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お客様の声

switch(福岡市)　Owner stylist　田中 征洋 様

switch(福岡市)　Top stylist　田中 真奈美 様

switch(福岡市)　店長　福元 雄一郎 様

Dragon Clawの金子さんに自分の仕事のやり方、ハサミに対する不満を話すだ

けで的確な提案をいただくことができます。 

 使用中のハサミの状態を見て、どこにどのような負荷がかかっているかを見

極め、少しでも仕事の負荷が減るハサミを提案していただけます。 

 スタッフが初めて持つハサミもオリジナルで一緒に作成していただき、デ

ビュー後もスタイリストの技術に合わせたハサミの提案をしていただけます。 

 ハサミを勧めるのではなく、ハサミが語りかける言葉を読み取り的確な提案し

ていただけるので安心してお任せすることができます。スタッフはもちろん、たく

さんの方にお奨めしています。 

 このハサミに出会ってからカットが倍楽しくなりました♪ 

細かいデザインがしやすく、毎日チョキチョキ可愛いを作らせていただいてます

♡ 

 私の美容師人生の相棒です♡(o^^o) 

 Dragon Clawの金子さんからハサミをオススメしてもらって、仕事のスピードが

格段と上がりました。繊細な仕事もしやすく、デザインの幅も広がりました。 

 金子さんのハサミへの想いもこだわりも半端ないんです！熱い方です！これ

からも最高のハサミをよろしくお願いします！ 
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お客様の声

switch(福岡市)　Hair Stylist　nao 様

switch(福岡市)　Hair Stylist　タカキ ユウコ 様

 いつもDragon Clawの金子さんに相談させていただいて、自分のこだわりを再

現出来るハサミを提案して下さるので安心して使うことが出来ています！ 

 少しずつお気に入りのハサミが増えています！ 

 ハサミの事を何も知らなかったアシスタントの頃から、Dragon Clawの

金子さんは色々な事を親切に教えてくれました。 

 私のするカットに合ったハサミを提案して頂いているので、今までに

仲間になったハサミ達は、どれ一つ欠かす事の出来ない、一つ一つが

個性的で大切な存在です。楽しくデザイン出来るのも金子さんのハサ

ミのおかげです。２ヶ月に一回メンテナンスをして頂けるのも楽しみな

行事の一つです。 

 これからもハサミ共々よろしくお願いします。 

お客様の声　3



ブラントカット

DII  シリーズ
やわらかい切れ味

長さ 5.5 / 6.0 / 6.5 価格（税込） ￥165,000-

DEII  シリーズ
髪一本逃がさず切る

長さ 5.5 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-
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ブラントカット

KDII  シリーズ
しっかり切れるパワー鋏

長さ 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 価格（税込） ￥165,000-

KDII-65F
すごいパワー鋏です！

長さ 6.0 ～ 6.8 価格（税込） ￥180,000-
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ブラントカット

CⅡ KMブレード
セッションオリジナル

長さ 5.0 価格（税込） ￥180,000-

KDII SG シリーズ
髪の毛を一本も逃がさず、使いやすいパワー鋏

長さ 5.5 / 6.0 価格（税込） ￥190,000-
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ブラントカット

VDII シリーズ
使いやすいタイプ

長さ 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 価格（税込） ￥145,000-

DSII シリーズ
細身で狙ったところを切る

長さ 5.5 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-
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ブラントカット

XDII シリーズ
軽くてよく切れる

長さ 5.5 / 6.0 価格（税込） ￥110,000-

HDII
黄金バランスのミニシザー

長さ 5.0 価格（税込） ￥165,000-
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ブラントカット

DPII
パワー重視の設計

長さ 6.0 価格（税込） ￥165,000-

DLII シリーズ
シザーの構造を根本から変えた事により実現した、比類なき切れ味！まさしくモンスター！

長さ 5.5 / 6.0 / 6.5 価格（税込） ￥220,000-
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ブラントカット

DHII
ドライもこなせるオールマイティシザー

長さ 5.5 / 5.8 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-

edge
分厚いパネルも一発で、一本の髪も逃さずに切れる。今までにない切れ味のパワーシザーです。

長さ 5.5 ～ 6.5 価格（税込） ￥190,000-
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ドライカット

DI シリーズ
取り回しの良いドライ用

長さ 5.5 / 5.8 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-

CI シリーズ
特殊なギザ刃加工でなんでもできる

長さ 5.8 / 6.0 / 6.3 / 6.5 価格（税込） ￥180,000-
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ドライカット

DSL シリーズ
超にげる太笹刃

長さ 5.5 / 5.8 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-

DSI シリーズ
エフェクトカット用の細い笹刃

長さ 5.5 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-
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ドライカット

DPI
重さのあるパワー笹刃

長さ 6.0 価格（税込） ￥165,000-

DHI
ヘネシータイプのハンドルでスライドの角度がつけやすい

長さ 5.5 / 5.8 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-
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Ｒシリーズ

