
■ LEAFGEL／2016-2017 カタログ H1_H4　［仕上りサイズ：B5］ 



8g 4,628円（32-40）
25g 11,460円（80-23） 8g 4,628円（32-40）

25g 11,460円（80-23）

Extreme Clear＋ Sanding Free
UV 1分硬化　LED 20秒硬化

従来品のベースジェルよりも密着力が格段と向上しました。
オフがスムーズで爪への負担も軽減。
しっかりとしたベースづくりが可能です。
●密着性に優れたベースジェル！
●オフも簡単でスムーズ!

「オンからオフまでスムーズ！」
サンディング不要なのに高い密着力を実現！
●  高品質なのに低価格を実現!(従来のクリアジェルと同価格 ※当社比)
●  低粘度のテクスチャーだから塗りやすい!
●  オフも簡単でサロンワークの時間を短縮!
●  お爪の状態によって、2度塗りをおすすめしております。

エクストリームクリア ＋ サンディングフリー

PRODUCT LINEUP

● マットコートトップジェル
● ベロアのような高級感
あふれる質感
※ネイルプレップIIでのふき取りを
　おすすめします
※ご使用前に必ず撹拌して下さい

Top Rich Matte
トップ リッチマット

●  オフする瞬間まで続く、
　クリスタルのような輝き
●  ストーンも付けやすい
  適度な粘度

Glossy Top Gel
グロッシートップジェル

●  拭き取り不要のノンワイプタイプ
●  黄ばみのない、美しい透明感
●  たっぷり15gの容量で優れた
コストパフォーマンスを実現

●  硬化熱を極力抑制

Non Wipe Top Gel
ノンワイプトップジェル

UV 1分硬化　LED 30秒硬化 UV 1分硬化　LED 30秒硬化 UV 1分硬化　LED 30秒硬化

15g 3,780円（32-24） 15g 4,320円（32-24）4g 2,777円（19-44）

8g 4,628円（32-40）
25g 11,460円（80-23）

8g 4,628円（32-40）
25g 11,460円（80-23）

Top Primo Top Rev.
UV 1分硬化　LED 30秒硬化 UV 2分硬化（Dual-wave LED Lightの場合1分硬化）

遂にジャータイプのUV・LED両対応
トップジェルが登場！
●操作性に優れたテクスチャー
●柔軟性があり、ナチュラルなつけ心地
●美しい光沢感を持続!

●  黄ばみを徹底的に排除
● うるつや感が長持ち！
● 過硬化しても曇りにくい(6分程度まで)

トップ プリモ トップ レヴdebut
10/21

 人気のスカルプティングジェルがUV・LED両対応で登場！
●適度な粘度でフォルムの造形も思いのまま!
●強度と柔軟性を兼ね備えた理想的な硬度!
●バブルが入りにくく、透明感のある美しい仕上がり!
●トップジェルとしても使用可能!
● 8gも登場！

UV 1分硬化　LED 30秒硬化

25ｇ 11,460円（80-23）
8ｇ 4,628円（32-40）

イクステンションジェル
Sculpting II
スカルプティング Ⅱ

●コンテナタイプのジェル製品各種の容器が変更となりました。● 旧容器との容量・製品仕様・価格の変更はございません。
●新容器への切り替えは、旧容器の在庫が無くなり次第、順次行います。●商品によっては新・旧容器が混在いたします。予めご了承ください。

■ LEAFGEL／2016-2017 カタログ p01_02　［仕上りサイズ：B5］ 

※Dual-wave LED Light使用した際の硬化時間は、LEDライトの硬化時間と同様です。

旧容器

旧容器

旧容器

旧容器

カラージェル 4g
m.d.a effect 5g

クリアジェル 8g

カラージェル 10g クリアジェル 25g

debut
10/21

～ジェル容器変更のお知らせ～



Color Gel
UV 1分硬化　LED 20秒硬化

●  全203色
●  高発色で優れたセルフレベリング
●  様々なアートに適した滑らかな塗り心地
●  カラーonカラーでも滲みにくい！

カラージェル

4g 2,777円（19-44）
10g 5,554円（38-88）
※#001、#002、#003の3色
　のみの販売となります。

優れた発色！
美しいツヤ感 !

203

～ジェル容器変更のお知らせ～ ☆コンテナタイプのジェル製品各種の容器が変更となりました。☆旧容器との容量・製品仕様・価格の変更はございません。
☆新容器への切り替えは、旧容器の在庫が無くなり次第、順次行います。☆商品によっては新・旧容器が混在いたします。予めご了承ください。

■ LEAFGEL／2016-2017 カタログ p03_04　［仕上りサイズ：B5］ 

4g 2,777円（19-44） UV 1分硬化　LED 20秒硬化

Color Gel
♯K13　ノスタルジー・フラグランス(郷愁の芳香)
♯K14　エスポワール・フラグランス(希望の芳香)
♯K15　プロメス・フラグランス(約束の芳香)

♯K13 ♯K14 ♯K15

大人気のシースルーシリーズに、待望のダークブラウン、ビタミ
ンイエロー、ロイヤルパープルが登場！透明感を活かしたワン
カラーや、アートにも大活躍なカラーラインナップ。

