
発行年月日 2022年 9月

29,800円～(税込)

□医療用ウィッグ □ルームウィッグ
□髪付き帽子 □ヘアピース □ウィッグケア用品

※価格及び商品の仕様・デザインは2022年 9月現在のものです。 
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目次・本誌の見方

VENUSカラー説明

VENUS ショートウィッグ

VENUS ミディアムウィッグ

VENUS ロングウィッグ

VENUS 人毛MIX・人毛MIX カラー説明

ルームウィッグ

髪付き帽子

ヘアピース

ケア用品

ダークブラウン
光があたるとブラウンが透ける落ち着いたこげ茶

DRB

ダークブラウンプリン
ダークブラウン+根元を自然に暗く染めたプリン

P-DRB

目次

～ 本誌の見方 ～

ヴィーナス 外ハネクリアーショート

COLOR：
全6色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

29,800 円（税込）
送料無料

最高級ファイバーを使い、AQUADOLL
独自にミックス。
詳しくはWEBをご覧ください。

①

②

③

④

商品特徴

モデル着用カラー

商品の品番

商品名

商品カラー

商品価格

オンラインショップページQRコード

⑤

⑥

⑦

品番
pw109

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR） （着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

①
②
③

⑤

⑥ ⑦

④

シルキーベージュ
透明感があり黄色みに寄せた肌馴染みの良いベージュ

SBE

モカブラウン
暗すぎず明るすぎず…絶妙なトーンの赤みのあるブラウン

MBR

ブラウン
日本人の肌色に合うベーシックなブラウン

BRN

ジンジャーブラウン
赤味を抑えた明るめのアッシュブラウン

GBR

カシスブラウン
紫寄りのレッドブラウン

CAB

ナチュラルブラック
染めていない自毛のようなナチュラルな黒髪

NBK

シルキーベージュプリン
シルキーベージュ+根元を自然に暗く染めたプリン

P-SBE

モカブラウンプリン
モカブラウン+根元を自然に暗く染めたプリン

P-MBR

ブラウンプリン
ブラウン+根元を自然に暗く染めたプリン

P-BRN

ジンジャーブラウンプリン
ジンジャーブラウン+根元を自然に暗く染めたプリン

P-GBR

パールグレイヘア
華やかに魅せる、白をベースにした明るめのグレイカラー

PGH

チャコールグレイヘア
黒をメインにしたナチュラルなグレイカラー

CGH

明るめ

明るめ

暗め

暗め

襟足の外ハネは、気になる襟足をしっかり
カバーしてくれる長さがありながら、首に
まとわりつかない楽さ。後ろ姿をいっそう
キレイに見せてくれるアクセントになり
ます。
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明るめ
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ヴィーナス アクアショート

COLOR：
全5色

MBR/BRN/GBR/
DRB/NBK

31,790 円（税込）
送料無料

襟足はタイトにすっきりすることで重く
なりすぎないバランスの良いショートヘ
ア。トップに長めのレイヤーを入れ、フェ
ミニンさをプラスしました。

品番
pw122

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB） （着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

ヴィーナス リュクスショート

COLOR：
全5色

P-SBE/BRN/GBR/
DRB/NBK

30,800 円（税込）
送料無料

緩いワンカールと丸みのあるスタイルが、
フェミニンさを引き出してくれます。年代
問わず使いやすいスタイルです。

品番
pw203

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN） （着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

ショート

ヴィーナス 大人の上品カールショート

COLOR：
全5 色

MBR/BRN/DRB/
PGH/CGH

31,380 円（税込）送料無料

ショートカットでもボリュームが
出るように、たっぷりと細かなカー
ルを入れました。大人の女性におす
すめな、優しく上品に見えるスタイ
ルです。

品番
pw119

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

（着用カラー：PGH）（着用カラー：PGH） （着用カラー：PGH）（着用カラー：PGH）

（着用カラー：PGH）（着用カラー：PGH）

グレイ
ヘア

ヴィーナス ソフトショート

COLOR：
全5色

MBR/BRN/GBR/
DRB/NBK

29,800 円（税込）
送料無料

すっきりとした襟足と丸みのおびたフォ
ルムのスタイル。サイドを短くすること
で、今までにない軽やかなスッキリ感を実
現しました。

品番
pw205

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB） （着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）
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ヴィーナス 外ハネクリアーショート

COLOR：
全6色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

29,800 円（税込）
送料無料

襟足の外ハネは、気になる襟足をしっかり
カバーしてくれる長さがありながら、首に
まとわりつかない楽さ。後ろ姿をいっそう
キレイに見せてくれるアクセントになり
ます。

