deeds product Scissors / ディーズプロダクト プロフェッショナルシリーズ

deeds product Scissors / ディーズプロダクト プロフェッショナルシリーズ

硬度の高いコバルトV10を採用したシザーシリーズ

硬度の高いコバルトV10を採用したシザーシリーズ

高級素材コバルトV10を使った硬度が高く、耐摩耗性が高いコバルトシリーズ。

高級素材コバルトV10を使った硬度が高く、
耐摩耗性が高いコバルトシリーズ。

スパッとした切れ味が自慢のシザー

スパッとした切れ味が自慢のシザー

ストレスなくサクサク切れる
安心の立体ハンドルシザー

2段刃の立体ハンドル

3段刃の立体ハンドル

2段刃セニングイメージ
転がる
転がる

細部の仕様、
パーツがより高品質
一日何千回と繰り返される開閉を
スムーズにサポートします。
▲

GTVシザー

GTVシザー

GTV2段刃セニング

5.5・6.0インチ

6.5・7.0インチ

6.0インチ/ 25%前後

6.0インチ/ 35%前後

販売価格

販売価格

販売価格

26,800円(税別)

販売価格

28,800円(税別)

■ブラント、
チョップカット ウェット、
ドライどちらも可

■ブラント、
チョップカット ウェット、
ドライどちらも可

■5.5インチ 寸法 全長 165㎜ 刃渡り 65㎜ 重さ 49g

■6.5インチ 寸法 全長189㎜ 刃渡り 85㎜ 重さ 62g

■6.0インチ 寸法 全長 175㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 49g

■7.0インチ 寸法 全長196㎜ 刃渡り 94㎜ 重さ 68g

■材質 コバルト合金 コバルトV10

■材質 コバルト合金 コバルトV10

持ちやすいハンドルで疲れにくく毎日のお仕事をサポートします。
ブラント用のシザーでスパッとした切れ味が自慢のシザーです。

持ちやすいハンドルで疲れにくく毎日のお仕事をサポートします。
ブラント用のシザーでスパッとした切れ味が自慢のシザーです。

刃先が細く、
カットラインが見やすい

刃先が細く、
カットラインが見やすい

▲

開閉がしやすく、
優れたフィット感

剣刃の構造について

GTV3段刃セニング

26,800円(税別)

26,800円(税別)

■スキ率25％前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率35％前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■6.0インチ 寸法 全長 176㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 65g

■6.0インチ 寸法 全長 176㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 65g

■材質 コバルト合金 コバルトV10

■材質 コバルト合金 コバルトV10

通常のセニングに比べて2段刃で髪の毛を逃しながらカットを
しますので微妙な調整が可能になります。

通常のセニングに比べて3段刃で髪の毛を逃しながらカットを
しますので微妙な調整が可能になります。

逃がしながら切るという新感覚の 2 段刃セニング

2段刃のメガネセニング

3段刃のメガネセニング

3段刃セニングイメージ

すっと抜け、カットラインが出にくいセニングです。

転がる

ベアリング

転がる

下の図にあるように、
刃の角度が付く事により、
刃に伝わる力が強くなり、
髪の毛を逃がさずに

転がる

しっかりとカットが出来ます。
力の伝わり方
GTVソードシザー

GTVソードシザー

GDV2段刃セニング

GDV3段刃セニング

5.5・6.0インチ

6.5・7.0インチ

6.0インチ

6.0インチ

販売価格

26,800円(税別)

販売価格

28,800円(税別)

真っすぐダイレクトに伝わる

剣刃に比べ力が逃げる

販売価格

26,800円(税別)

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

販売価格

26,800円(税別)

■ブラント、
チョップカット ウェット、
ドライどちらも可

■刈上げ、
粗刈り ウェット、
ドライどちらも可

■5.5インチ 寸法 全長 166㎜ 刃渡り 68㎜ 重さ 53g

■6.5インチ 寸法 全長188㎜ 刃渡り 85㎜ 重さ 62g

■6.0インチ 寸法 全長 176㎜ 刃渡り 77㎜ 重さ 57g

■7.0インチ 寸法 全長196㎜ 刃渡り 94㎜ 重さ 65g

■材質 コバルト合金 コバルトV10

■材質 コバルト合金 コバルトV10

■材質 コバルト合金 コバルトV10

■材質 コバルト合金 コバルトV10

刃先が細くなっておりカットラインが見やすい形状です。
カットをする面積が広いので荒刈り、刈上げに適しています。

刃先が細くなっておりカットラインが見やすい形状です。
カットをする面積が広いので荒刈り、
刈上げに適しています。

メガネタイプのハンドルで、
正刃、
逆刃の裏表使えて便利です。
通常のセニングと異なり、
2段刃で髪の毛を逃しながらカットを
しますので微妙な調整が可能になります。

メガネタイプのハンドルで、
正刃、
逆刃の裏表使えて便利です。
通常のセニングと異なり、
3段刃で髪の毛を逃しながらカットを
しますので微妙な調整が可能になります。

