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◆極めてなめらかな特殊加工表面 REDUCE FRICTION & HYGIENIC

電子顕微鏡による拡大図
Enlarged view by electron microscopy

一般的なクシの表面 JP CHROME-TECH®の表面
Normal comb surface JP CHROME-TECH® surface

◆静電気を拡散 REMOVING STATIC ELECTRICITY

【LOVE CHROME® 使用前後】 

使用前 使用後（2日後）
BEFORE AFTER（2DAYS）

特殊加工により、静電気を吸着し拡散。
静電気による髪の広がりを抑え、さらに急な放電による枝毛の発生を抑えます。

We've applied a special treatment to the surface of our combs to absorb and 
scatter static electricity. They minimize hair frizz due to static electricity and 
also prevent split ends caused by sudden electrical discharges.

球状の先端
高い技術力により製品化された球状の先端により、

地肌をダメージから優しく守ります。

Special processing creates spherical tips that
protect the scalp from irritation and damage.

2011年発売以来、進化をつづけるラブクロムから、
プロフェッショナルの要望に応えた
「LOVE CHROME®PROFESSIONAL」が登場。
厳しい耐久テストをクリアしつつも、シザーで挟んでしまった際、
コームが壊れる事で刃こぼれを防ぐ細やかな柔軟性をもつ
プロフェッショナル専用モデル。

Presenting LOVE CHROME® Professional, a new version of our 2011 LOVE CHROME updated 
to meet the demands of professionals. Especially for professional use, this model has cleared 
rigorous durability tests yet features just the right amount of pliability, so the comb breaks 
when it gets caught in scissors to prevent damage to the blade.

「JP CHROME-TECH®」 認定商品となるには、厳しい基準を満さなければなりません。品質面におい
ては、マイナス30℃～70℃（B3シリーズは、マイナス40℃～80℃）まで加熱と冷却を4回クリアするな
ど高い強度や、精密性などの高い技術力が求められます。さらに、環境に配慮し排水を95％以上リサイ
クルできる浄水施設など、環境への配慮を監査し、はじめて認定されます。  〈 特許取得／Patented 〉

JP CHROME-TECH®により表面を究極まで滑らかに、しかも高い硬度で加工し、
驚異的なクシ通りと、接触ダメージを大幅に軽減。髪をやさしくときほぐします。  

JP CHROME-TECH® industrial technology creates an ultra hard comb finished
with a silky smoothness that reduces friction while combing (unlike rigid surface
combs) and prevents long term bacteria accumulation.

Removing static prevents frizz resulting in up to 70% reduction in hair damage.

通常のブラッシングと比べ最大70％以上ダメージを軽減（当社比）。 
毎日のコーミングで髪のツヤとハリを守ります。

◆超軽量 FEATHERLIGHT

LOVE CHROME®は最新の自動車工業技術を活かし製造されています。同じ技術は、時速300kmで
快適な走行を目指す最高級スポーツカーに採用されています。重要なのは「超軽量」と「強度」の両立。
それは、毎日のヘアケアも同じです。FEATHERLIGHT技術により、圧倒的な軽量性と強度を実現。
毎日使って頂くために、極限まで軽く、扱いやすいコームを目指し開発しています。

Just l ike the luxury sports cars that we help to design and produce gain speed from being 
lighter weight, LOVE CHROME® product line embodies the same FEATHERLIGHT methodology. 
We believe, that a premium quality and luxurious comb does not need to be heavy or metal. 
By using a specialized grade of engineered ABS material we are able to design the perfect 
comb which is l ight, easy to use and suitable for any type of hair.