品番
pw109

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR） （着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

ヴィーナス リラックスショートボブ

COLOR：
全6 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

30,800 円（税込）送料無料

リラックス感のあるショートボブに、毛
先の緩やかな外ハネがアクセントで飾り
すぎないおしゃれさを演出。表面に真っ
直ぐ入っているレイヤーとのバランスも
絶妙で、自然体なスタイルです。

品番
pw111

（着用カラー：GBR）（着用カラー：GBR） （着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

ヴィーナス メルティボブ

COLOR：
全5 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB

30,800 円（税込）送料無料

短めボブをベースに、全体に丸みを
おびたふんわりとしたボリューム。
自然なカールがあるので、カジュア
ルな女性らしさを作ります。

品番
pw115

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE） （着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

ヴィーナス リモーネボブ

COLOR：
全7色

SBE/MBR/BRN/GBR/
CAB/DRB/NBK

30,800 円（税込）送料無料

表面に優しいカールがかかった、エ
アリー感のあるボブ。空気を含むよ
うなワンカールが、女性らしさを引
き立たせてくれるスタイルです。

品番
pw112

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE） （着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）
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ヴィーナス フレンチショート

COLOR：
全7色

MBR/BRN/GBR/DRB/
NBK/P-MBR/P-BRN

29,800 円（税込）
送料無料

シャープに見えるバランスを、試行錯誤して作った
シルエット。ひし形のくびれラインを作っているの
で、横顔もキレイに見えるバランスです。

品番
pw104

（着用カラー：P-BRN）（着用カラー：P-BRN） （着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

ヴィーナス 陽だまりのボブ

COLOR：
全9色

SBE/MBR/BRN/GBR/
CAB/DRB/NBK/
P-MBR/P-BRN

30,800 円（税込）
送料無料

重く見えないよう計算されたシャギー感で、軽
やかな仕上がりに。作りこんで見えないナチュ
ラル感がピュアな印象を作ります。

品番
pw101

（着用カラー：P-BRN）（着用カラー：P-BRN） （着用カラー：GBR）（着用カラー：GBR）

（着用カラー：GBR）（着用カラー：GBR）

ヴィーナス 愛されショートボブ

COLOR：
全9 色

SBE/MBR/BRN/GBR/
DRB/NBK/P-MBR/
P-GBR/P-DRB

29,800 円（税込）送料無料

毛先にレイヤーを入れることで軽
さを出し、誰にでも似合うシルエッ
トに。 あごラインのショートカッ
トは骨格をキレイに、コンパクトに
見せてくれます。

品番
pw201

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE） （着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

（着用カラー：P-GBR）（着用カラー：P-GBR）

Sサイズ
あり

ヴィーナス クラシックショート

COLOR：
全7色

MBR/BRN/GBR/DRB/
NBK/P-MBR/P-BRN

29,800 円（税込）
送料無料

顔周りに長さを残すことでフェミニンな印
象に。首に沿った長めの襟足で、どこから見
られても安心。軽い前髪だから、シンプルな
ショートも重くなりすぎず自然に。

品番
pw108

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB） （着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

Sサイズ
あり

ヴィーナス ベーシックボブ 

COLOR：
全7色

SBE/MBR/BRN/
GBR/CAB/DRB/NBK

31,480 円（税込）
送料無料

誰にでも似合う計算されたシルエット。シ
ンプルで長く愛されているスタイルです。
軽い前髪だから、シンプルなボブも重くな
りすぎず自然に。

品番
pw107

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN） （着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）
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ヴィーナス ミディアムレイヤー

COLOR：
全5 色

P-SBE/P-GBR/
MBR/BRN/DRB

32,800 円（税込）送料無料

顔周りを包み込むレイヤーが小顔
効果抜群。爽やかで好印象なスタイ
ルです。

品番
pw204

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

ヴィーナス カームミディアム

COLOR：
全5 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB

31,790 円（税込）送料無料

外ハネミックスがポイントのハイ
レイヤースタイル。レイヤーが入る
ことにより、さらに軽さと動きが出
て、ナチュラルでおしゃれな印象に。

品番
pw118

ミディアム

ヴィーナス ミニョンボブ

COLOR：
全5 色

MBR/BRN/GBR/
DRB/NBK

31,900 円（税込）
送料無料

どの角度から見ても可愛い、こなれ感のあるスタ
イル。丸みのあるシルエットで上品かつ柔らかい
印象ながらも、お顔周りのカールで華やかさのあ
る大人女性に。

品番
pw121

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR） （着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

