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奇跡が起きました。松崎社長が私の
亡き父サッスーンに、これまで実現
できなかった、彼が愛したハサミを
献上してくださったのです。胸を打
たれました。私たちのすべての出発
点となったハサミのことを想いなが
ら、私はあふれる涙がとまりません
でした。永遠に感謝続けます。

ヴィダルサッスーン氏の
ご息女エデンさんのコメントが掲載
されたフェイスブック

50年ぶりの感動！
ヴィダルサッスーン氏のロンドン美容学校で、私と彼は日本製鋏の最初の設計
を話し合い、サスーン鋏が誕生しました。今年、ロングビーチで開催された展示
会の機会を利用してロス学校に、いままで機会が無く実現できなかった彼の墓
参りがしたい旨を伝え、実現することができました。 墓前に具える初期の鋏を
持参したところ、ご息女が展示会場に来て下さいましたのでお渡ししました。そ
うして右のような感動が生まれました。

2018年3月中旬、イタリアで開催した展示会の真です。
Pictures of Cosmoprof Italy 2018.

Vol.8Emotion ＆ Revolution

2019年3月中旬、イタリアで開催した展示会の真です。
Pictures of Cosmoprof London 2019. MATSUZAKI Collection  特 別 復刻版  Special Reprint

A touching reunion after 
50 YEARS 
The birth of the Sassoon model scissors was in Vidal Sassoon’s 
Beauty School in London. At that time Vidal Sassoon and I 
discussed about the first Sassoon Japanese scissors design.
This year we entered in the International Spa & Salon Expo, and 
asked the Sassoon Academy if we could have an opportunity to 
meet Vidal Sassoon’s grave. I brought one of the first scissors of 
the Vidal Sassoon model as a present because I did not have an 
opportunity to bless Vidal Sassoon at the time. I gave the 
scissors to his daughter Eden, who met us at the show. The 
scissors moved her heart and wrote the next words on Instagram

Facebook with 
daughter Eden's comments

毎年、海外で展示会を開催しています。 We hold an exhibition abroad every year.

Information



昔ながらのコレクション商品、
ヴィンテージシリーズで探してみてはいかがですか？
松崎ヴィンテージは最高峰松崎コレクションのヴィンテージシリーズとして
ご紹介しています。昔ながらの製品を諦めた方は必見です！ ヴィンテージシリーズは
リーズナブルな価格でご提供しています。

Old-fashioned collection products.
How about looking for it in the vintage series?
"Matsuzaki Vintage is The highest peak Matsuzaki collection.  
We will guide you as a vintage series.  Must-see for those who gave up on 
old-fashioned productsI will introduce it as a vintage series. 
We will offer it at a reasonable price.

1

廃盤品で欲しくても手が届かなかった最高峰のマツザキコレ
クションシザーを復刻し、ヴィンテージシリーズとしてご提供。
10～50％OFFのお得な価格ご購入いただけます。

価格についてはお問合せください。
Please inquire about the price.

 
★★★★★
Jr-SOBISHIN 525
コード Cord: 4582548741929 

価格 Price ¥88,000

2

3

4 ★★★★
XDS 550/600
コード Cord: 4582548741806 
コード Cord: 4582548741813 

価格 Price  ¥82,000

Reproduction collection scissors as a vintageseries 
OfferYou can purchase it at a reasonable price

 
★★★★
VDS 650D
コード Cord: 4582548741257 

価格 Price ¥87,000

★★★★
VDS 600
（小指掛：フックタイプ）
（Finger Hold type）
コード Cord: 4582548742315 
価格 Price ¥85,000

 
★★★★
SASABA S  650D
コード Cord: 4582548740786 
コード Cord: 4582548740793 

価格 Price ¥85,000

Vintage series 
offers a price of 

10～50% off!!

ご注文は製品の番号でお申し付けください。
Please tell your order by the number of the product.

マツザキヴィンテージ
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★★★★★★
MEDS 500D
Royal Purple
コード Cord: 4582548742407 

価格 Price ¥110,000

★★★★★★
MLDS 550/600
Gold Titanium
コード Cord: 4582548742339 
コード Cord: 4582548742346 
価格 Price ¥83,000

  

★★★★★
KENNBU 675F
BlackTitanium
コード Cord: 4582548742070 

価格 Price ¥99,000

★★★★★
EDS 500D
White/Black
コード Cord: 4582548742377 
コード Cord:4582548742384 

価格 Price ¥84,000

★★★★
SGX 950（650）
コード Cord: 4582548741554 

価格 Price ¥90,000

 
★★★★★★
J-FUZZY4210
コード : 4582548742520 

価格 Price ¥85,000
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廃盤品で欲しくても手が届かなかった最高峰のマツザキコレクションシザーを復刻し、
ヴィンテージシリーズとしてご提供。お得な価格,10～50％OFFでご購入いただけます。
Reproduction collection scissors as a vintageseries OfferYou can purchase 
it at a reasonable price

Vintage series 
offers a price of 

10～50% off!!

価格についてはお問合せください。 Please inquire about the price. ご注文は製品の番号でお申し付けください。Please tell your order by the number of the product.