立体ハンドルのワイドシザー

オフセットのストレートシザー

■6.0インチ 寸法 全長 165mm 刃渡り 75mm 重さ 57g

ベアリング内蔵

■6.0インチ 寸法 全長 165mm 刃渡り 74mm 重さ 55g
ガタガタにならない「逃がしながら」カットする 2 段セニング。
スキ率も 1 本でマルチにこなす 25％前後となっております。

豊富なバリエーションの中から用途、鋼材、仕様の違いに応じて最適な商品をお選びください。

ネジ穴部分にベアリングを内蔵しているので、
スムーズな開閉が出来る様になっています。

■スキ率35%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

プロフェッショナルライン

パフォーマンスライン

ベーシックライン

硬さ
粘さ
対靭性

GTVワイドシザー

GJVシザー

6.0インチ

6.5・7.0インチ

販売価格

26,800円(税別)

販売価格

28,800円(税別)

■スライド、
ストロークカット ウェット、
ドライどちらも可

■刈り上げ、荒刈り ウェット、
ドライどちらも可

■6.0インチ 寸法 全長 175㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 63g

■6.5インチ 寸法 全長 180㎜ 刃渡り 85㎜ 重さ 55g

■材質 コバルト合金 コバルトV10

■7.0インチ 寸法 全長 186㎜ 刃渡り 93㎜ 重さ 64g

刃がとても鋭くサクっとした切れ感にパワーを感じます。
刃持ちも良く、末永くお使い頂けるシザーです。

■材質 コバルト合金 コバルトV10

1

切れ味が長持ち
切れ味や切れ感がソフト
コストパフォーマンス

刈り上げ、
荒刈りに適しています。
ドライ、
ウェットどちらにも
対応可です。
※お客様のお断りなしに価格、仕様等を変更する場合がございますのでご了承下さい。
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deeds product Scissors / ディーズプロダクト パフォーマンスシリーズ

deeds product Scissors / ディーズプロダクト パフォーマンスシリーズ

硬度の高いステンレス炭素鋼440Cを採用したシザーシリーズ

硬度の高いステンレス炭素鋼440Cを採用したシザーシリーズ

自信と実績のベストセラーシリーズ。世界の最高級と謳われたステンレス炭素鋼440Cを採用したシリーズ。

自信と実績のベストセラーシリーズ。世界の最高級と謳われたステンレス炭素鋼440Cを採用したシリーズ。

安心の立体ハンドルシザー

安心の立体ハンドルシザー

ストレス無くサクサク切れる
安心の立体ハンドル

オフセットハンドルのベーシックシザー プレートネジのベーシックロングシザー ベーシックなメガネシザー

人差し指、
中指もしっかりとフィットします。
自然にハンドルが握れる様に設計。
疲れにくく、
スムーズな開閉を行えます。

▲

▲

GTZシザー

GTZシザー

GJZシザー

GJZシザー

5.5インチ 6.0インチ

6.5インチ 7.0インチ

5.5・6.0インチ

6.5・7.0インチ

販売価格

販売価格

販売価格

14,800円(税別)

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可

■5.5インチ 寸法 全長 165㎜ 刃渡り 65㎜ 重さ 49g

■6.5インチ 寸法 全長 183㎜ 刃渡り 82㎜ 重さ 54g

■6.0インチ 寸法 全長 175㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 58g

■7.0インチ 寸法 全長 189㎜ 刃渡り 89㎜ 重さ 61g

▲

12,800円(税別)

動刃（親指）
の指穴も開閉しやすい形状にしました。

12,800 円（税別）

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可

AMシザー

14,800 円（税別）

販売価格

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可

■5.5インチ 寸法

全長160㎜

刃渡り65㎜

重さ 51g

■6.5インチ 寸法

全長182㎜

刃渡り85㎜

■6.0インチ 寸法

全長170㎜

刃渡り75㎜

重さ 55g

■7.0インチ 寸法

全長187㎜

刃渡り100㎜

5.0インチ
販売価格

12,800円(税別)

■ブラント、
チョップカット
重さ 63g
重さ 70g

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

フィット感に優れ、長時間使用しても疲れにくい立体ハンドルを
使用し、
スパッとした切れ味のシザーです。

フィット感に優れ、
長時間使用しても疲れにくい立体ハンドルを
使用し、
スパッとした切れ味のシザーです。

ベーシックなオフセットハンドルシザーです。サクッとした切れ味が特徴の
ブラント用シザーです。
シザーは裏スキもとてもきれいに仕上げました。

ベーシックなオフセットハンドルシザーです。サクッとした切れ味が特徴の
ブラント用シザーです。
シザーは裏スキもとてもきれいに仕上げました。

■5.0インチ 寸法

ウェット、
ドライどちらも可

全長146㎜

立体ハンドルのワイドシザー

変形型オフセットハンドル

ベーシックなメガネシザー

メガネハンドルのワイドシザー

カーブシザー

GTZソードシザー

GTZワイドシザー

GUZシザー

GDZシザー

GDZワイドシザー

GDZカーブシザー

5.5インチ 6.0インチ

6.0インチ

5.5・6.0インチ

5.5・6.0インチ

6.0インチ

販売価格

販売価格

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可

12,800円(税別)