ヴィーナス リーブルミディ

COLOR：
全5 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB

33,000 円（税込）
送料無料

ランダムに入っている絶妙なカール感がポイン
ト。毛先にはストレート感を残しているので、甘く
なりすぎず、カジュアルな印象にしてくれます。

品番
pw120

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE） （着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）



ヴィーナス フローラボブディ

COLOR：
全8 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK/
P-MBR/P-BRN

30,800 円（税込）送料無料

顔周りの外巻きが上品さを引き立てるだ
けでなく、全体のシルエットを内巻きに
したことで、可愛さと小顔効果がありま
す。前髪はほどよい軽さで、おしゃれな抜
け感を演出してくれます。

品番
pw114

（着用カラー：GBR）（着用カラー：GBR）

（着用カラー：GBR）（着用カラー：GBR）

（着用カラー：GBR）（着用カラー：GBR）
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（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

ヴィーナス ミアローズミディ

COLOR：
全5 色

SBE/BRN/MBR/
GBR/DRB

32,480 円（税込）送料無料

ふわっと丸みのあるミディアム。レイヤー
を入れることで、ワンカールでも柔らかな
シルエットに仕上がり、大人っぽさが際立
つスタイルです。

品番
pw113

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

ヴィーナス 柔らかエアリーボブ

COLOR：
全5 色

MBR/BRN/GBR/
DRB/NBK

30,800 円（税込）送料無料

肩につかないボリュームボブスタイル。
首筋の外巻きカールで作るくびれとふん
わりひし形フォルムで、小顔印象を作り
ます。前髪は軽く抜け感を。サイドに流す
だけでバランス良く見せます。

品番
pw106

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

ヴィーナス アルメリアミディ

COLOR：
全5 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB

32,480 円（税込）送料無料

ふんわりと仕上げた内巻きが、360度柔
らかく優しい雰囲気に魅せてくれます。
カールが優しめなので、シーン問わず使
いやすいスタイルです。

品番
pw117
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ヴィーナス ミスティミディアム

COLOR：
全5 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB

31,790 円（税込）送料無料

大人気の外巻きミディアムスタイ
ル。毛先の外ハネと自然に馴染みま
す。顔周りも外巻きなので、くびれ
のあるヘアに仕上がり顎のライン
をシャープに見せてくれます。

品番
pw100

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE） （着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

ヴィーナス 風薫るシフォンミディアム

COLOR：
全4色

MBR/BRN/GBR/DRB

32,480 円（税込）送料無料

風が吹くたびに優しく毛先が動く
こなれレイヤー。計算された前髪の
透け加減で可愛くなれます。

品番
pw103

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR） （着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

ヴィーナス ローレイヤーミディ

COLOR：
全8 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK/
P-MBR/P-BRN

31,790 円（税込）送料無料

ローレイヤーで落ち着いた印象の
まま毛先の抜け感をちゃんと得ら
れる絶妙なヘアスタイルに。また、
小顔効果や自毛のような自然な軽
やかさを出す効果があります。

品番
pw102

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR）（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

ヴィーナス メリーマーメイドロング

COLOR：
全6 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

36,870 円（税込）送料無料

「顔周りだけ外巻き」にこだわった、
上品見えのロングスタイル。毛先の
外ハネに向かって流れるような柔
らかいフォルムが、垢抜けた印象に
みせてくれます。

品番
pw124

ロ ン グ

（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB） （着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

ヴィーナス シンプルレイヤーロング

COLOR：
全6 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

33,800 円（税込）送料無料

スタイル全体にレイヤーを入れる
事で、抜け感と柔らかさをプラス。
作り込みすぎないナチュラルロン
グで、女性らしい抜け感と柔らかさ
を演出。

品番
pw116

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN） （着用カラー：GBR）（着用カラー：GBR）

（着用カラー：GBR）（着用カラー：GBR）
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ヴィーナス クラシカルセミロング

COLOR：
全6 色

SBE/BRN/DRB/NBK/
P-MBR/P-GBR

32,800 円（税込）送料無料

レイヤーが少ないストレートなの
で、飾らないラフさがナチュラルな
雰囲気に。女性らしく見せる、やわ
らか愛されシルエットです。

品番
pw200

ヴィーナス 憧れの上品ロング

COLOR：
全5 色

P-SBE/P-BRN/P-GBR/
P-DRB/NBK

34,800 円（税込）送料無料

ふわりと胸下で弾むラフなシャ
ギーのロングスタイル。眉にかかる
くらいの流しバングが目元を印象
付けてくれます。

品番
pw202

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：P-SBE）（着用カラー：P-SBE） （着用カラー：P-BRN）（着用カラー：P-BRN）

