美 容家電

https://jp.sharp/beauty/

カタログ 2022- 1号

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

もっとキレ イに なりましょう。
あなた の 中 にある「美しいあなた」を引き出すブランド、

beauté A［ボーテアー］。
サイエンスに裏付けされた確かな効果で、
健 や かな美しい髪へ導きます。
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美髪アプリ
対応

IB-WX3

IB-RP9／IB-RP7

IB-JA7H

IB-CB58

IB-JZ5K

2

プラズマクラスターの風で、
髪や頭皮の
＊ 髪にうるおいを与え、静電気によるブラッシングダメージを抑えることによる。
頭皮のうるおいを保ち、毛穴周りの余分な皮脂を除いてバランスを整えることによる。
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※1

髪がうるおう

パサパサ髪にさようなら。

8時間も効果が持続 ※2 。
こんな効果も！
▲

キューティクルを引き締める※3
ダメージに強いしなやかな髪に ※4

▲
▲

プラズマクラスターの効果（冷風でのおすすめ）

［IB-WX3/RP9/RP7］

トリートメント効果

※2
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寝グセ直しも
カンタン※5

補正効果

※5

美髪スタイリング

ヘアダメージを抑えて、仕上がりキレイ。

スタイル、
ちゃんとキープ

▲

プラズマクラスター風とヒートピンの効果［IB-JA7H］

毛先まで
まとまる

スタイリング力アップ※11

熱ダメージ抑制※12

除電効果※14

▲

プラズマクラスターとブラシの効果［IB-CB58］

水分量低減抑制※13

除電効果※15

3

ツヤアップ※16

保護効果※17

※1〜※5は、
＜A＞プラズマクラスターイオンありと＜B＞イオンなし
（送風のみ）の冷風を毛髪にあてて試験。 ※1 冷風を約5分間あて、使用前
から使用後の水分量変化率を比較。
＜A＞は＜B＞より水分量変化率約16%アップ。※2 冷風を約5分間あて、使用直後から約8時間後の水分量
変化率を比較。 ※3 冷風を1日14分（朝約7分、夜約7分）14日間あて、電子顕微鏡で表面観察し比較。 ※4 試験機関：有限会社シー・ティ・
シー・ジャパン。冷風を約5分間あて、毛髪の弾力性を比較。※5 クセを付けた毛髪に冷風を約7分間あて、
クセ改善率を比較。※6〜※10は、
＜A＞プラズマクラスターイオンありと＜B＞イオンなし
（送風のみ）の温風を毛髪にあてて試験。 ※6 約2ヵ月相当の紫外線照射と温風をあて
ながらのブラッシングを行い、前後の色差を比較。
＜A＞は＜B＞より約70%低減。 ※7 約4ヵ月相当の紫外線照射と温風をあてながらの
ブラッシングを行い、電子顕微鏡でキューティクルダメージを表面観察し比較。 ※8 温風をあてながら約2ヵ月相当ブラッシングし、枝毛・
切れ毛の発生本数を比較。
＜A＞は＜B＞より約50%低減。※9 温風をあてながら5回ブラッシングした後、
ブラシとの電位差を比較。
＜A＞は
＜B＞より電位差約1/4。※10 温風をあてながら約5分間ブラッシングした後のツヤ値を比較。※11、※12は、
「 140℃プラズマクラスター風
あり」
と
「160℃プラズマクラスター風なし」
で比較。※11 カールを形成し、
その半径を比較。※12 100回施術した毛髪の引っ張り強度を比較。
※13、※14は、140℃設定の＜A＞プラズマクラスター風ありと、
＜B＞プラズマクラスター風なし」
を比較。 ※13 3回施術し、施術前後の毛髪
重量から水分損失量（熱による水分損失後の水分補給効果）
を算出。※14 5回施術し、毛髪の静電気量を比較。
＜A＞は＜B＞より約38%低減。

悩みを改善 。
うるり、サラリのヘルシーヘアに。
＊

●プラズマクラスターの効果は、
使用場所の状況（温度・湿度・エアコン・換気などの使用有無）や商品特性、使いかた
（運転モード・運転時間
●効果には個人差があります。
●記載の効果は一例です。
など）
によって異なります。
さらに詳しい情報はシャープホームページでご確認ください。
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髪をまもる