■スライド、
ストロークカット ウェット、
ドライどちらも可

販売価格

12,800円(税別)

■ブラント、
チョップカット ウェット、
ドライどちらも可

販売価格

12,800円(税別)

■ブラント、
チョップカット

ウェット、
ドライどちらも可

販売価格

12,800円(税別)

重さ 37g

正刃・逆刃の裏表が使えるメガネハンドルを採用した
ブラント用シザーです。

カットラインが見やすいソードシザー

15,800円(税別)

刃渡り55㎜

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

6.0インチ
販売価格

12,800円(税別)

■スライド、
ストロークカット ウェット、
ドライどちらも可

■スライドカット、
ストロークカット ウェット、
ドライどちらも可
■6.0インチ 寸法

■5.5インチ 寸法 全長 154㎜ 刃渡り 65㎜ 重さ 48g

■6.0インチ 寸法 全長 175㎜ 刃渡り 73㎜ 重さ 63g

■5.5インチ 寸法 全長 161㎜ 刃渡り 66㎜ 重さ 52g

■5.5インチ 寸法

全長153㎜

刃渡り65㎜

重さ 51g

■6.0インチ 寸法

■6.0インチ 寸法 全長 173㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 52g

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■6.0インチ 寸法 全長 171㎜ 刃渡り 74㎜ 重さ 53g

■6.0インチ 寸法

全長165㎜

刃渡り75㎜

重さ 53g

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

毛を逃しながらカットができるので、柔らかいカットラインが
叶います。

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

変形オフセットハンドルで静刃がきちっとホールドされることで
手がブレにくく安定したカットを行う事ができます。

ブラントメインのベーシックなメガネシザーです。
クセのない形状で1丁は持っておきたいシザーです。

毛を逃しながらカットができるので、
柔らかいカットラインが
叶います。

刃先が上向きに湾曲しているので、
ストロークカットがしやすく
安全にカットが行えます。

刃先が丸くなっておりカットラインが見やすい人気の形状になって
います。

全長165㎜

刃渡り73㎜

重さ 62g

全長163㎜

刃渡り73㎜

重さ 50g

変形型オフセットハンドル

変形型オフセットハンドルの
ワイドシザー

オフセットハンドル

大人可愛いピンクゴールド

大人可愛いピンクゴールド

スタイリッシュなブラックシザー

GUZソードシザー

GUZワイドシザー

GMZシザー

GTZピンクゴールドチタン シザー

GDZピンクゴールドチタン シザー

GDZブラックチタン シザー

5.5インチ 6.0インチ

6.0インチ

5.5・6.0インチ

5.5・6.0インチ

5.5・6.0インチ

5.5・6.0インチ

販売価格

販売価格

15,800円(税別)

12,800円(税別)

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可

■スライド、
ストロークカット ウェット、
ドライどちらも可

■5.5インチ 寸法 全長 160㎜ 刃渡り 66㎜ 重さ 56g
■6.0インチ 寸法 全長 171㎜ 刃渡り 74㎜z重さ 59g
■材質 ステンレス炭素鋼440C

毛を逃しながらカットができるので、柔らかいカットラインが
叶います。

刃先が丸くなっておりカットラインが見やすい人気の形状です。
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販売価格

12,800円(税別)

販売価格

15,800 円（税別）

販売価格

15,800 円（税別）

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可

販売価格

15,800 円（税別）

■ブラント、チョップカット ウェット、ドライどちらも可

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可

■6.0インチ 寸法 全長 169㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 59g

■5.5インチ 寸法 全長 160㎜ 刃渡り 65㎜ 重さ 51g

■5.5インチ 寸法

全長165㎜

刃渡り65㎜

重さ 49g

■5.5インチ 寸法

全長155㎜

刃渡り62㎜

重さ 45g

■5.5インチ 寸法

全長153㎜

刃渡り65㎜

重さ 45g

■材質 コバルト合金 コバルト V10

■6.0インチ 寸法 全長 165㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 55g

■6.0インチ 寸法

全長176㎜

刃渡り75㎜

重さ 62g

■6.0インチ 寸法

全長167㎜

刃渡り72㎜

重さ 49g

■6.0インチ 寸法

全長165㎜

刃渡り75㎜

重さ 54g

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

ブラントメインのシザーですが、
スライド、
ストロークなどもにも
対応するマルチな形状をしております。

塗装仕上げやアルマイトではなく、
蒸着で硬度の高いチタンを
コーティングしております。

塗装仕上げやアルマイトではなく、
蒸着で硬度の高いチタンを
コーティングしております。

塗装仕上げやアルマイトではなく、
蒸着で硬度の高いチタンを
コーティングしております。

※お客様のお断りなしに価格、仕様等を変更する場合がございますのでご了承下さい。

■ブラント、
チョップカット、
ウェット、
ドライどちらも可
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deeds product Scissors / ディーズプロダクト パフォーマンスシリーズ