（着用カラー：P-BRN）（着用カラー：P-BRN）

ヴィーナス センシュアルロング

COLOR：
全5 色

SBE/MBR/BRN/
DRB/NBK

32,800 円（税込）送料無料

ボリュームを出しすぎない自然な
カールなので清潔感のある上品さ
を引き出してくれます。また、長さ
が胸の下まであるので小顔効果に
なるのもポイントです。

品番
pw105

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN） （着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

ヴィーナス フロウロング

COLOR：
全4 色

SBE/BRN/GBR/DRB

32,800 円（税込）送料無料

立体感や動きを出して、ぐっと表情
豊かにすることができるミックス
カール。無造作なのにトレンド感の
あるゆるいカールで落ち着いた大
人の印象に。

品番
pw110
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日本製耐熱ファイバーと選りすぐりの人毛をブレンド

人工頭皮×手植えでリアルな頭頂部を再現！
“３D分け目”でより自然に！

よりフィット感のある着け心地を…
Sサイズ、Mサイズの2サイズ展開！

Sサイズ

Mサイズ

比べてみても違いが分
からないぐらいの自然
さ。お仕事や習い事、電
車で座った時など、人の
多いところへ行っても
安心!毛の根本からふん
わりと立ち上がってい
るので、とても自然で適
度なボリュームです。

約53cm
※アジャスターで調節可能

ファイバーと人毛の
良いとこどりの人毛MIX!

赤みのある
ブラウン

少しオレンジがかった
ブラウン

自毛を少し
明るくしたような
ショコラブラック

染めていない
自毛のような

ナチュラルブラック

手入れ＆アレンジのしやすさ スタイルの持ち
ファッション性見た目と手触り

※アジャスターで調節可能

約35cm 約36cm

約55cm 約36cm 約37cm

本物の自毛とつむじ
AQUADOLL VENUS
人毛MIXウィッグ

人 毛 M I X

ヴィーナス マイルドミディアム人毛MIX

COLOR：
全4 色

68,800 円（税込）送料無料

フェイスラインにレイヤーを入れ
ることで顔周りがエアリーに仕上
がるので柔らかな印象に見せてく
れます。短めのミディアムなので普
段使いもしやすいです。

品番
pwm010

（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM） （着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

SIZE : S/M

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM） （着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

ヴィーナス フェミニンボブ人毛MIX

COLOR：
全4色

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

67,480 円（税込）送料無料

全体は丸みをつけたシルエットな
ので、自然なひし形フォルムで上品
なイメージへ。ゆるく自然なカール
のフェミニンボブです。

品番
pwm011

SIZE : S/M
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（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM） （着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

ヴィーナス ナチュラルショートボブ人毛MIX

COLOR：
全4色

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

64,790 円（税込）送料無料

毛先にバランス良くレイヤーを入
れることによって、ふわっとナチュ
ラルなレイヤーショートボブに。前
髪は重すぎないのでこなれ感のあ
る雰囲気に。

品番
pwm009

SIZE : S/M

ヴィーナス 揺れるマシェリショート人毛MIX

COLOR：
全4色

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

59,800 円（税込）送料無料

トップからカールをつけたスタイルな
ので、軽いのに安心のボリューム感。襟
足の外ハネは、後ろ姿をキレイに見せて
くれるだけではなく、首にまとわりつか
ないので付け心地がとても楽です。

品番
pwm008

SIZE : S/M

（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM） （着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）

（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）

ヴィーナス ふんわりカールショート人毛MIXウィッグ

COLOR：
全4色

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

57,800 円（税込）送料無料

全体的にゆるくふわっとした動きの
あるカールが、ほどよいボリュームを
つくりだし、華やかな印象にしてくれ
ます。丸みのあるシルエットでバラン
スのとりやすいヘアスタイルです。

品番
pwm007

SIZE : S/M

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM） （着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

ヴィーナス 大人のオシャレショート人毛MIXウィッグ

COLOR：
全4色

57,800 円（税込）送料無料

軽やかベリーショートで爽やかさ
アップ。毛先が軽やかに仕上がる
シャギーカットで顔周りがシャー
プに。バックスタイルもスッキリと
した仕上がりです。

品番
pwm006

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

SIZE : S/M

（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM） （着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM） （着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）

