
At cado we fuse, by design, a passion for traditional Japanese craftsmanship
and sensibility with deep respect for modern technology.
For us pride comes from creating objects that well exceed expectations of function,
and delight with the beauty of their form and finish.
We want to create appliances that don’t use technology for its own sake but for
the users that our products will serve for many years. 
We strive to think long and hard about how, through design,
we can best make technology serve the needs of those who embrace our products.
We aim for appliances that enhance the livability of the built spaces we inhabit
and do not beg to be concealed. 
We design for atmosphere. Wherever you choose to make your life.

製品に関する最新情報、使い方、お手入れ・修理についてのご相談は

カドー製品は、ご購入後1年間保証します。
ご購入の際の保証書を必ず大切に保管ください。
また、店名・ご購入日の記載のないものは無効となります。

受付時間：9:00-17:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）

・このカタログは 2021年 3月現在の内容です。　
・カタログに記載の仕様およびデザインは、改良のため予告なく
   変更する場合があります。予めご了承ください。　
・カタログに記載の製品の色は印刷により実物と若干異なる場合があります。
・使用シーンはイメージです。ご使用にあたっては取扱説明書をご確認ください。

https://cado.com/jp/support/
カドーサポートサイト

お電話での対応をご希望のお客様は

0120-707-212　＜通話料無料＞
カドーサポートセンター

1年間保証

発売元：株式会社カドークオーラ  〒108-0071 東京都港区白金台4-2-11
cado cuauraは株式会社カドークオーラの登録商標です。

URL: https://cado.com/jp/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cado_official/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/cado.japan/



HAIR STRAIGHTENER 
ストレートヘアアイロン

BI-G1





Hair straightener developed as a “professional tool”

“プロの道具”として生まれたヘアアイロン

美容の目的は、美しさの追求だけではありません。コンプレックスに寄り添い、悩みを

解消することも美容に求められる役割でしょう。特にくせ毛や縮毛に悩む人は多いので

すが、現状のヘアアイロンでは日々のケアが難しい。もっと簡単に使えるヘアアイロン

を作りたい。そこから生まれたのが、美容家電ブランド「カドークオーラ」のストレート

ヘアアイロン「BI-G1」でした。

本製品は、美容業界の先鋭企業である「株式会社ビューティガレージ」とくせ毛・縮毛矯

正の匠として知られる「ヘアサロン Lily代表 柳本剛氏」とのパートナーシップによる共
同開発製品です。柳本氏が求めたのは、「もっと髪の根元を攻められるヘアアイロン」

でした。髪の根元まで施術するために施術部とプレートをほとんど同サイズに設計し、

縁までのクリアランスは1mm以下。プレートはアルミニウム素材にフッ素樹脂を塗布
し、3本の溝を設けて毛のうねりを上手く拾えるように。施術部はかなり薄いので取り回
しが良くなり、耳の後ろやもみあげまわりといった難しい場所も攻めやすく、また、長

めのプレートにして抑えられる髪の量を増やせるようにしました。一般的なヘアアイロ

ンに比べて非常に軽く、コードも長いので作業時のストレスも軽減されます。 こういっ
た細かな仕様は、全て柳本氏の意見を具現化したもの。「BI-G1」は、徹底的に“プロの道具”
を目指したのです。

　しかもその一方で、カドーらしいデザインにもこだわりました。ハサミや革のポーチの

ようなプロの道具たちの中にあっても違和感なく成立し、洗練された空気感を作ってくれ

るモノを意識してデザイン。シンプルでありつつ存在感があり、気取らないカッコよさが

ある「BI-G1」は、機能性とデザイン性を両立させた、全く新しいヘアアイロンなのです。
　くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して