ヘアカラーがキレイに長持ち※6。
さらにUVケアも※7。
こんな効果も！
▲

手ざわりが 違うサラサラヘアに
枝毛・切れ毛を抑える※8

▲
▲

プラズマクラスターの効果

［IB-WX3/RP9/RP7］

除電効果

※9

04

ツヤアップ

※10

紫外線ダメージ抑制

※7

毎日の
ドライヤーで
UVケア

保護効果

※6※8

頭皮環境を整える

豊かな髪は健やかな頭皮から。

頭 皮に
うるおいを
与える

頭 皮の
皮脂バランスを
整える

▲

プラズマクラスターとかっさの効果［IB-JZ5K］
頭皮環境改善※18

＊一般的に、
アイロンの温度が高くなると静電気は発生しにくくなります。 ※15〜※17は、
＜A＞プラズマクラスターイオンありと＜B＞イオン
なし
（送風のみ）の温風を毛髪にあてながら試験。 ※15 5回ブラッシングし毛髪とブラシの電位差を比較。
＜A＞は＜B＞より電位差約1/4。
※16 「＜A＞およびテンション毛でブローした場合」
と
「＜B＞でブローした場合」
をツヤ値で比較。 ※17 カラーリングした毛髪に約2ヵ月相当
ブラッシングし、①電子顕微鏡で表面観察、②枝毛・切れ毛の発生本数を計測。
＜A＞は＜B＞より約40%低減。 ※18 ● 試験機関：株式会社
総合医科学研究所 ● 被験者：59名（40〜63歳女性）● 試験方法：かっさアタッチメントを頭皮にすべらせながら、洗髪乾燥後に毎日約5分、
ドライヤーの温風を頭皮と毛髪に12週間あてる。
＜A＞プラズマクラスターイオンあり、
＜B＞イオンなし
（送風のみ）で比較。● 試験機種：
IB-GX9K［2016年］。必要条件を満たしていれば、同様の効果が得られると考えられます。■試験結果：①試験前と試験開始12週間後の頭皮の
水分蒸散量の変化量において、
＜B＞に対し、
＜A＞で水分蒸散を抑制したことを確認。②試験前と試験開始8週間後の頭皮油分の変化量に
おいて、
＜B＞に対し、
＜A＞で油分を抑制したことを確認。 ◆ 試験機種：※1※2※3※4※5※9はIF-PB1［2011年］、※6※8はIB-HD94
［2014年］、※7はIB-JP9［ 2018年］、※10はIB-HD93［ 2013年］、※15※16※17はIB-CB54［ 2014年］で実施。
（ 各種、IB-WX3［2022年］、
IB-RP9／IB-RP7［ 2022年］、IB-CB58［ 2018年］
より性能同等以下の機種）。 ◆ 以上の各試験において、特に記載のない場合は日本電機
工業会自主基準HD-129に基づきます。◆試験機関：特に記載のない場合は当社調べ。
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Plasmacluster Drapeflow Dryer [IB-WX3]

速く、やさしく乾 かす風で
髪のキレイをかなえるこのカタチ
（イメージ）

▲

プラズマクラスターの効果

テクニックは
ドライヤーにおまかせ！
サロン級の
仕上がりに♪

除電効果

ツヤアップ

紫外線ダメージ抑制

保護効果

参照：３〜4ページ

▲

5

補正効果

その他の特長

-W

-N

NEW プラズマクラスタードレープフロードライヤー
-N（ゴールド系リネンゴールド）
-W（ホワイト系フローズンホワイト）
オープン価格

IB-WX3

トリートメント効果

熱ダメージ抑制／速乾ドレープフロー／SENSINGモード／
SCALPモード／BEAUTYモード／GENTLE モード／
美髪アプリ対応
［付属品］
清掃ブラシ

セット用ノズル

ドレープフローとプラズマクラスターで

ドライ時間
約10％短縮

速く乾くのに、サラリとまとまる
2つの吹出口から出る風が、髪を立体的
に押し分けて素早くヘアドライ。さらに
プラズマクラスターの効果で、
うるおい

強

強

感のある髪に仕上がります。

（当社比）※1

ドレープのような
髪の表面の動き

弱

（効果は使用状況や個人差等により異なります。
）

ドライヤーから出る2つの風が
深く広範囲に髪を乾かす
（風のイメージ）

業界初＊のセンシングドライモードとプラズマクラスターで

髪をまもって、ヘアカラーも長持ち※2

近くても

遠くても

＊国内で販売されているドライヤーにおいて、距離センサーで温度
コントロールする構造。IB-WX1（ 2019年9月発売）。

髪に与える熱ダメージ ※3 や 過乾燥を抑えるために、
ドラ
イヤーが髪との距離をセンシング。距離に合わ せて、風の
温度をコントロールします。
また、プラズマクラスターとの
合わせ技で、お気に入りのヘアカラーがさらに長持ちします。

