
パイモア形状記憶デジタルパーマ

Digital Perm

http://www.paimore.com

Shape Memory Digital PermIII AL
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Rode Line Hanger
コード掛

出力口

操作パネル

メインスイッチ

〈前面〉 〈後面〉Bus Corn

Control Panel

Main switch

本体メインヒューズ
Main Fuse

Front picture Back picture

Rod

Rods line・Rods code Connection plug

Anti-heated color rubber

Please do not wash rods in water.
Be sure to keep clean or wipe off with towel.
Using water may increase a potential for property damage.

Rod Line ・ Rod Code

Be sure to check the rods whether cool down, and then remove the rods line.
Do not screw the rods line, and then remove the rods lines straightly and slowly.
If you leave rods with heated condition, may damage or destroy rods line.

Insert a plug into a wall outlet.

Wind hair onto the rods in combination with design.

After winding, connect rods and rod lines.

Be sure to check connection of plug.

Turn on main power switch.

Be sure to confirm the pilot light is flash.
(or not)

(※注!!) ランプが光るのを確認してください。

Select setting mode. 
Select a setting mode in accordance with hair damage.

Mode Button

Pilot Light

Start Button

Time setting button

Main power switch

Output LED

Perm Mode

Low perm

Basic setting temperature Basic time

Basic setting temperature Basic time

Soft dry

Dry

Setting Mode Basic temperature

Please adjust time setting in accordance with condition of hair damage.

Basic setting temperature Basic time

Soft setting

Hard setting

Press start button if all setting completed.

Press start button and confirm the pilot light is flash.

After 5 min. please confirm all rods start to warm up.

Press button for confirmation. (beep sound)

ソフト  ドライ

ドライ

ローパーム

ソフトセッティング

ハードセッティング

Identifying the parts各部の名称

Shape Memory Digital Perm Basic Operation Manual形状記憶デジタルパーマ基本操作

電源コードをコンセントに
差し込み、準備をします。

ワインディングが終了したら、
ロッド1本1本にロッドコードを
つなぎます。

ふんわりボリュームスタイルからリッチなカールスタイルまで
表現力思いのまま ...

PAIMORETEL:65(6836)0228STAR AIRFREIGHT PTE LTD 213 HENDERSON ROAD,#03-04, SINGAPORE,159553

ロッド線・ロッドコード接続プラグ

ロッド

ロッド線・ロッドコード

各モードボタンを選択します。

(キャスター装着時)
高さ1105mm

毛髪の損傷度に合わせて、各モードボタンを選択します。

アウトプットLED

モードボタン

パイロットランプ

スタートボタン

時間設定ボタン

メインスイッチ
(主電源)



ハイダメージ毛対応のソフトドライモード (45℃) を追加し、
パーマのみならず、オリジナルセットにも幅広く対応が可能です。

ロッド線 LED付 (1 本入 )
￥2,900

ロッド線 (1 本入 )
￥2,000

ロッドペーパー (400 枚入 )
￥900

ロングペーパー (400 枚入 )
￥1,000

ロッドアンダーパッド
(各 10枚入 )

ロッドパッド (50 枚入 )
¥1,500

ロッドウケ
￥1,500

ロッドキャップ (5コ入 )
￥500

マジックロッド（各 10コ入）耐熱輪ゴム (No.18) 70g
￥500

ロッド 幅 90mm( 各 5本入 ) ロングロッド 幅 163mm( 各 5本入 )

12mm

14mm

16mm

20mm

23mm

18mm 25mm

28mm

33mm

18mm

23mm

28mm

33mm

¥4,150 ￥4,250 ￥4,350

S
（12,14,16mm用）

M
（18,20,23mm用）

L
（25,28,33mm用）

￥1,500 ￥1,600 ￥1,700

ロッドクリップ（各 10コ入）耐熱リッジクリップ（各 5コ入）

小　    　中　         大

￥600 ￥700

MAGIC ROD

ROD LINE

ROD PAPER LONG PAPER

PAD

TRAY ROD CAPRUBBER BAND

ROD LONG ROD

CLIP

￥8,000

￥10,000

￥18,000

￥8,500

￥9,500 ￥10,250

￥18,500

￥9,000

￥10,500

￥19,000

￥9,750

￥11,000

※表示価格は、すべて税抜価格です。

￥19,500

￥600 ￥650 ￥700

ヘアカーラー、これを用いた
ヘアウエーブ装置及び該装置を
用いた施術方法

形状記憶デジタルパーマ

特 許 第 4 2 2 4 4 6 2 号

登 録 第 4 7 4 0 6 7 8 号

発 録 第 5 1 5 0 7 2 7 号

商標登録取得済

デジタル機特許取得済

Shape memory digital perm

No. 4740676

No.5150727

No.4224462

Registered trade mark

Patent number

パイモア形状記憶デジタルパーマ III アル

パイモア形状記憶デジタルパーマ III アル

持ち運び可能で、施術場所を選べる

キャスター＆トレー 4段付タイプ

卓上タイプ

使いやすさを考えた豊富なバリエーション

PAIMORE Digital Perm III AL

PAIMORE Digital Perm III AL

・サイズ／H295×W380×D385mm
・電源／AC100V
・周波数／ 50／ 60Hz
・消費電力／ 540W
・重量 (付属品含む )／約 11kg

サロン価格　¥173,000( 税抜 )

パイモア形状記憶デジタルパーマ III アル

ロッドなどのオプションをすっきり収納でき、
サロン内もスムーズに移動が可能

PAIMORE Digital Perm III AL

・カラー／ 8色
・電源／AC100V
・周波数／ 50／ 60Hz
・消費電力／ 540W

サロン価格　¥208,000( 税抜 )

キャスタータイプ

サロン内をスムーズに移動が可能

・電源／AC100V
・周波数／ 50／ 60Hz
・消費電力／ 540W

サロン価格　¥193,000( 税抜 )

ワゴンタイプ

パイモア形状記憶デジタルパーマ III
PAIMORE Digital Perm III

・サイズ／H990×W470mm
・電源／AC100V
・周波数／ 50／ 60Hz
・消費電力／ 540W
・重量 (付属品含む )／約 21kg

サロン価格　¥198,000( 税抜 )

ハンディタイプ

パイモア形状記憶デジタルパーマ III
PAIMORE Digital Perm III

・サイズ／H230×W280×D250mm
・カラー／ 1色
・電源／AC100V
・周波数／ 50／ 60Hz
・消費電力／ 540W
・重量 (付属品含む )／約 12kg

サロン価格　¥168,000( 税抜 )

シルバー
メタリック

ローズ
レッド
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Option オプション

PSE( 国際電気用品安全保証試験査認可済み )
認証番号　KR2189・D04K0127・HH079537001A

形状記憶デジタルパーマ
Digital Perm

充実の 8カラー

充実の 8カラー

形状記憶デジタルパーマのメリット

・髪にツヤとハリが出て、立体的な弾力のあるカールができる。

・リッジ感がはっきりしたカールができる。

・ゆるい大きなカールや、巻き髪風のカールができる。

▶こんな方におすすめ

パーマがかかりづらい方 パーマの保ちが悪い方

スタイリングでお困りの方髪にボリュームがほしい方
S　　　　　L 

中　　        大 　　      特大　　
耐熱パッド (5枚入 )
￥600