使える最良の道具を選びたい。超一流の美容師が認めた “プロの道具” であるヘアアイロ

ン「BI-G1」は、髪にまつわるコンプレックスに新しい光を与える存在となるでしょう。

柳本 剛　TSUYOSHI YANAGIMOTO
Lily 代表
1985年、徳島県出身。都内のヘアサロン2店舗で計6年間の勤務を経て独立。フリーランスの美容師と
してキャリアを積み、2014年の11月に東京・表参道に「Lily」をオープン。「くせ毛・縮毛矯正の匠」と
して髪質やダメージに悩む女性たちから圧倒的な支持を得ている。

鈴木健（cadoクリエイティブディレクター）と
柳本剛氏（ヘアサロン Lily代表）の対談風景





Function /O1 Function /O2

水蒸気コントロールで頭皮への負担を軽減

独自の3本溝が適度に水蒸気を逃し、髪に当たる水蒸気の量をコントロール。頭皮に負
担をかけることなく、うねりが気になる根元や生え際まで挟むことが可能です。

プレートへのこだわり

プレートの熱伝導率の高さと上下の均一なかみ合わせを追求。アルミプレートの表面に

独自に開発した特殊フッ素樹脂をコーティングすることで、優れた耐久性能に加え、髪

にやさしいなめらかな滑りと、縮毛矯正に欠かせない適度なテンションの最適なバラン

スを実現しました。さらに、片側のプレートにわずかな力でも作用するサスペンション

機構を採用。髪に均一な圧をかけることで安定したスタイリングが可能になりました。



Function /O3

圧倒的な立ち上がりの早さで時短を実現

独自に開発したデジタル制御と温度センサーによるハイブリッド制御方式により、約34
秒で180°Cに達するスピーディーな立ち上がりが時短スタイリングを可能にします。精
密な温度コントロールを実現するとともに、ハイレスポンスヒーターとの組合せにより

業界最高レベルの熱応答性を実現しました。施術効率を高めるだけでなく、急激な温度

変化に伴う髪へのダメージを軽減します。

Function /O4

プロも納得の「軽い」「薄い」「汚れづらい」

コンパクトで軽い本体は使用時の手の負担を軽減します。一方、最大限まで大きくした

プレート部は、先端を薄くすることで一度に施術できる面を広範にしつつ頭皮や生え際

近くまで繊細に挟めます。美容師の皆さんの声を元に採用したハニカム処理のフェルト

によって、熱さを感じづらく汚れが付きにくい工夫も施しました。



Function /O5

直感的に使えるシンプルな仕様

電源と温度の上下ボタンだけの直感的に使えるシンプルな仕様。運転から60分後に自動
で運転停止するので安心してお使いいただけます。100V～240Vの電圧に対応しており
海外での使用もOKなので、旅先でもいつもと同じスタイルを楽しめます。カラーはド
ライヤーと同じ落ち着いた雰囲気でインテリアにも馴染む「クールグレー」と「ホワイト」

の2色展開です。

Function /O6

プロによる施術とパーソナルスタイリングの両方が可能

サロンで縮毛矯正に使われるストレートヘアアイロンと同じ仕様。プロが認める機能性

とクオリティに加え、一般的なヘアアイロンに比べると軽量&コンパクト。小回りが効
いて操作しやすくどなたでもデイリーに使えます。使い方によってカールさせることも

可能なのでスタイリングのアレンジにもおすすめです。



HAIR DRYER 
ヘアドライヤー

BD-E2





Function /O1

自分の手の一部を操るように

ドライヤーのノーズ部分をなくすことで、本体重量約400gと軽量に、さらに握りやすい
グリップ形状とホールド感が増すくぼみは、長時間使っていても疲れにくく、使用時の

疲労度が圧倒的に軽減されます。また重心が手元に来ることで、ラクにスタイリングが

可能です。

Function /O2

業界トップクラスの大風量

定格消費電力1,000Wの省エネ設計ながら、 業界トップクラスの [2.2 m³ /min]のパワフ
ルな風量を実現。さらに遠赤外線効果による頭皮への温熱効果により低温でも速乾性を実現。