（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）

ヴィーナス 大人の小顔ヘルシーショート人毛MIXウィッグ

COLOR：
全4 色

58,800 円（税込）送料無料

バックスタイルを美しく見せる大人
上品なレイヤーショート。軽やかな
トップからはいったレイヤーと襟足
長めのタイトなスタイル。顔周りの髪
の毛も長めに残し、小顔効果抜群！

品番
pwm005

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

SIZE : S/M
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ヴィーナス マニッシュショート人毛MIXウィッグ 

COLOR：
全4 色

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

SIZE : S/M

59,480 円（税込）送料無料

ナチュラルで清純派な印象に。表面に
入ったレイヤーが普通のボブよりも軽く
動きのあるヘアセットも可能。フェイス
ラインを包み込むようなワンカールがシ
ンプルでお洋服を選ばす使えます。

品番
pwm001

（着用カラー：CBKM)（着用カラー：CBKM) （着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM） （着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

（着用カラー：MBRM）（着用カラー：MBRM）

ヴィーナス Aライン大人ワンカールセミロング人毛MIXウィッグ

COLOR：
全4色

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

67,800 円（税込）送料無料

ストレート＆ワンカールで女性ら
しくナチュラルで親しみやすい！
ローレイヤーの入った軽めのミ
ディアム。凛とまとまったスタイル
がシーンを気にせず使えます。

品番
pwm003

SIZE : S/M

SIZE : S/M

ヴィーナス カジュアルミディ人毛MIXウィッグ

COLOR：
全4色

MBRM/CBRM/
CBKM/NBKM

64,790 円（税込）送料無料

顔周りに入ったレイヤーが小顔効
果を叶えてくれるひし形シルエッ
トのミディアム。柔らかい質感と
ノーブル感漂う雰囲気が魅力です。

品番
pwm002

（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM） （着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）

（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）

ル ー ム ウ ィ ッ グ

ストレスフリーな新感覚ウィッグ！

セカンドウィッグとして大活躍！

着け心地帽子感覚でラクな

Room Wig

POINT 1 柔らかネットなので
インナーキャップ無しでOK 

POINT 2 汗を吸収して優しく
よく伸びる綿混素材

POINT 3 前後の目印にもなる
ずれにくい滑り止め付き

POINT 4 アジャスターは
外側に付いています

医療用ウィッグとは違い、お肌に直接着用し
ても快適に使っていただけるように、ルーム
ウィッグのベースネットには肌当たりの大変
良い柔らかな生地を使用しています。（自毛
をまとめて着用したい方はウィッグネットの
ご使用をオススメしています）

肌に優しい綿と、伸縮性の高いス
パンデックスの混合素材を使用。
優しい肌触りでよく伸び、綿混素
材が汗を吸収してくれるので快
適に過ごしていただけます。

アジャスターは肌にあたらな
いように外側に付けました。
お好みのフィット感に合わせ
てサイズ調整が可能です。

業界初！おでこ側に滑り止めをつける
ことで、ずれにくさと前後のわかりや
すさを両立。こめかみ部分をあえて作
らず、締め付けの緩和＆リラックスさ
を追求しました。

おでこ側



23 24

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：PGH）（着用カラー：PGH） （着用カラー：PGH）（着用カラー：PGH）

（着用カラー：PGH）（着用カラー：PGH）
（着用カラー：DRB）（着用カラー：DRB）

グレイ
ヘア

ルームウィッグ ミディ品番
rm005

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

9,980 円（税込）
送料無料

COLOR：
全6 色

ルームウィッグ カールショート品番
rm002

MBR/BRN/GBR/
DRB/PGH/CGH

8,180 円（税込）
送料無料

COLOR：
全6 色

（着用カラー：MBR）（着用カラー：MBR） （着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：SBE）（着用カラー：SBE）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN） （着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

（着用カラー：BRN）（着用カラー：BRN）

ルームウィッグ ショートボブ品番
rm003

COLOR：
全6 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

8,180 円（税込）
送料無料

ルームウィッグ ショート品番
rm001

COLOR：
全6 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

8,180 円（税込）
送料無料

ルームウィッグ ボブ品番
rm004

COLOR：
全6 色

SBE/MBR/BRN/
GBR/DRB/NBK

9,480 円（税込）
送料無料
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ワンタッチクリップで簡単脱着。好みの位置に付けられるのでカットの必要もありま
せん。その日の気分で好きな前髪を楽しめます。

脱毛後の頭皮は汗をかきやすくなります。頭頂
部が通気性抜群のネットになっているので蒸れ
にくく、暑い時期にもオススメです。

髪付き帽子とは…？

こんな場面で

前髪取り外し可

通気性抜群メッシュ素材

ストレスフリー
圧迫しないゴム素材

お好きな帽子と
組み合わせてつかえる

髪付き帽子

大活躍 !
ペットの
散歩や
ゴミ出し

急な来客
宅配受取

お家での
リラックス
タイム

治療中で
ウィッグの
締め付けが
つらい時

お気に入りの帽子と合わせて、
いつだって自分らしく !