（※同一人物にて同じ場所を検証）
Combing Test



羽のように軽く、絶妙なバランス。驚くほど滑らかな櫛通りが理想のヘアスタイルを作り出す。 最新のカットコーム「SUS STANDARD CUT」
金属とのハイブリット構造により強度が飛躍的に向上。
専用の取替刃により常に最適な状態を保つ新システムを導入。

Light as a feather, with exquisite balance. 
Glides through hair with astonishing smoothness to create the perfect style.
SUS STANDARD CUT, the newest cutting comb now with a metal hybrid construction for 
dramatically increased strength. Featuring a new system with a special replacement blade 
to keep it in optimal condition.

B3 / DEEP BLACK SPARE BLADE
SUS STANDARD CUT



美しく歳を重ねる。本来の美しい髪と地肌へ。

PROFESSIONAL
SHAMPOO & TREATMENT

ミネラルを含む特殊コーティングにより
耐熱性と耐久性を向上した新色DEEP BLACK。
徹底的に使いやすさを追求、髪本来の美しさへ。

B3 / DEEP BLACK
TETSUKI & NAMI

Age beautifully. For naturally beautiful hair and scalp.

The new DEEP BLACK color has a special coating made with
minerals to enhance heat resistance and durability.

Our devoted quest for usability helps you unlock 
hair's natural beauty.



24Kの柔らかさがしなやかに髪を労る。

The finest model in the series, it is made with a generous amount of 
strong yet pliant pure gold (24 karat) for the ultimate flexibil ity.

K24GP / GOLD
SUS STANDARD CUT

高い要求に応える特別なヘアコーム。

A special hair comb to meet the highest standards.

F / SILVER
SUS STANDARD CUT



新色「B3 DEEP BLACK」（プロフェッショナル向け専用）
新色DEEP BLACKはミネラルを含む特殊コーティングにより耐熱性と耐久性を向上。
通常のモデルと比較し、より厚みをました皮膜により深くツヤのある黒色を実現しました。

The new DEEP BLACK color has a special coating made with minerals to enhance heat resistance and durability.
It has a thicker coating compared to the regular model, giving it a deep, shiny black color.

New color: B3 DEEP BLACK (for professional use)

B3 / DEEP BLACK K24GP / GOLD F / SILVER

SHAMPOO&TREATMENT
PROFESSIONAL

桜プラセンタを配合した初めてのシャンプーとトリートメント。
髪本来の美しさへ導くために、髪の主成分である18種類のアミノ酸と3種類のケラチン、

自然の恵が豊富な16種類のボタニカル成分も配合。日本固有の京都「山桜」の胎座（植物プラセンタ）や
希少なカシミヤヤギから採取したケラチンを配合することで髪と頭皮に栄養を与え、健康的な美髪へ。

B3 SUS STANDARD CUT COMB DEEP BLACK

K24GP SUS STANDARD CUT COMB GOLD F SUS STANDARD CUT COMB SILVER

K24GP SUS STANDARD CUT COMB GOLD
K24GP 交換用替刃 / SPARE BLADE

PROFESSIONAL
SHAMPOO
400ml

PROFESSIONAL
SHAMPOO
100ml

PROFESSIONAL
TREATMENT

100g

PROFESSIONAL
TREATMENT

400g

F SUS STANDARD CUT COMB SILVER
F 交換用替刃 / SPARE BLADE

B3 TETSUKI DEEP BLACK

B3 NAMI DEEP BLACK

B3 SUS STANDARD CUT COMB DEEP BLACK
B3交換用替刃 / SPARE BLADE

The first shampoo and treatment to be formulated with cherry 
blossom placenta. 
To unlock hair's natural beauty, they are formulated with 18 
types  o f  amino  ac id  and  th ree  types  o f  ke ra t in  -  co re  
components of hair - along with 16 botanical ingredients rich 
in nature's benefits. 
Formulated with placenta from Japan's dist inctive Kyoto 
yama-zakura cherry blossoms and keratin obtained from rare 
cashmere goats, they nourish the scalp and foster healthy hair.

B3 SUS STANDARD RING COMB DEEP BLACK

F SUS STANDARD RING COMB SILVERK24GP SUS STANDARD RING COMB GOLD
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