともできますから、公私混同と言われても楽しみですね！

美容界は女性が多いイメージですが、取引先の担当者は男性が多く、誰もが活躍できます。プロ用から

一般家電まで取り扱う商品が多いので、少しでも海外に販路を広げていきたいです。

2014年
入社

東京支店

M.T

元美容師。弊社には憧れて入社しました。
もともと美容師だったこともあり、美容師の３種の神器とも呼ばれるデンマンブラシ、DHアイロンを扱う

会社にあこがれて転職しました。

入社後は、美容の知識を生かして、D２アイロンの開発などを担当。海外出張の機会にも恵まれ、世界の

美容界の現状を知ることができました。これからは、デンマンブラシの良さをもっと日本の若い人たちに

広め、日本の美容道具の素晴らしさを、世界に広めたいです。

2013年
入社

アロッタ美容師・ヘアメイク　着付け師

O.E

美容の知識が自然に身に付く職場です。
アロッタでは、ショップとサロンで扱っている商品が非常に多く、新しい商材もいち早く取り入れているの

で自然と美容の知識を増やすことのできる職場です。

ショップでは、髪や頭皮の状態に悩むお客様にぴったりのシャンプーやトリートメントを選び、『良かった』と

言われることにやりがいを感じています。

また、サロンは個室なので、おひとりおひとりに丁寧に接客でき、お客様に合わせた雰囲気づくりができま

す。浮き沈みの激しいといわれる美容業界ですが、育児休業などの制度も整っていて、男女ともに結婚

や出産などライフステージに合わせて働ける安心感があります。

2017年
入社

Voice
[社員の声]
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アロッタのコンセプト 販売スペース

全室個室型の10室を構え、家族連れや働く女性など様々なライフスタイルの

方にもゆっくり寛いでもらえるプライベートスペースを実現。

まるでホテルのコンシェルジュのような「スタイリストソムリエ」が常駐し、お客様

のアテンドの他に、ご希望に合わせて、最適なスタイリストをご提案します。

元々住居を改修して10室の個室型美容室を作っています。日当たりがよく、庭を眺めながら自室にいるようにリラックスできる美容室です。

レセプションによるカウンセリングを行っています。

ご要望をお伺いした後、スタイリストをご提案させて

頂きます。

美容室で扱う商材選びは、東京都内の有名美容

学校の元講師らが担い、お客様に本当に必要とさ

れるサービスの実現を目指しています。

美容室で扱う商材と同じものを

一般の方にも販売しております。

プロが愛用する品質をぜひ体感

してください。

皆様のご来店をスタッフ一同、

お待ちしております。

お客様の目元をカバーする「ふわっとアイマスク」等

の商品は、スタイリストの声から生まれました。ニーズ

をくみ取り、商品化に活かす試みを続けています。

アイビルの「AIVIL Ｄ２デジタル ディスプレイ アイ

ロン」を使い、スタイリングするスタイリスト。

美容室スペースには、都内の大手美容学校の元講師、一流スタイリストらが

監修した個室型は1人用個室と2人用個室を用意。

スタイリストソムリエによる個別カウンセリングとアテンドの充実で様々な

顧客層に対応する「アロッタならではのお客様目線に立ったサービス」を

実現させました。

個室美容室＆サロン専売品 ヘアサロン alotta（アロッタ）吉祥寺
〒180－0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町2-17-7（フォルムトミノ吉祥寺1F）　http://www.alotta-hair.com/
●フリーダイアル：0120-900-533　●サロン TEL：0422-27-5321　●販売スペース TEL：0422-27-5091（商品のお問い合わせはこちらから）

サロン 営業時間
平日・土曜日　[ OPEN ] 10:00　　[ 最終受付 ]　カット 19:00　カット＋カラー or カット＋パーマ 18:30　カット＋カラー＋パーマ 17:00
日曜日・祝日　[ OPEN ] 10:00　　[ 最終受付 ]　カット 18:00　カット＋カラー or カット＋パーマ 17:00　カット＋カラー＋パーマ 16:00

販売スペース 営業時間　10:00～19：30　CLOSED 月曜日（祝日、当社指定日を除く）

CONCEPT

アロッタはヘアサロンとショップが融合した、トリコ インダストリーズがプロデュースするサロンです。

日常の疲れを忘れて、隠れ家のような癒しの空間と贅沢な時間を演出。

一度お席に座ると移動を一切しなくて良いチェアを採用したり、他のお客様を気にせずリラックスできる快適な個室。

ベビーカーも一緒に入れる広い空間のお部屋もご用意。

また、どのお部屋にも収納を完備しております。

SHOP
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