deeds product Scissors / ディーズプロダクト パフォーマンスシリーズ

硬度の高いステンレス炭素鋼440Cを採用したセニングシリーズ

硬度の高いステンレス炭素鋼440Cを採用したセニングシリーズ

自信と実績のベストセラーシリーズ。世界の最高級と謳われたステンレス炭素鋼440Cを採用したシリーズ。

自信と実績のベストセラーシリーズ。世界の最高級と謳われたステンレス炭素鋼440Cを採用したシリーズ。

R刃形状の立体ハンドルシザー

角度によってスキ率が変わる

安心の立体ハンドルシザー

２段刃形状オフセットハンドル

GTZ630Rセニング

GTZ630RAセニング

GTZ640Rセニング

6.0インチ/10〜15％前後

6.0インチ/ 15%〜20％前後

6.0インチ/ 20％前後

販売価格

販売価格

販売価格

12,800円(税別)

■スキ率10〜15%前後 ※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

12,800 円（税別）

■スキ率15%〜20％前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

12,800円(税別)

■スキ率20%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

プレートネジのベーシックセニング

R刃形状のメガネシザー

GMZ2段刃セニング

GJZ640RVセニング

GDZ630Rセニング

6.0インチ/ 25％前後

6.0インチ/25％前後

6.0インチ/10〜15％前後

販売価格

販売価格

販売価格

12,800 円（税別）

12,800 円（税別）

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

12,800円(税別)

■スキ率10〜15%前後 ※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■6.0インチ 寸法 全長 170㎜ 刃渡り 72㎜ 重さ 56g

■6.0インチ 寸法 全長 170㎜ 刃渡り 72㎜ 重さ 56g

■6.0インチ 寸法 全長 170㎜ 刃渡り 72㎜ 重さ 56g

■6.0インチ 寸法 全長 168㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 59g

■6.0インチ 寸法 全長 168㎜ 刃渡り 70㎜ 重さ 53g

■6.0インチ 寸法 全長 168㎜ 刃渡り 74㎜ 重さ 55g

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

櫛刃の形状が湾曲しており、
角度がついています。
また、櫛刃の間隔を広くすることにより抜けが良く、
スキ率は低めの
10〜15％前後となっていて、
ロングの毛量調整等にお使い頂けます。

櫛刃の形状が湾曲しており角度が付いていてるため髪の抜け感がよく、
フラット刃なのでスライドするようにカットをしたり、入れる角度によって
毛量調整が可能です。

櫛刃の形状が湾曲しており、
角度が付いています。
また、櫛刃の間隔を広くする事により、抜けが良くハンドルも
立体ハンドルになっており手にフィットします。

通常のセニングに比べて2段型階段刃で髪の毛を逃しながらカットを
しますので微妙な調整が可能になります。

フィット感の優れた立体ハンドルで、
毎日のお仕事をサポートします。

櫛刃の形状が湾曲しており、
角度がついています。
また、
櫛刃の間隔を広くすることにより抜けが良く、
スキ率は低めの
10〜15％前後となっていて、
ロングの毛量調整等にお使い頂けます。

2段刃形状の最新型立体ハンドル

3段刃形状の最新型立体ハンドル

R刃形状の変形オフセットシザー

2段刃のメガネハンドル

3段刃のメガネハンドル

15目の溝無しセニング

GTZ2段刃セニング

GTZ3段刃セニング

GUZ630Rセニング

GDZ2段刃セニング

GDZ3段刃セニング

ZV15Tセニング

6.0インチ/ 25%前後

6.0インチ/ 35%前後

6.0インチ/10〜15％前後

6.0インチ/ 25％前後

6.0インチ/ 35％前後

6.0インチ/50％前後

販売価格

販売価格

販売価格

販売価格

販売価格

販売価格

12,800円(税別)

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

12,800 円（税別）

12,800円(税別)

12,800円(税別)

12,800円(税別)

12,800円(税別)

■スキ率35%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率10〜15%前後 ※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率25％前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率 35％前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率 50％前後※毛量や使い方によりスキ率は変わります。
■6.0インチ 寸法 全長 170㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 61g

■6.0インチ 寸法 全長 176㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 62g

■6.0インチ 寸法 全長 172㎜ 刃渡り 73㎜ 重さ 57g

■6.0インチ 寸法 全長170㎜ 刃渡り 73㎜ 重さ 57g

■6.0インチ 寸法 全長 168㎜ 刃渡り 74㎜ 重さ 55g

■6.0インチ 寸法 全長 168㎜ 刃渡り 74㎜ 重さ 55g

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

逃がしながら切るという新感覚の2段刃セニング。
すっと抜け、
カットラインがでにくいセニングです。

微妙な調整が可能になります。
スキ率は35%前後で、
ショートカットや刈り上げ、
荒刈りのぼかしなどに便利です。

櫛刃の形状が湾曲しており、
角度がついています。
また、櫛刃の間隔を広くすることにより抜けが良く、
スキ率は低めの
10〜15％前後となっていて、
ロングの毛量調整等にお使い頂けます。