NEW

ジェントルモード

距離センサー&AIで、風の温度を自動で調整

小さなお 子様の髪もやさしく乾か す

SET（風量小）
よりも風量を抑え、風の温度を低めに。
さらにドライヤーと髪が近づきすぎると
冷風に切り替わる安心設計。大きな送風音に敏感なお子様に配慮した、やさしくヘアドライ
できる新しいモードです。
スタイリングの仕上げにもおすすめです。

はじめての
ドライヤーに

小さなお子様に使用する場合は、必ず保護者の方が本体を持ち、お子様へ当てる風の温度に
注意してください。
また、同じ場所に当て続けないようにしてください。

Bluetooth®搭載

アプリでドライモードをカスタマイズ。美髪アプリ ボーテアップ（beautéApp)
［温度帯］
×
［時間］の組合せで、乾か
す風を自由にカスタマイズ。
さらに、
好みの仕上がりを選べば理想的な
ドライモードを案内するコンシェル
メニューも充実。設定もカンタンに。

高温が苦手な方に
冷風

高温

ボリュームダウンに

冷風

高温

中温

詳しくはシャープ美容家電サイトへ https://jp.sharp/beauty/products/ibwx3/app/
（Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。）

※1 当社調べ。
ターボ運転／温風で試験。40ｇの水分を含ませたマネキンの毛髪の水分が約75%減少する
（当社基準）
までに必要な平均時間を
測定。IB-WX1［2019年］が4.90分に対し、IB-WX2［2021年］は4.45分。※2 当社調べ。
カラーリングと約2ヵ月相当の紫外線照射をした毛髪に、
＜A＞SENSINGモードと＜B＞HOTモードで約2ヵ月相当のブラッシングとブローをし、前後の色差を比較。
＜A＞は＜B＞より約40%低減。
※3 熱ダメージの原因となる熱ストレス
（濡れた髪のケラチンの変性が始まる温度55℃以上に髪がさらされている温度と時間）
を低減することに
よる。◆試験機種：※1※2はIB-WX2［2021年］
（IB-WX3［2022年］
より性能同等以下の機種）。◆以上の各試験において、特に記載のない
場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。
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Plasmacluster Dryer [IB-RP9/IB-RP7]／ Plasmacluster Scalp Esthe [IB-JZ5K]

たっぷりの風で叶える
うるおいの美髪ケア＆時短ドライ

▲

プラズマクラスターの効果（IB-RP9／RP7共通）

IB-RP9-C

IB-RP9-P

IB-RP9

NEW プラズマクラスタードライヤー

IB-RP7 -W（ホワイト系サテンホワイト）
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オープン価格

補正効果

除電効果

ツヤアップ

紫外線ダメージ抑制

保護効果

参照：３〜4ページ

その他の特長

▲

NEW プラズマクラスタードライヤー
-P（ピンク系サクラピンク）
-C（ベージュ系サーブルベージュ）
オープン価格

IB-RP7-W

トリートメント効果

熱ダメージ抑制／速乾エアロフォルム／
SCALPモード
（IB-RP9）
／BEAUTYモード
（IB-RP9）
［付属品］
清掃ブラシ
セット用ノズル

プラズマクラスターで

ビューティモードで

髪をいたわり、ヘアカラーも長持ち

心地よく、ツヤ感アップ（IB-RP9）

髪を乾かしながらダメージをケア。キューティクルまで

温風
（7秒）
×冷風
（5秒）
を自動で交互に吹き出すことで、

やさしく保護することで、髪の傷みによるヘアカラーの

キューティクルを引き締めツヤ髪 ※3 に仕上げます。

色落ちも抑えます。

速乾エアロフォルムで

熱ダメージを抑えて速く乾く※1※2
髪 の 熱ダメージを抑 えるた め 、吹き出 す 風 を髪 に
やさしい 温 度 帯 に。熱 に頼らず、高 速の風を大 量 に
髪に届けることで、速乾力を実現しました。
センサーで、
心地よさ、 風の組合せをコントロール
ずっと！

季節に合った最適な温度に

カンタン＆スマートデザインで

多機能なのに操作はシンプル（IB-RP9）
ヘアドライのステップ に合わ せた温度や 風量の切り
換えも、カンタンでシンプル。ボタン表示も見や すく、
使いやすさを考えたデザインです。

