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⽶国発・世界最⼤のバリカンメーカー・WAHL(ウォール)が、22 機種のバリカンやグルーミングトリマ
ーを新発売︕ 
 
世界中のプロに愛⽤されるバリカンメーカー・WAHL(ウォール)は、⼀般消費者向けにバリカン(  ヘアクリッパー)やグ
ルーミングトリマーなど、新モデル・合計 22 機種を 7 ⽉下旬より発売します。 
 
 開発に⾄る社会的背景 
近年の⽇本国内における、アメリカンバーバーカルチャーのブームでは、いわゆる床屋とは違う、男性がくつろげる、お
しゃれで、気持ちいい上質な空間を提供する“バーバー”(床屋)が増えており、床屋離れが進み美容室の⽐率が⾼くなった
理美容業界に、起死回⽣のムーブメントを起こしています。 
バーバーブームのトレンドでは、“フェード”(  ヘアクリッパーによるグラデーションの効いた刈り上げ)を施すことによ
って、従来の単なる刈り上げとは違う、恰好いい、創造的な髪型やフェードに似合うヒゲを提案し、整った眉⽑やヒゲの
ある“男らしい”スタイルが⽀持されています。 
 
WAHL(ウォール)では、こうした流⾏を背景に、多くの⽅々に、気軽に、フェードやグルーミングを楽しんで貰えるよう、  
ヘアクリッパー・6 機種、マルチグルーミングトリマー・5 機種、パーソナルトリマー(眉・⿐・⽿⽤など)・11 機種を発
売します。 
 
 導⼊商品の概要 
1︓今回発売の  ヘアクリッパーには、襟⾜から⽿周りを簡単に調髪できる、 
⽿周り⽤アタッチメントを付属した商品を 2 機種、刈⾼の調整が簡単な、 
スライド式アタッチメントを付属したハイエンドモデルを 1 機種、発売します。 
 
2︓マルチグルーミングトリマーでは、より多くの⽅に、気軽に本格的な 
グルーミングを楽しんでいただけるよう、乾電池式でリーズナブルなエントリ
ーモデルを 1 機種、リチウムイオン電池でパワフルにグルーミングができる 
ハイエンドモデルを２機種発売します。 
 
３︓パーソナルトリマーでは、⼥性⽤に眉・顔・ビキニラインなどのムダ⽑ 
のお⼿⼊れに便利なペン型のトリマーを 3 機種、本格グルーミングができる 
グルーミングトリマー1 機種を発売します。 
 
上記の商品は 7 ⽉下旬より、家電量販店などにて順次発売します。 
 
※新商品の詳細は別紙ならびに以下のサイトからご確認ください。 
 
URL  ︓ http://www.wahl.co.jp/consumer   (7 ⽉ 18 ⽇公開予定) 
 
 今後の展開 
プロフェッショナルバーバー監修による、  ヘアクリッパーを使⽤したご⾃宅でのヘアーカットの仕⽅をかりやすく解説
した動画や、ヒゲのグルーミング⽅法を解説する動画などを順次ウェブサイトにて公開する予定です。また、国内では未
導⼊の、他の商品カテゴリーへの新規参⼊も予定しています。  
 
 会社概要 
商号    ︓ ⽇本ウォール株式会社 
代表者   ︓ 代表取締役・社⻑ ⽥尻賢⼀郎 
所在地   ︓ 東京都渋⾕区 
設⽴    ︓ 1995 年 3 ⽉ 
事業内容  ︓ 業務⽤・家庭⽤・ペット(業務・家庭)⽤  ヘアクリッパー(バリカン)・トリマー・シェーバー販
売 
URL  ︓ http://www.wahl.co.jp 

導⼊商品のイメージ 
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 新商品リスト(７⽉下旬発売予定) 
 