頭頂部部分が通気性のよいネットになった、帽子と合わせてお使いいただく医療
用ウィッグです。最大の特徴は、帽子のようにパッとつければキマるところ。さっ
と整えるだけで着用でき、フルウィッグと比べ締め付けが少ないため、楽にお使
いいただけます。脱毛症の方、がん治療中の方の声から誕生した人気の商品です。

髪との境目付近に伸縮性のあるゴムが入っ
ているだけで、頭を締め付けず長時間使え
るので就寝時にもご使用いただけます。

前髪取り外し式髪付き帽子ショート人毛MIX

COLOR：
全4色

FBRM（明るい自然茶・人毛MIX）
BKM（黒・人毛MIX）
SGHM(スモーキーグレイヘア・人毛MIX)
DGHM(ダークグレイヘア・人毛MIX)

5 ,680 円（税込）
送料無料

品番
wgn007

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：NBRJ）（着用カラー：NBRJ） （着用カラー：NBRJ）（着用カラー：NBRJ）

（着用カラー：NBRJ）（着用カラー：NBRJ）

前髪取り外し式髪付き帽子ショート人毛100%

COLOR：
全2色

NBRJ(ナチュラルブラウン・人毛100%)
NBKJ(ナチュラルブラック・人毛100%)

9,980 円（税込）
送料無料

品番
wgn037

100%

こちらの商品には帽子は同梱されておりません。お手持ちの帽子と組み合わせてお使いください。

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）（着用カラー：DGHM）（着用カラー：DGHM）

BKMFBRMNBKJNBRJ SGHMDGHM

人毛MIX人毛100％
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（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM） （着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

前髪取り外し式髪付き帽子セミショート人毛MIX

COLOR：
全2色

6,580 円（税込）
送料無料

品番
wgn035

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM） （着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM） （着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

（着用カラー：FBRM）（着用カラー：FBRM）

前髪取り外し式髪付き帽子ミディアムショート人毛MIX

COLOR：
全2色

6,380 円（税込）
送料無料

品番
wgn008

FBRM（明るい自然茶・人毛MIX）
BKM（黒・人毛MIX）

FBRM（明るい自然茶・人毛MIX）
BKM（黒・人毛MIX）

前髪取り外し式髪付き帽子ミディアムレイヤー人毛MIX

COLOR：
全2色

9,480 円（税込）
送料無料

品番
wgn017

FBRM（明るい自然茶・人毛MIX）
BKM（黒・人毛MIX）

前髪取り外し式髪付き帽子ミディアムカール人毛MIX

COLOR：
全2色

9,480 円（税込）
送料無料

品番
wgn022

FBRM（明るい自然茶・人毛MIX）
BKM（黒・人毛MIX）

前髪取り外し式髪付き帽子 セミディカール人毛MIX

COLOR：
全2色

8,470 円（税込）
送料無料

品番
wgn034

FBRM（明るい自然茶・人毛MIX）
BKM（黒・人毛MIX）

前髪取り外し式髪付き帽子ミディアムカール人毛MIX

COLOR：
全2色

7,780 円（税込）
送料無料

品番
wgn036

FBRM（明るい自然茶・人毛MIX）
BKM（黒・人毛MIX）
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ヘアピース

総手植え人毛100％ヘアピース リアルスキン ロングタイプ

COLOR：
全4 色

CBRJ/CBKJ/
NBKJ/PBKJ

47,300 円（税込）
送料無料

つむじ部分にあたる人工頭皮を大きめに取って
あるのがポイント。ロングタイプなので、ロング
ヘアーの方も自毛と一緒に結えるので、ヘアア
レンジをお楽しみいただけます。ahp018と同じ
スタイルの人毛100%タイプです。

品番
ahp017

総手植え人毛MIXヘアピース リアルスキン ロングタイプ

COLOR：
全4 色

CBRM/CBKM/
NBKM/PBKM

39,600 円（税込）
送料無料

つむじ部分にあたる人工頭皮を大きめに取って
あるのがポイント。ロングタイプなので、ロング
ヘアーの方も自毛と一緒に結えるので、ヘアア
レンジをお楽しみいただけます。ahp017と同じ
スタイルの人毛МIXタイプです。