★★★★
MANTIS 88
Thinning S
コード Cord: 4582548741653 

価格 Price ¥100,000

★★★★
VDI 6020F
コード Cord:4582548741035 

価格 Price¥70,400

★★★
FS 5530DG
コード Cord: 4582548742926 

価格 Price ¥60,000

★★★★
LIVE 5519
コード Cord: 4582548742919 

価格 Price ¥70,000

★★★★
BLACKBASE 
5537D
コード Cord:4582548742902 

価格 Price ¥66,000
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★★★★★★
MLDS 550D Black
コード Cord : 4582548742896 

価格 Price ¥120,000

 

 
★★★★★★
J-DRY 100
コード Cord : 4582548741431 

価格 Price ¥88,000

 
★★★★★★
J-BASE 4230
コード Cord : 4582548742490 

価格 Price ¥83,000

 
★★★★★
痩美身 600/650
コード Cord : 4582548741684 
コード Cord : 4582548741691 

価格 Price ¥98,000
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廃盤品で欲しくても手が届かなかった最高峰のマツザキコレ
クションシザーを復刻し、ヴィンテージシリーズとしてご提供。
10～50％OFFのお得な価格ご購入いただけます。
Reproduction collection scissors as a vintageseries 
OfferYou can purchase it at a reasonable price

Vintage series 
offers a price of 

10～50% off!!

価格についてはお問合せください。
Please inquire about the price.

ご注文は製品の番号でお申し付けください。
Please tell your order by the number of the product.

1890年（明治23年）、マテックマツザキの前
身である松崎製作所は「自転車商」・「諸機械製
造」を九州で、事業を起業。店構えは自転車
を広告塔にした、当時としては珍しいモダン
アートを先取りするなど先進的な事業として
注目されました。この頃の自転車は高価な遊
び道具であり、また所有できるのは長らく富
裕層に限られていた事もあり、松崎製作所は
盛業を誇っていました。
やがて事業のひとつである「諸機械製造」の
事業を発展させ、理美容鋏への挑戦がスター
トしました。

明治中期に創業した「自転車商」・
「諸機械製造」がマテックマツザ
キの前身です。

明治中期頃盛業を誇ったマツザキの前身「自
転車商」、「諸機械製造」の事業は1898年、初
代松崎照一が東京本郷の地で鋏メーカーの
創業（当時松崎製作所）へと引き継がれまし
た。その6年後の1904年、理美容界における
全鋼の鋏の第一号が初代松崎照一によって開
発されました。やがて2代目松崎正義は、全
鋼の理容鋏を手がけ、創業魂をこめた探求
の結果、技術を結集し、多くのパテントを取
得。理美容界における不動の理容鋏製造事
業を完成しました。

1898年、創業時から受け継がれ
た「感動の鋏づくり」と「技術力」が
マツザキの強みです。1898年、本郷で創業。初代松崎

昭一により全鋼の理容鋏が開発
されました。

History of Matsuzaki

Our origin is the biycle 
maker and machinery 
manufacturer founded in 
the middle of the Meji era.
In 1890, Matsuzaki  Factory (former 
Matteck Matsuzaki) was founded in 
Kyushu District.Matsuzaki were very 
famous as a leading-edge company using 
real bicycles for the  advertisment  like 
modern art. In 1890, Matsuzaki Industries 
(now Matteck Matsuzaki) was founded 
i n  t he  K yu shu  r eg i on .Ma t su z a k i  
became very famous as a pioneer for 
using real bicycles for advertisement 
like modern art.
B i c y c l e s  a t  t h i s  t ime  we r e  v e r y  
expensive and affordable only to the 
rich. For this reason, Matsuzaki factory 
succeeded  in  this business and the 
machine manufacturing section of the 
company gradually started producing 
cosmetic scissors.

Established in 1989 in 
Hongo.The first steel 
cosmetic scissors were made 
by the founder Terukazu 
Matsuzaki.
In the middle of the Meiji era, the bicycle 
and machiner y  manufac turer  was  
reinvented as a producer of scissors by 
the founder Terukazu Matsuzaki. 
After 6 years, in 1904, he succeeded in 
inventing the first steel cosmetic scissors 
for the beauty and cosmetic industry.
The second president of the company, 
Masayoshi Mastuzaki created the first all 
steel cosmetic scissors. Because of his 

Our strongpoint is the 
experience of our craftmen 
since the foundation in 
1898.

3 代目 松崎邦彦
Kunihiko  Matsuzaki,
of 3rd Generaition

2 代目 松崎正義
Masayoshi  Matsuzaki,
of 2nd Generaition

初代 松崎照一
Terukazu  Matsuzaki,

Founder

爾来117年、その技術はいまに継承され続け、
日本はもちろんの事、海外での販路も拡大、
世界のユーザーにお届けしています。

hard work, Matteck Matsuzaki attained 
numerous patent rights and became an 
undeniable force in the beauty and 
cosmetic industry. 
Even after 117 years the company has 
inherited the technology and tradition 
while continuing to improve, develop 
and innovate.

120年にわたり
受け継がれてきた
シンボルマーク
The simbol mark 
that has succeded 
for 120 years.
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