ビューティモードの温風と冷風は、周辺温度を
センサーが感知し、4つの温度帯から熱すぎず、
寒 すぎな い 風 を組 み 合 せます。一 年 ずっと、
心地よい温 度 帯でヘアドライできます。

［ 頭皮ケア専用かっさ ］いろいろな場所で、手軽にヘッドスパ気分
頭皮を［すり流す］
［ つかむ］といった、ヘッド
スパニストの両手の動きに学んだダブルかっさ
プラズマクラスタースカルプエステEX
★

IB-JZ5K -B（ブラック系シャインブラック）

形状。ほどよくしなり、頭の形にフィットします。
ダブルかっさ

オープン価格

プラズマクラスターとかっさの効果 ［付属品］
ACアダプタ、充電ケーブル
頭皮環境改善

▲

-B

チタンボール

※1 熱ダメージの原因となる熱ストレス（濡れた髪のケラチンの変性が始まる温度55℃以上に髪がさらされている温度と時間）を低減
することによる。 ※2 IB-LP9［2019年］
と比較。
ターボ運転／温風で試験。濡れた毛髪の水分が約80%減少（当社基準）するまでの平均
時間を計測。※3 IB-HP9［2017年］で試験（IB-RP9［2022年］より性能同等以下の機種）。毛髪乾燥前後のツヤ値を測定。
「プラズマ
クラスターイオンあり、ビューティモードあり」、
「イオンなし、ビューティモードあり」、
「イオンなし、ビューティモードなし」の使用前後の
ツヤ値の増加量で比較。◆ 以上の各試験において、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。◆ 試験
機関：※2※3は当社調べ。◆ ★印のある商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。
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Plasmacluster Nuance Iron [IB-JA7H] ／ Plasmacluster Hair Styler [IB-CB58]

ストレートもカールも

作りすぎないナチュラルな髪の流れに！

ブラッシング感覚でストレートに

これ1本でカンタンに

ピン1本1本を発熱させることで、一度にたくさんの
髪に熱を伝え、素早くストレートヘアに仕上げます。

風に揺れるようなゆるふわヘアに！

しっかり、素早くカールに
ピンの間を通る髪をしっかりキャッチし、適度なテン
ションをかけて素早くクセ付けします。
シャープ独自のネイチャーテクノロジー
フィボナッチ配列ピン

特許出願中

ひまわりの種に倣った効率的
なピン配 列 。髪がスルスルと
逃げてしまうことを防ぎます。

-P

-W

旅にも使える！国内・海外両用タイプ
プラズマクラスターニュアンスアイロン
-W（ホワイト系シャインホワイト）
★
- P（ピンク系シャインピンク）
オープン価格

IB-JA7H

▲

プラズマクラスター風とヒートピンの効果
スタイリング力アップ

業界初＊ HEAT＆COOL

＊国内で販売されているヒートピンタイプのブラシ型アイロンで
常温で送風する構造。2018年11月8日発売。

熱ダメージ抑制

水分量低減抑制

除電効果

■プラズマクラスタードレープフロードライヤー
サイズ・質量（各付属品除く）
NEW

IB -WX3

搭載モード

電源

HOT／ SENSING／
高さ233×幅88×奥行132mm、
AC100V
BEAUTY／SCALP／COLD／
約590g、
50Hz-60Hz
GENTLE ／APP（アプリ対応）
電源コード約1.7m

消費電力

温風温度

風量

1,200W
ホット／
ターボ運転時

約95℃
ホット／ドライ運転時
室温30℃

約1.2m3／分
ターボ
運転時

消費電力

温風温度

風量

1,200W
ホット／
ターボ運転時

約115℃
ホット／ドライ運転時
室温30℃

1,200W
（ターボ運転時）

約95℃
ターボ運転時
室温30℃

■プラズマクラスタードライヤー
サイズ・質量（各付属品除く）
NEW

IB -RP9
NEW

IB -RP7
9

搭載モード

HOT／WARM／
高さ209×幅84×奥行243mm、 SCALP／COLD／BEAUTY
IB-RP9:約580g、
IB-RP7:約535g、
メインスイッチメニュー
電源コード約1.7m
TURBO／SET／COLD

電源

AC100V
50Hz-60Hz

約1.8m3／分
ターボ
運転時

トップのボリュームも

うねり髪を素直な髪に！

髪の流れをまとめる

毛 先 のまとまりも

プロのブローテクニックをカタチにした、サロン発想
のブローブラシ。手ざわりもなめらかな、落ち着いた
ヘアスタイルにまとめます。

ぺたんこ髪もボリュームアップ！

髪の根元からふんわり
見た目年齢まで変わってくるトップのボリュームも、
髪の根元からしっかりクセづけ。ふんわりナチュラル
に仕上げます。
サロン発想
特許出願中（ブローブラシ）
もう