品番
ahp018

（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM） （着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）

（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）

（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ） （着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）

（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）

PBKMNBKMCBKMCBRMPBKJNBKJ

人毛MIX人毛100％

ピュア
ブラック

ナチュラル
ブラック

CBKJCBRJ

ショコラ
ブラック

ショコラ
ブラウン

ピュア
ブラック

ナチュラル
ブラック

ショコラ
ブラック

ショコラ
ブラウン

PBKJWBKJ

人毛100％(ahp015,ahp016)

自然な
黒色

自然な
茶色

WBRJMBRJ

明るい
茶色

一番明るい
茶色

人毛100% ヘアピース O型ベースリアルスキン

COLOR：
全4 色

MBRJ/WBRJ/
WBKJ/PBKJ

27,606 円（税込）送料無料

半手植え製法にすることでお手頃価格を
実現した人毛100%タイプのヘアピース。
広めのO型タイプベースネットで頭頂部
をしっかりカバー。安心感が欲しい方にお
すすめです。

品番
ahp015

（着用カラー：WBKJ）（着用カラー：WBKJ）

（着用カラー：WBKJ）（着用カラー：WBKJ）

（着用カラー：WBKJ）（着用カラー：WBKJ）

オンライン限定

人毛100% ヘアピース T型ベースリアルスキン

COLOR：
全4 色

MBRJ/WBRJ/
WBKJ/PBKJ

23,632 円（税込）送料無料

半手植え製法にすることでお手頃価格を
実現した人毛100%タイプのヘアピース。T
型タイプのベースネットなので、分け目部
分だけをカバーしたい方におすすめです。

品番
ahp016

（着用カラー：WBKJ）（着用カラー：WBKJ）

（着用カラー：WBKJ）（着用カラー：WBKJ）

（着用カラー：WBKJ）（着用カラー：WBKJ）

オンライン限定
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総手植え人毛100％ヘアピース
ワイドリアルスキン ナチュラルロング

COLOR：
全4 色

CBRJ/CBKJ/
NBKJ/PBKJ

64,900 円（税込）送料無料

ベースネットを大きくして広範囲をカバーできる
ようになった、ナチュラルロングのヘアピース。人
工頭皮で分け目の変更もより自由に。ahp020と
同じスタイルの人毛100%タイプです。

品番
ahp019

（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）

（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）

ワイド
リアル
スキン

ワイド
リアル
スキン

総手植え人毛MIXヘアピース
ワイドリアルスキン ナチュラルロング

COLOR：
全4 色

CBRM/CBKM/
NBKM/PBKM

50,600 円（税込）送料無料

ベースネットを大きくして広範囲をカバーできる
ようになった、ナチュラルロングのヘアピース。人
工頭皮で分け目の変更もより自由に。ahp019と
同じスタイルの人毛MIXタイプです。

品番
ahp020

（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）

（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）

（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）

（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）（着用カラー：CBKJ）

総手植え人毛100% 6分ウィッグ 
リアルスキン ナチュラルストレート

COLOR：
全4 色

CBRJ/CBKJ/
NBKJ/PBKJ

62,700 円（税込）送料無料

気になる頭頂部を自然にカバー＆ボリュームアッ
プ。普段使いしやすいストレートタイプです。
ahp022と同じスタイルの人毛100%タイプです。

品番
ahp021

（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）

（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）（着用カラー：CBKM）

（着用カラー：CBRJ）（着用カラー：CBRJ）

（着用カラー：CBRJ）（着用カラー：CBRJ）（着用カラー：CBRJ）（着用カラー：CBRJ）

（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）

（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）（着用カラー：CBRM）

総手植え人毛MIX 6分ウィッグ 
リアルスキン ナチュラルストレート

48,400 円（税込）送料無料

気になる頭頂部を自然にカバー＆ボリュームアッ
プ。普段使いしやすいストレートタイプです。
ahp021と同じスタイルの人毛MIXタイプです。

品番
ahp022

COLOR：
全4 色

CBRM/CBKM/
NBKM/PBKM

総手植え人毛MIX 6分ウィッグ 
リアルスキン ボリュームゆるカール

44,800 円（税込）送料無料

トップの丸みのあるシルエットで、しっかりカ
バー＆ボリュームアップ。ふんわりセットで華や
かな若々しい印象にもなります。ahp023と同じ
スタイルの人毛MIXタイプです。