通常のセニングに比べて2段型階段刃で髪の毛を逃がしながらカットを
しますので微妙な調整が可能になります。

通常のセニングに比べて3段型階段刃で髪の毛を逃がしながらカットを
しますので微妙な調整が可能になります。

溝無しタイプで抜けが良く、
粗刈り、
刈上げはもちろん抜けが
良いのでスライドするように毛量調節も可能です。

２段刃形状変形型オフセットハンドル

3段刃形状変形型オフセットハンドル

２段刃形状オフセットハンドル

大人可愛いピンクゴールド

大人可愛いピンクゴールド

スタイリッシュなブラックセニング

ベアリング

GUZ2段刃セニング

GUZ3段刃セニング

GJZ630CT

GTZピンクゴールドチタンセニング

GDZピンクゴールドチタンセニング

GDZブラックチタンセニング

6.0インチ/ 25％前後

6.0インチ/ 35％前後

6.0インチ/ 25％前後

6.0インチ/25％前後

6.0インチ/25％前後

6.0インチ/25％前後

販売価格

販売価格

販売価格

販売価格

販売価格

販売価格

12,800 円（税別）

12,800 円（税別）

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率35%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

12,800 円（税別）

15,800 円（税別）

15,800 円（税別）

15,800 円（税別）

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。
■6.0インチ 寸法 全長 167㎜ 刃渡り 70㎜ 重さ 58g

■6.0インチ 寸法 全長 171㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 63g

■6.0インチ 寸法 全長 172㎜ 刃渡り 73㎜ 重さ 57g

■6.0インチ 寸法 全長 170㎜ 刃渡り 73㎜ 重さ 59g

■6.0インチ 寸法 全長 170㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 62g

■6.0インチ 寸法 全長 165㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 49g

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

■材質 ステンレス炭素鋼440C

変形オフセットハンドルで静刃がきちっとホールドされることで
手がブレにくく安定したカットを行う事ができます。

変形オフセットハンドルで静刃がきちっとホールドされることで
手がブレにくく安定したカットを行う事ができます。
櫛刃の形状が階段状になっていますので、
スムーズに抜け、
カットラインも目立ちにくい優れた商品です。

通常のセニングに比べて2段刃で髪の毛を逃しながらカットをしますので
微妙な調整が可能になります。
今までのセニングに比べて抜けがとても良くなっています。

塗装仕上げやアルマイトではなく、
蒸着で硬度の高いチタンを
コーティングしております。付着力が強く傷がつきにくい為、
色が剥げることがありません。

塗装仕上げやアルマイトではなく、
蒸着で硬度の高いチタンを
コーティングしております。付着力が強く傷がつきにくい為、
色が剥げることがありません。

塗装仕上げやアルマイトではなく、
蒸着で硬度の高いチタンを
コーティングしております。付着力が強く傷がつきにくい為、
色が剥げることがありません。
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※お客様のお断りなしに価格、仕様等を変更する場合がございますのでご了承下さい。
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deeds product Scissors / ディーズプロダクト ベーシックシリーズ

deeds product Scissors / ディーズプロダクト ベーシックシリーズ

本格鋼材ステンレス炭素鋼を採用したシザーシリーズ

本格鋼材ステンレス炭素鋼を採用したセニング/レフティシリーズ

本格鋼材ステンレス炭素鋼を採用し、
プロの美容師、理美容師様に向けたベーシックなシリーズ

本格鋼材ステンレス炭素鋼を採用し、
プロの美容師、
理美容師様に向けたベーシックなシリーズ

立体ハンドルベーシックシザー

XXAシザー 5.5・6.0インチ
（立体ハンドルベーシックシザー）

販売価格

7,800円(税別)

立体ハンドルベーシックシザー

XXBシザー 5.5・6.0インチ

XXAシザー 6.5・7.0インチ
（立体ハンドルベーシックシザー）

販売価格

スタンダードなオフセットハンドル

販売価格

スタンダードなオフセットハンドル

XXB640Iセニング

XXB640IVセニング

（ベーシックセニング 20％）

（ベーシックシザー）

9,800円(税別)

スタンダードなオフセットハンドル

7,800円(税別)

販売価格

XXC630IVセニング

（ベーシックセニング 35％）

7,800円(税別)

販売価格

メガネハンドルベーシックセニング

7,800円(税別)

6.0インチ/ 25%前後

7,800円(税別)