テンション毛

ブラシを回転させても髪をしっかり
キャッチします。

サイドホール

-P

髪の引っ張った部分や根元に、熱と
プラズマクラスターイオンを届けます。

-W

［付属品］
ロールブラシ

プラズマクラスターヘアスタイラー
-W（ホワイト系シャインホワイト）
★
- P（ピンク系シャインピンク）
オープン価格

IB-CB58

▲

プラズマクラスターとブラシの効果
除電効果

ツヤアップ

保護効果
◆ ★印のある商品は数量に限りがありますので、
品切れのときはご容赦ください。

■プラズマクラスタースカルプエステEX
サイズ・質量（各付属品除く）

IB -JZ5K

長さ251×幅112×奥行56mm、
約135g

電源方式

電源

消費電力

充電式
AC100-240V
ニッケル水素電池、
50Hz-60Hz
4.8V、280mAh
（ACアダプタ）

充電中
約1.8W

充電時間

運転時間

オートオフ

約2時間
30分

最長
約15分
×3回

15分

■プラズマクラスターニュアンスアイロン

IB -JA7H

サイズ・質量（各付属品除く）

電源

長さ336×幅64×奥行58mm、
約470g、電源コード約1.7m

AC100-120V、
200-240V 50Hz-60Hz

消費電力
56-58W、
63-67W

オートオフ

アイロン温度

30分

90℃／120℃／140℃／
160℃／180℃／200℃

■プラズマクラスターヘアスタイラー

IB - CB58

サイズ・質量（各ブローブラシ装着時）

電源

消費電力

長さ354×最大径55mm、約398g、電源コード約1.7m

AC100V、50Hz-60Hz

500W（ホット/ドライ運転時）
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■商品ご理解のために ●本カタログに掲載のIB-JA7H以外は日本国内仕様です。海外では使用できません。■商品のご使用について ●業務用には
使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●補修用性能部品の
保有期間は、製品の製造打ち切り後5年です
（一部機種を除く）。■カタログについてのご注意 ● 製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更
することがあります。
また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。● 本カタログに掲載された
機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、
お選びください。■＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞ ●当サイト
及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を！こんな症状はありませんか？
●スイッチを入れても動かないときがある。
●電源コードやプラグ、
器体が異常に熱くなる。●コードを折り曲げると通電したり、
しなかったり
する。●自動的に切れるはずなのに切れない時がある。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、
こげくさい臭いがする。●本体ケースが
変形している。●モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則な時がある。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は、販売店に
ご相談ください。
安全に関する ●ご使用の前に
「取扱説明書」
をよくお読みのうえ、正しくお使いください。＜IB-JZ5K＞■ 次のような方や部位には使用しないで
ください。● 妊娠中や生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）● 傷や湿疹、
はれもの、過度の日焼けなど
頭皮に異常がある方 ●体調のすぐれない方 ●お酒を飲まれている方 ●疲労の激しい方 ●頭部周辺で手術をした部位 ■次の
ような方は必ず医師と相談の上、使用してください。●アトピー性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患のある方 ● 敏感肌の方 ● 麻痺および知覚障害の
ある方 ●アレルギー体質の方 ●出血性疾患、血友病疾患など血液異常の方 ●薬を服用中の方

ご注意

スマートフォン
からでもご利用
いただけます

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、
Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。
ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。
しっかりアシスト！

今すぐご登録！

https://jp.sharp/support/

https://cocoromembers.jp.sharp/

●

お客さまご相談窓口

0120 -078 -178

固定電話からはフリーダイヤル

「取扱説明書」
は、
シャープホームページで
ご覧になれます。
https://jp.sharp/beauty/

0570 -550 - 449

携帯電話からはナビダイヤル

○月曜日〜土曜日：午前9時〜午後6時
〈受付時間〉
（年末年始を除く） ○日曜日・祝日：午前9時〜午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、
050-3852-5405

●ご購入の際は、
購入年月日・販売店名などが確認できる帳票（販売票、受領書、保証書など）
を必ずお受け取りください。
● 製造番号は、
安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめくだ
さい。 ■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、
お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でお分かりにならないときは、

製品
サイト

上記のオンラインサポートにアクセスください。

本 社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地

■お求めは信用と技術を誇る当店で
■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

https://jp.sharp/

このカタログの内容は、
2022年8月現在のものです。
H.150

IB2208P

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