ー  髪と地肌にやさしい3つのポイント ー



Function /O3

髪にやさしい熱すぎない風温

あえて最高温度を熱すぎない 85°Cに設定することで髪へのダメージを抑え、過乾燥を防止。

ー  髪と地肌にやさしい3つのポイント ー

Function /O4

髪と地肌をしっかりケアする風質

マイナスイオンに加え、吹出口に高効率で “遠赤外線”を放射するセラミックカートリッ

ジ、セラミックコーティングを施したヒーター線からも“遠赤外線”を放射するという、

デュアル遠赤外線構造で、髪と地肌をやさしくケア。

ー  髪と地肌にやさしい3つのポイント ー



“ちょうどいい風”（風量・風温・風質）により
うるおい・ツヤ・なめらかさ・コシUP

※1
【試験実施機関】 株式会社 SOUKEN
【人毛由来の毛束に対するヘアドライヤーでの乾燥実験】 
入浴、もしくはシャワー後の毛髪をイメージし、人毛由来の毛束を約 40°Cに調温した温水で 5 分間洗髪、
タオルドライを経て、手櫛によるヘアドライヤーでの 3 分間の乾燥を実施。

※2
【髪の引っかかり】摩擦強度を測る試験によるもの。 毛髪摩擦強度の数値が低いとは摩擦力が低く、
毛髪のくし通りが滑らかであると考えられる。

※3
【髪のコシ】 引っ張り強度を測る試験によるもの。毛髪引っ張り強度が高いとは、毛髪自身の強度が強く、
毛髪のコシに関連すると考えられる。
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髪と地肌にやさしい3つのポイントでしなやかな美しい髪を実現。



Function /O6

直感的に使えるボタン

直感的に使える操作性にこだわった、シンプルなデザイン。

Function /O5

握りやすいグリップ形状と、ホールド感を増すくぼみ

握りやすく、疲れにくく。毎日使う“道具” だからこそ、時短で負荷なく使いやすくしました。



Function /O7

わずかなスペースにも置きやすい

ノーズをなくしたことで簡単に自立するため、置き場所を選ばず、収納時もスペースを取

りません。スタイリングの最中に洗面台やドレッサーのわずかなスペースに置くにも便利。

Function /O8

機能的な収納を実現

ドライヤーの悩みの大きな一つは「収納」です。別売のスチール製の専用スタンドで、

さらにアタッチメントも含めより機能的に収納いただけます。



ホワイトクールグレー

38W

電源

消費電力※

約100°C ~ 約200°Cプレート温度

質量

外形寸法 高さ 約239 × 幅 約32 × 奥行 約40mm

付属品 耐熱シート、取扱説明書兼保証書

電源コード長 約1.8m

約186g（電源コードを除く）

AC100-240V 50-60Hz

BI-G1

ホワイト ドライヤースタンドクールグレー

BD-E2

※ 0.5時間あたりの平均電力です。 電源電圧および温度制御により消費電力が変動します。 
（最大電力 AC100V時：約 306W / AC240V時：約 405W）

1,000W

電源

定格消費電力

2.2m2/min風量

温風温度

動作モード スライドスイッチ：OFF-弱 -中 -強 / ボタンスイッチ：温風・冷風 切替

質量 約400g（コードを除く）

電源コード長 約1.8ｍ

付属品 スタイリングノズル、ストラップ、お手入れブラシ、取扱説明書兼保証書

外形寸法 幅 110 × 高さ 250 × 奥行き 60mm

約85°C（室温30°C 風量「2」設定時）

AC100 50-60Hz

HAIR STRAIGHTENER 

HAIR DRYER

別売　ドライヤースタンド 型名：ST-E1 / 質量：約670g / 外形寸法：幅70×高さ80×奥行240mm
本体材質：鉄、エラストマー　※ドライヤーを置いた時の高さ約180mm