販売価格

■ウェット、
ドライどちらも可

■ウェット、
ドライどちらも可

■5.5インチ 寸法 全長 161㎜ 刃渡り 66㎜ 重さ 54g

■6.5インチ 寸法 全長 175㎜ 刃渡り 80㎜ 重さ 58g

■5.5インチ 寸法 全長153㎜ 刃渡り 63㎜ 重さ 47g

■スキ率

■6.0インチ 寸法 全長 170㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 57g

■7.0インチ 寸法 全長 192㎜ 刃渡り 98㎜ 重さ 63g

■6.0インチ 寸法 全長165㎜ 刃渡り 75㎜ 重さ 51g

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

オフセットハンドルタイプのシンプルなデザインなので、
どんな手にも馴染むモデルです。

オフセットハンドルタイプのシンプルなデザインなので、
どんな手にも馴染むモデルです。

刃の形状がR刃になっていますので、
抜け感がよく使いやすいセニングです。
メガネハンドルを採用し指掛けが取外しできるタイプです。

レフティ用立体ハンドルシザー

レフティ用
立体ハンドル2段刃セニング

レフティ用
立体ハンドルコバルトセニング

■ウェット、
ドライどちらも可

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

ブラント用シザーでスパっとした切れ味が自慢です。エルゴノミクスを
採用したハンドルで長時間使っても疲れない設計になっております。

ブラント用シザーでスパっとした切れ味が自慢です。エルゴノミクスを
採用したハンドルで長時間使っても疲れない設計になっております。

ウェット、
ドライどちらにも使用でき、
スタンダードなオフセットハンドルを
採用しています。

スタンダードなオフセットハンドル

ベーシックなメガネハンドル

ベーシックなオフセットハンドル

■6.0インチ 寸法
20%前後

全長161㎜

刃渡り70㎜

重さ 56g

■6.0インチ 寸法

※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率

35%前後

全長161㎜

刃渡り70㎜

重さ 56g

※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

XXBシザー 6.5・7.0インチ
販売価格

XXCシザー 5.5インチ
（メガネハンドルベーシックシザー）

9,800円(税別)

■ウェット、
ドライどちらも可
■6.5インチ 寸法 全長 175㎜ 刃渡り 80㎜ 重さ 58g

販売価格

7,800円(税別)

■ウェット、ドライどちらでも可

GTZLシザー レフティ

GTZL2段刃セニング レフティ

GTVL2段刃セニングレフティ

6.0インチ/ 25％前後

6.0インチ/25％前後

販売価格

7,800円(税別)

販売価格

12,800円(税別)

■ウェット、
ドライどちらも可

■ブラント、
チョップカット ウェット、
ドライどちらも可

■5.5 インチ 寸法 全長 156 ㎜ 刃渡り 63 ㎜ 重さ 44g

■4.5インチ 寸法 全長 130㎜ 刃渡り 50㎜ 重さ 35g

■5.5インチ 寸法

全長163㎜

刃渡り65㎜

重さ 43g

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

■6.0インチ 寸法

全長172㎜

刃渡り74㎜

重さ 47g

1丁持っているととても便利なコンパクトシザーです。

■材質 ステンレス炭素鋼 440C
フィット感に優れ、
長時間使用しても疲れにくい
立体ハンドルを使用し、
スパッとした切れ味のレフティシザーです。

ウェット、
ドライどちらにも使用でき、
スタンダードなオフセットハンドルを
採用しています。

XXA630RIセニング 6.0インチ/ 15%前後
（立体ハンドルベーシックセニング 15％前後）

販売価格

R刃形状の最新型立体ハンドル

7,800円(税別)

■スキ率15%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

XXA640Rセニング 6.0インチ/ 15%前後
（立体ハンドルベーシックセニング 15％前後）

販売価格

レフティ用ベーシックシザー

販売価格

12,800円(税別)

■スキ率

※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

25%前後

■6.0インチ 寸法

全長173㎜

刃渡り75㎜

重さ 59g

販売価格

29,800 円（税別）

※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

25%前後

■6.0インチ 寸法

XXA630RVセニング 6.0インチ/25％前後

■スキ率15%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

販売価格

全長172㎜

刃渡り75㎜

重さ 57g

■材質 ステンレス炭素鋼 440C

■材質 コバルトV10

フィット感に優れ、
長時間使用しても疲れにくい立体ハンドルを使用
し、
スキ率は25％と使いやすく1本でマルチにご利用いただけます。

通常のセニングに比べて2段型階段刃で髪の毛を逃しながら
カットをしますので微妙な調整が可能になります。

レフティ用ベーシックセニング

トリマー向けレフティ用セニング

ベアリング

（立体ハンドルベーシックセニング 25％前後）

7,800円(税別)

重さ 61g

■スキ率

スキ率25％前後

スキ率15％前後

刃渡り70㎜

5.5・6.0インチ

ベーシックなメガネハンドルのシザーです。

スキ率15％前後

全長174㎜

4.5インチ

■7.0インチ 寸法 全長 192㎜ 刃渡り 98㎜ 重さ 63g

最新型立体ハンドル

■6.0インチ 寸法

※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

ZSminiシザー

■材質 ステンレス炭素鋼

R刃形状の立体ハンドル

15%前後

ベアリング

ベアリング

（ベーシックシザー）

■スキ率

7,800円(税別)

XXLシザー レフティ

XXL630IVセニング レフティ

XXL640IVセニング レフティ

6.0インチ

6.0インチ/ 25％前後

6.0インチ

販売価格

7,800円(税別)