R-Cut W
やわらかい曲線のカーブシザー

長さ 5.5 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-

R-Cut
やわらかい曲線のカーブシザー

長さ 5.5 / 6.0 価格（税込） ￥165,000-
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Ｒシリーズ

DCS–R1
デザインを創ることが楽しくなるセニングです。

カット率 15～18％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS–R2
デザインを創ることが楽しくなるセニングです。

カット率 25～30％ 価格（税込） ￥180,000-

Ｒシリーズ　15



Ｒシリーズ

DCS–R3
デザインを創ることが楽しくなるセニングです。

カット率 35～40％ 価格（税込） ￥180,000-
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特殊セニング

adjust 25

カット率 3～5％ 価格（税込） ￥165,000-

adjust 40

カット率 3～5％ 価格（税込） ￥165,000-

櫛刃の先端が業界初の特殊な構造になっており、髪を全く傷めずに梳く事ができます。
とても低いカット率のおかげで、髪の表面はもとより、根梳きで生え際の癖を取ったりもできます。
あとちょっと切りたい、仕上げたい時に最高ですよ。

櫛刃の先端が業界初の特殊な構造になっており、髪を全く傷めずに梳く事ができます。
とても低いカット率のおかげで、髪の表面はもとより、根梳きで生え際の癖を取ったりもできます。
あとちょっと切りたい、仕上げたい時に最高ですよ。



両刃

DCS-3
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 25～30％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS-6
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 18～20％ 価格（税込） ￥180,000-
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両刃

DCS-19F
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 25％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS-21
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 35％ 価格（税込） ￥180,000-
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両刃

DCS-F
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 30～35％ 価格（税込） ￥200,000-

DCS-F3
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 15～20％ 価格（税込） ￥200,000-
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両刃

DCS-26
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 25％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS-35
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 35％ 価格（税込） ￥180,000-
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両刃

DCS-40
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 40％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS-F3L
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 15～18％ 価格（税込） ￥220,000-
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両刃

DCS-FL
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 30～35％ 価格（税込） ￥220,000-

DCS-3L
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 25～30％ 価格（税込） ￥200,000-
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両刃

DCS-F13
抜けが良いトリートメントカット

カット率 80％ 価格（税込） ￥200,000-

DCS-F16
抜けが良いトリートメントカット

カット率 58％ 価格（税込） ￥200,000-
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セニング

DCS-30
切れ味の良い二段刃

カット率 25～30％ 価格（税込） ￥145,000-
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マイクロセニング

DCS-5
特殊加工したギザ刃でどんな角度でも抜ける刃

カット率 90％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS-7
特殊加工したギザ刃でどんな角度でも抜ける刃

カット率 80％ 価格（税込） ￥180,000-
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マイクロセニング

DCS-11
特殊加工したギザ刃でどんな角度でも抜ける刃

カット率 65％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS-13
特殊加工したギザ刃でどんな角度でも抜ける刃

カット率 50％ 価格（税込） ￥180,000-
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マイクロセニング

DCS-16
特殊加工したギザ刃でどんな角度でも抜ける刃

カット率 35～40％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS-19
特殊加工したギザ刃でどんな角度でも抜ける刃

カット率 30％ 価格（税込） ￥180,000-
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マイクロセニング

DCS-22
特殊加工したギザ刃でどんな角度でも抜ける刃

カット率 20～25％ 価格（税込） ￥180,000-
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特殊シザー

青龍刀
8インチ超のパワー

長さ 8.0 価格（税込） ￥200,000-

DCS-24
カット率5％の仕上げ

カット率 5% 価格（税込） ￥145,000-
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レフティ

DⅡ-L
ブラントカット用　やわらかい切れ味

長さ 5.5 / 6.0 / 6.5 価格（税込） ￥180,000-

DCS30-2L
セニング用　切れ味の良い二段刃

カット率 25～30％ 価格（税込） ￥155,000-
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レフティ

DCS16-5L
マイクロセニング用　特殊加工したギザ刃でどんな角度でも抜ける

カット率 35～40％ 価格（税込） ￥180,000-

DCS-F3L
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 15～18％ 価格（税込） ￥220,000-
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レフティ

DCS-FL
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 30～35％ 価格（税込） ￥220,000-

DCS-3L
ラインが全くでないトリートメントカットと呼ばれる手ざわり

カット率 25～30％ 価格（税込） ￥200,000-
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ハンドル

A-38
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)

B-1
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)
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ハンドル

H-1
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)

S-16
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)
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ハンドル

Y-18
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)

Y-18　両ラクダ
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)
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ハンドル

Y-22-1
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)

Y-65
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)
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ハンドル

Y-69
ハンドルは、長さ、角度、薬指、母子、穴の大きさ！どのようにでも、カスタマイズすることができます。

価格（税込） ￥9,000-(一式)
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ドラゴンクロス

ドラゴンクロス
拭くだけでハサミの切れ味が蘇ります。

価格（税込） ￥2,500-
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