K13
ノスタルジー・フラグランス

＜郷愁の芳香＞

K14
エスポワール・フラグランス
＜希望の芳香＞

K15
プロメス・フラグランス
＜約束の芳香＞

旧容器

New Color シースルーシリーズ新色　色debut
10/30

［使用色］
♯K13 ♯K14 ♯K15
♯K11 ♯K06 ♯K04

Artwork by
Kyoko Kudo

［使用色］
♯K15 ♯K04 ♯K06
♯K07 ♯K10
♯K11 ♯005
Top Rich Matte

Artwork by
Kyoko Kudo



■ LEAFGEL／2016-2017 カタログ p05_06　［仕上りサイズ：B5］ 

　701 M
テュルキーラゴン
＜トルコの珊瑚＞

　508 M
ヴルール
＜天鷲絨＞

　509 M
ミステール
＜神秘＞

　706 S
クレムドゥーシェ
＜クリームシャワー＞

　702 S
アクティフ
＜活発＞

　703 S
トゥートレル
＜雉鳩＞

　704 M
クシェ

＜スクイーズ＞

　705 M
ヴォルカン
＜火山＞

　312 G
エタンセル
＜輝き＞

［使用色］
♯005 ♯050 ♯051
♯403 ♯409 ♯606

♯E14
Top. Rich Matte

Artwork by
Riyo Ichikawa

［使用色］
#002 #030 #037
#043 #097 #408

#606

Artwork by
Junko Sato



Artwork by Kumiko Fujita

［使用色］
#124 #001
#002 #E31

Top Rich Matte

Artwork by Namico

［使用色］
♯503 ♯025 ♯502
♯604 ♯002 ♯606
♯433 ♯E14

塗布前に必ずよく撹拌します。底
の方から十分に全体をかき混ぜ
て下さい。筆に適量をしっかり取
り、爪の上に置いて伸ばします。

 地爪が透けない程度の厚さで広
げていきます。全体が均一になる
ように何度か付け足して塗布して
下さい。(エッジは薄く塗って下さい)

トップジェルを塗布し、終了です。
※表面の凹凸が気になる場合は、
トップジェルの後に100Ｇ～180
Ｇ程度のファイルで全体をサン
ディングし、再度トップジェルで仕
上げて下さい。

1 2 3

■ LEAFGEL／2016-2017 カタログ p07_08　［仕上りサイズ：B5］ 

●  全26色
●  M.D.A NAiL mayu先生との
コラボレーションジェル

●  可愛いコンフィズリー(砂糖菓子)&
コンフィチュール(ジャム)ルックス

26

20

※♯E21、♯E22、♯E23、♯E24、♯E25、♯E26は在庫が無くなり次第、販売終了となります。（2016年10月現在）

UV 1分硬化　LED 30秒硬化

UV 1分硬化　LED 20秒硬化 UV 1分硬化　LED 30秒硬化



LED Light

Gel Brush
毛質、毛量にこだわり、筆圧がかかりすぎない柔らかさと、塗りやすいコシの強さを実現。
滑らかな塗り心地が特徴です。持ち手のカラーは上品なパールホワイト。
穂先のタイプに合わせて文字色を変えています 。※キャップ付き

⑦ LINER XS ( キャップ付 ) / 高級ナイロン製

⑥ LINER （S）Ⅱ (キャップ付 ) / 高級ナイロン製

⑤ LINER （L）Ⅱ (キャップ付 ) / 高級ナイロン製

⑧ SHORT FRENCH（キャップ付）/ 高級ナイロン製

③ FRENCH Ⅱ ( キャップ付 ) / 高級ナイロン製

② OVAL Ⅱ ( キャップ付 ) / 高級ナイロン製

① FLAT Ⅱ(キャップ付 ) / 高級ナイロン製

④ BORDER Ⅱ（キャップ付）/ 高級ナイロン製

23,142円（162-00）

Dual-wave LED Light／デュアルウェーブ LED ライト

この一台でUV対応ジェル、LED対応ジェル、
UV/LED両対応ジェルのいずれも硬化可能!
Dual-wave(2つの波長)の名の通り、UV対応ジェルが硬化する365nm、
LED対応ジェルが硬化する405nmの2つの光が同時に照射されるため、
リーフジェルプレミアム商品はもちろん、現在発売 されている
プロ用ジェルが基本的に全て硬化可能です。

●自動感知センサー付き!
● 4種のタイマー付き!(10秒、30秒、60秒、120秒)
●底板がマグネット着脱式で簡単に外せるので
フットの施術にも使用可能！

● 5本同時硬化可能!

◯  定格電圧：100～240V
◯  定格周波数：50/60Hz
◯  消費電力：24Ｗ
◯  波長：365nm+405nm  
◯  サイズ：15cm×19cm×8.5cm

◯  重さ：430ｇ
◯  タイマー：10秒、30秒、60秒、120秒
  (感知センサー付き)
◯  付属品：ACアダプター
◯  本体カラー：ネイビー

■ LEAFGEL／2016-2017 カタログ p09_10　［仕上りサイズ：B5］ 

適しています。
使用。

油分・水分を除去する
プレ溶液です。

エモリエント剤

お爪を健やかに保ちます。

甘皮ケアに適した成分を配合した、
新感覚のキューティクルリムーバー!

8

7

②エクストリームクリア＋ 8g

＜５つの美容成分を配合＞