販売価格

7,800円(税別)

販売価格

12,800 円（税別）

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■ブラント、
チョップカット ウェット、
ドライどちらも可

■スキ率25%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。

■スキ率35%前後※毛質や使い方によりスキ率は変わります。
■6.0インチ 寸法 全長 167㎜ 刃渡り 69㎜ 重さ 58g

■6.0インチ 寸法 全長174㎜ 刃渡り 70㎜ 重さ 61g

■6.0インチ 寸法 全長 167㎜ 刃渡り 70㎜ 重さ 52g

■6.0インチ 寸法 全長168㎜ 刃渡り 70㎜ 重さ 53g

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

■材質 ステンレス炭素鋼

抜け感がいいR刃形状の溝なしセニングです。
エルゴノミクスを採用したハンドルで長時間使っても
疲れない設計になっております。

刃の形状がR刃になっていますので、
抜けがよく非常に使いやすい
セニングです。
エルゴノミクスを採用したハンドルで長時間使っても
疲れない設計になっております。

抜け感がいいR刃形状の溝ありセニングです。
エルゴノミクスを採用したハンドルで長時間使っても
疲れない設計になっております。

オフセットハンドルのベーシックシザーです。

オフセットハンドルタイプのシンプルなデザインなので、
どんな手にも馴染むモデルです。

オフセットハンドルタイプのシンプルなデザインなので、
どんな手にも馴染むモデルです。

■6.0インチ 寸法
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全長 174㎜ 刃渡り 70㎜ 重さ 61g

■6.0インチ 寸法 全長 174㎜ 刃渡り 70㎜

重さ 61g

※お客様のお断りなしに価格、
仕様等を変 更する場合がございますのでご了承下さい。
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deeds product Scissors / ディーズプロダクト オプションシリーズ

deeds product Scissors / ディーズプロダクト オプションシリーズ

大切なシザーを自分好みにカスタマイズできるアイテムを用意しております

用途、鋼材、仕様の違いに応じて最適な商品をお選びください。
青色・
・
・コバルト素材

シザーのお手入れに

お手入れ方法
刃、
ネジ、
接点にシザー専用のオイルを塗布
してください。
特にネジ、
接点の部分には細かな毛クズが
溜まりますので開閉をして毛クズや金属粉を
よく取り覗いてください。
オイルの薄い膜が保護してくれます。

メンテナンスキット

天然の椿油とミネラルオイルを配合しているので髪の毛に付いても
安心の高級精密油です。
シザー開閉のスムーズさを保ち、
錆の予防にも効果的です。
日々のメンテナンスにご利用ください。

ヒットポイント ネジ型タイプ

ルビー

スピネル

アメジスト

エメラルド

ジェット

ダイヤモンド

サファイア

500円

1,000円(税別)

〈2.6ｍｍ〉
寸法全長 4.5mm
ヘッド直径 4.0mm 高さ 2.0mm ネジ穴2.6mm ピッチ0.45ｍｍ
〈3.0ｍｍ〉
寸法全長 6.5mm
ヘッド直径 4.0mm 高さ 2.0mm ネジ穴3.0mm ピッチ0.50ｍｍ

販売価格

300円(税別)

販売価格

■ゴム製ヒットポイント
寸法全長 20mm ヘッド直径 4.0mm 高さ 3.0mm

指穴調整リング

寸法全長 6.5mm
ヘッド直径 4.5mm 高さ 4.0mm ネジ穴3.0mm ピッチ0.50ｍｍ

シザーリングの使い方

ブルー

お湯の中にリングをつけて素材を柔らかくし、
冷えないうちに指穴に装着します。
冷めて素材が硬くなったら完了です。
リングが硬く、
装着しにくい場合は、
ドライヤーの
熱をあてるか、
再度お湯の中につけてください。
【ご注意ください】
※やけど等しないように十分ご注意ください。

■ Sサイズ: 約22mm(内寸約18mm)
■ Mサイズ: 約23mm(内寸約19mm)
■ Lサイズ: 約24mm(内寸約20mm)
バイオレッド

ブラック

最新設計のフィット感抜群の変形オフセット
ハンドル。

癖のないベーシックなデザインが特徴。
小さな動作で開閉することができ、
手の
小さい方や女性でも扱いやすいハンドル。

440C・
・
・440Cは耐摩耗性が強く、
粘さ・対靱性が大きく違います。加工しにくい鋼材となりますので扱うには技術と手間が必要となります。

ZSminiシザー

ピンク

7P
3P
3P

GTVシザー
GTVワイドシザー
GTVソードシザー
GTZシザー
GTZワイドシザー
GTZソードシザー
GTZLシザーレフティ
GTZピンクゴールドチタンシザー
XXAシザー

1P
1P
1P
3P
3P
3P
8P
4P
7P

GDZシザー
4P GUZシザー
GDZワイドシザー
4P GUZソードシザー
GDZカーブシザー
4P GUZワイドシザー
GDZピンクゴールドチタンシザー 4P
GDZブラックチタンシザー
4P