品番
ahp024

COLOR：
全4 色

CBRM/CBKM/
NBKM/PBKM

総手植え人毛100％ 6分ウィッグ 
リアルスキン ボリュームゆるカール

COLOR：
全4 色

49,800 円（税込）送料無料

トップの丸みのあるシルエットで、しっかりカ
バー＆ボリュームアップ。ふんわりセットで華や
かな若々しい印象にもなります。ahp024と同じ
スタイルの人毛100%タイプです。

品番
ahp023

CBRJ/CBKJ/
NBKJ/PBKJ

6分
ウィッグ

6分
ウィッグ

6分
ウィッグ

6分
ウィッグ
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ウィッグ専用シャンプー
＆コンディショナー

あなたのウィッグを本来の美しさに！その秘密…

ケア用品＆ウィッグ小物

アクアドール
シャンプー

アクアドール
ケアミスト

アクアドール
デオドラントミスト

アクアドール
コンディショナー

たっぷりと配合された植物エキスでふんわりサラツヤ仕上げ
アミノ酸の力で傷んだ髪を修復
少量でも泡立ちが良いので最強コスパ
グリーンティーの香りで消臭効果と癒し効果
ウィッグに適した洗浄力で頑固な汚れや皮脂を落とす

市販のシャンプーとは違い、多数の植物
エキスを多く配合することでしっとり
なめらかに絡まりを抑えます。長くお使
いいただくウィッグだからこそ専用
シャンプーは安心です！

広がり、パサつきの起こりやすい人毛が使われ
ているウィッグを保湿してくれる、専用のヘア
オイルです。しっかり保湿しつつ、馴染ませて
いくうちにさらりと仕上がります。

静電気防止効果で、しっとりとした艷を与えクシ通
りなめらかな髪に整えるアクアドールオリジナルヘ
アミスト。ごわつきを抑え、ウィッグが断然長持ち！
消臭効果も備わった毎日のお手入れの必需品です。

気になる皮脂や汗のニオイを抑えて快適な香りに変
えてくれるウィッグ専用のデオドラントミスト。香り
は、爽やかな柑橘系の香りです。

シャンプーで汚れや臭いをとった後、この
コンディショナーで更にサラツヤコーティ
ング。使い方もウィッグを水またはぬるま
湯と一緒につけておくだけです。

1,870 円（税込）

1,650 円（税込） 2,090 円（税込）

1,870 円（税込）

品番
wgn030

アクアドール
プレミアムヘアオイル

3,300 円（税込）

品番
wgn033

品番
wgn028

品番
wgn029

品番
wgn031

すべての毛質に対応した、ウィッグ特有のテカ
リを解消するスプレー。自毛にも使用可能。汗
のべたつきも抑えてサラサラにしてくれます。

アクアドール
つや消しスプレー

1,980 円（税込）

品番
wgn039

ウィッグ用ストッキングネット
（2枚セット）

ウィッグ用ブラシ小 ウィッグ用ブラシ大

748円（税込）
メール便
送料無料

363円（税込） 660円（税込）

品番
wgn038

ウィッグ用
折りたたみブラシ

 1 ,100円（税込）

品番
wgn041

ウィッグ専用スタンド

418円（税込）

品番
wgn002

ウィッグ用汗取りパッド
2種類×10セット（20枚入り）

1,210円（税込）
メール便
送料無料

品番
wgn043

品番
wgbr001

品番
wgbr002

医療用 4点サポートセット

医療用7点スターターセット

●医療用インナーキャップ 
●ウィッグ用ブラシ  大
●ウィッグ用ブラシ  小
●アクアドール ケアミスト

●アクアドール シャンプー
●アクアドール コンディショナー
●アクアドール デオドラントミスト

医療用ウィッグを、より安心して快適に
ご利用いただくためのケア用品４点セット。

毎日のお手入れで大切なウィッグがより長持ち♪
スペシャルケア用品7点セット。

 3,795円（税込）送料無料

9,411円（税込） 送料無料

品番
wgcs002

サポート
セット

品番
wgcs005

ネット・インナーキャップ
タイプ
豊富

1,508円（税込）～
408円（税込）～

こだわりの素材で作られたネット・
インナーキャップは地肌を優しく
守ってくれます。用途に合わせて使
い分けてください。

メール便送料無料

ネット
インナーキャップ

品番
wgn040

お肌想いのプレミアム
インナーキャップ

オススメ

3,080円 （税込）
サイズ: S/M
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