1. WP1107 (レディースパーソナルトリマー・リチウム乾電池付き)  

⽤途︓眉や産⽑、ビキニラインの処理 
   ヘッドの数︓１ アタッチメントの数︓1 個 
     カラー︓⾊めくローズゴールド 
 
2. WP1117 (レディースパーソナルトリマー・リチウム乾電池付き) 

⽤途︓眉や産⽑、ビキニラインの処理 
   ヘッドの数︓１個 アタッチメントの数︓１個 
   カラー︓ゴージャスなグロッシーブラック 
 
3. WP1207 (レディースパーソナルトリマー・リチウム乾電池付き) 

⽤途︓眉・⿐・産⽑、ビキニラインの処理 
ヘッドの数︓２個 アタッチメントの数︓1 個 

カラー︓⾃信あふれるパープル 

 
4. WP1307 (レディースパーソナルトリマー・充電式) 

⽤途︓眉・産⽑をはじめ全⾝のムダ⽑の処理 
ヘッドの数︓3 個 アタッチメントの数︓２個 
カラー︓⾃⾝あふれるパープル 

 
5. WP2107 (パーソナルトリマー・アルカリ乾電池付き) ⽤途︓⿐・⽿の処理 

ヘッドの数︓１個  
カラー︓ホワイト  

 
6. WP2207 (パーソナルトリマー・アルカリ乾電池付き) 

⽤途︓眉・⿐・⽿・ちょっとした体全体のムダ⽑の処理 
ヘッドの数︓２個 アタッチメントの数︓1 個 
カラー︓クールなチタン  

 
7. WP2307 (パーソナルトリマー・リチウム乾電池付き) 

⽤途︓眉・⿐・⽿・ちょっとした体全体のムダ⽑の処理 
ヘッドの数︓３個 アタッチメントの数︓1 個 

    
8. WP3107 (メンズパーソナルトリマー・リチウム乾電池付き) 

⽤途︓眉・ちょっとした体全体のムダ⽑の処理 
ヘッドの数︓１個 アタッチメントの数︓１個 

 
9. WP3207 (メンズパーソナルトリマー・リチウム乾電池付き) 

⽤途︓眉・⿐・⽿・ちょっとした体全体のムダ⽑の処理 
ヘッドの数︓２個 アタッチメントの数︓１個 

 
10. WP3307 (メンズパーソナルトリマー・リチウム乾電池付き) 

⽤途︓眉・顔・全⾝のムダ⽑・全てのヒゲタイプのグルーミング 
ヘッドの数︓３個 アタッチメントの数︓１個 
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 新商品リスト(７⽉下旬発売予定) 
 
11. WP3407 (メンズパーソナルトリマー・リチウム乾電池付き) 

⽤途︓全⾝のムダ⽑のグルーミング・ヒゲのシェービング 
ヘッドの数︓２個 アタッチメントの数︓１個 

 
 
12. WT2107 (マルチグルーミングトリマー・アルカリ乾電池付き) 

⽤途︓眉・顔・全⾝のムダ⽑・全てのヒゲタイプのグルーミング 
ヘッドの数︓３個 アタッチメントの数︓４個 

 
 
13. WT５107 (マルチグルーミングトリマー・充電式) 

⽤途︓眉・⿐・⽿・全⾝のムダ⽑・全てのヒゲタイプのグルー
ミング 
ヘッドの数︓３個 アタッチメントの数︓４個 

 
 
14. WT5207 (マルチグルーミングトリマー・充電式) 

⽤途︓眉・⿐・⽿・全⾝のムダ⽑・全てのヒゲタイプのグルー
ミング 
ヘッドの数︓４個 アタッチメントの数︓４個 

 
 
15. WT6107 (マルチグルーミングトリマー・充電式-リチ 

ウムイオン) 
⽤途︓眉・⿐・⽿・全⾝のムダ⽑・全てのヒゲタイプの 
グルーミング 
ヘッドの数︓４個 アタッチメントの数︓７個 

 
 
１6．WT6207 (マルチグルーミングトリマー・充電式-リチ 

ウムイオン) 
⽤途︓眉・⿐・⽿・全⾝のムダ⽑・全てのヒゲタイプのグルーミング 
ヘッドの数︓４個 アタッチメントの数︓５個(スライド式 x２個) 

 
 
17．WC2107 (ヘアクリッパー・乾電池式) 

⽤途︓ヘアーカット 
特徴︓どこでも使える乾電池式 
主な付属品 : 収納ポーチ・刈⾼調整アタッチメントｘ８ 
・左右⽿まわり⽤アタッチメントｘ1 個ずつ・ハサミ・スタイリングコ
ーム 

 
 
18．WC4107 (ヘアクリッパー・交流式) 
   ⽤途︓ヘアーカット&ヒゲ  

特徴︓ヒゲのグルーミングもできるスリムボディー 
主な付属品 : 収納ポーチ・刈⾼調整アタッチメントｘ８個 
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 新商品リスト(7 ⽉下旬発売) 
 
19．WC5107 (ヘアクリッパー・充電＆交流式) 
   ⽤途︓ヘアーカット＆ヒゲ 

特徴︓充電残量が⼀⽬でわかる液晶表⽰付き 
主な付属品︓収納ポーチ・刈⾼調整アタッチメントｘ８個 

 
 
20．WC5207 (ヘアクリッパー・充電＆交流式)  
   ⽤途︓ヘアーカット 

特徴︓選択に便利な⾊別アタッチメントとカラーキー 
主な付属品︓収納ポーチ ・刈⾼調整アタッチメントｘ８個 

       ・左右⽿まわり⽤アタッチメントｘ1 個ずつ 
          ・ハサミ ・スタイリングコーム 
 
 
21．WC5307 (ヘアクリッパー・充電＆交流式) 
  ⽤途︓ヘアーカット 

特徴︓ ホームカットに必要なツールをセットしたホームカットキット 
主な付属品 : 収納ポーチ ・刈⾼調整アタッチメントｘ８個 

          ・左右⽿まわり⽤アタッチメントｘ1 個ずつ 
          ・ハサミ・ヘアークリップ x2 個・ケープ 
         ・スタリングコーム 
 
 
22．WC6107 (ヘアクリッパー・充電＆交流式-リチウムイオン) 
   ⽤途︓ヘアーカット 
   特徴︓刈⾼の調整が簡単に⾏えるスライド式アタッチメントコーム 
   主な付属品 : 収納ポーチ 

・スライド式刈⾼調整アタッチメントｘ２個 
・ハサミ 

 
 

 WAHL(ウォール)について 
 
ウォールはアメリカ・イリノイ州・スターリングに本社を置く、バリカン・ 
トリマーのトップメーカーで、創業約 100 年(1919 年創業)の歴史を誇り、 
現在 170 を超える世界の国々で事業展開を⾏っています。 
追求しているのは⾰新的な技術だけではなく、商品の本質を究めること。 
その確固たる姿勢により、北⽶はもちろん、こだわりを持つ世界中のプロ 
フェッショナルならびに⼀般ユーザーの⽅々に、ウォールの ヘアクリッパー・ 
トリマーをご愛⽤いただいています。 
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