3P

シザー(6.5インチ)

GTVシザー
GTVソードシザー
GTZシザー
XXAシザー

1P
1P
3P
7P

シザー(7.0インチ)

GTVシザー
GTVソードシザー
GTZシザー
XXAシザー

1P
1P
3P
7P

セニング(6.0インチ30目)
スキ率10〜15%前後

GTZ630Rセニング
XXA630RIセニング

5P
7P

セニング(6.0インチ30目)

GTZ630RAセニング

5P

GTZ640Rセニング

5P

シザー(6.0インチ)

500円(税別)

■ルビー、
スピネル、
アメジスト、
サファイア、
エメラルド、
ジェット、
ダイヤモンド

※他社製品との互換性についてはわかりかねます為 サイズ等お客様にてご確認くださいませ。

クリア

正刃・逆刃の裏表使え、
どんな手にも馴染み
易い便利なモデル。

GDZシザー
4P GUZシザー
GDZピンクゴールドチタンシザー 4P GUZソードシザー
GDZブラックチタンシザー
4P
AMシザー(5.0インチ)
4P
XXCシザー
7P

ゴム製ヒットポイント

ローズ

エルゴノミクス(人間工学)を採用。
もちやすいハンドルで疲れにくいハンドルで、
長時間使っても疲れない設計。

1P
2P
3P
3P
8P
4P
7P

ヒットポイント カラータイプ

販売価格
(税別)
金属製ネジ型ヒットポイント

グリーン

オフセットハンドル

GTVシザー
GTVソードシザー
GTZシザー
GTZソードシザー
GTZLシザーレフティ
GTZピンクゴールドチタンシザー
XXAシザー

シザー(5.5インチ)

ヒットポイント ゴム製タイプ

ゴム製ネジ型
ヒットポイント

キャロットオレンジ

変形オフセットハンドル

420C・
・
・本格鋼材ステンレス炭素鋼を採用し、
プロの理美容師さんに向けたベーシックライン。柔らかい切れ味が特徴のシアーライン

ゴム製ネジ型ヒットポイント

販売価格

メガネハンドル

コバルト・
・
・コバルトV10は高度が高く、
耐摩耗性が高い高級素材です。

素材

■セット内容 シザーオイル、シザーセーム

金属製ネジ型
ヒットポイント

立体ハンドル

シザー(4.5インチ)

750円(税別)

販売価格

赤色・
・
・420C素材

ハンドル

特徴
【ご注意】
※ご使用後はきちんと閉じた状態で湿気のない場所を選んで
保管してください。
※長期間保管する場合は、
オイルを全体的に馴染ませて湿気から
守ってください。

黒色・
・
・440C素材

GJVシザー

GDZ630Rセニング

6P GUZ630Rセニング

GMZシザー
GJZシザー

3P

XXBシザー

7P

GMZシザー
GJZシザー

3P

XXBシザー
XXLシザーレフティ

7P
8P

GJZシザー
XXBシザー
GJVシザー

4P

1P

GJVシザー
GJZシザー
XXBシザー

1P
4P
7P

5P

XXL630IVセニング

8P

GJZ640RVセニング
XXB640Iセニング

6P
8P

GJZ630CT2段刃セニング
GMZ630CT2段刃セニング

5P
6P

XXB640IVセニング

8P

3P
3P

4P

4P

7P
1P

スキ率15〜20%前後

セニング(6.0インチ40目)
スキ率20〜25%前後

セニング(6インチ2段刃)

GTV630CT2段刃セニング
2P
GTZピンクゴールドチタンセニング 6P

スキ率25%前後

GTZ630CTセニング
GTZL2段刃セニング
GTVL2段刃セニングレフティ

5P
8P
8P

セニング(6インチ30目)

XXA630RVセニング

7P

GDV630CT2段刃セニング
GDZ630CT2段刃セニング

2P GUZ630CT2段刃セニング
6P
GDZピンクゴールドチタンセニング 6P
GDZブラックチタンセニング
6P
XXC630IVセニング

5P

8P

スキ率25%前後

指穴調整リング
販売価格

各

セニング(6インチ40目)

700円(税別)

■S,M,Lの3サイズが各２個入りのセット
■キャロットオレンジ、
グリーン、
ローズ、
ブルー、
クリア、
バイオレット、
ブラック、
ピンク
シザーの指穴調整リングです。指穴が大きい時にご利用下さい。お湯につけて頂くと簡単に取外しが出来ます。

スキ率35%前後

セニング(6インチ3段刃)
スキ率35%前後

GTV630CCT3段刃セニング 2P
GTZ630CCT3段刃セニング 5P

セニング(6インチ15目)

GDV630CCT3段刃セニング 2P GUZ630CCT3段刃セニング 5P
GDZ630CCT3段刃セニング 6P
ZV15Tセニング

6P

スキ率50%前後
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※お客様のお断りなしに価格、仕様等を変更する場合がございますのでご了承下さい。
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