March

美のスペシャリスト・ネイリストの皆様へ。毎月こちらの『LETTER』からリーフジェルプレミアム情報をお届けしております♥

◇NEW ITEM◇

3

厳選した美容成分を高濃度配合した、新感覚キューティクルリムーバー！
『リーフジェルプレミアム・キューティクルリムーバー』が新登場!!!
ジェル状だから施術中に垂れない、乾かない!!スポイトタイプで衛生的!!
甘皮をケアしながら、お爪を健やかな状態へ導きます。

アルガンオイル
コラーゲン

（エモリエント剤）

（保湿剤）

アルガンの実から抽出される成分で、
水分の保持、肌荒れ防止の
効果があります。
ビタミンEが豊富に含まれており、
お肌のエイジングケアに
用いられます。

保湿、保水性に優れており、
粘りが強く水分を抱える能力に
優れています。
また、皮膚の水分の蒸発を防ぎ、
肌の保湿効果を高めます。

ケラチン
（コンディショニング剤）
ケラチンとは、肌の角質をはじめ、
毛髪や爪を作るタンパク質です。
爪を強化すると共に、
保湿・保護・肌荒れ防止の
効果があります。

エラスチン
（コンディショニング剤）

2016.03.07 Release!

エラスチンは皮膚の結合組織に存在する
重要な繊維性タンパク質のひとつで、
皮膚の強さ、柔軟性、弾力性に
関与した成分です。
お肌に浸透しやすく、
お肌のハリ・弾力性の
改善効果が期待できます。

ベタイン
（保湿剤）
植物や海産物などに広く
存在する物質で、
お爪そのものに保湿効果が
期待できます。

～ご使用方法～

STEP1
キューティクルリムーバーを
キューティクル付近に塗布し
ます。

STEP2
メタルプッシャーまたは、ウッド
スティックにコットンを巻きつけ
先端を少し濡らし、ルースキュー
ティクルを押し上げます。

STEP3
ガーゼ等を使用しキューティクル
回りのクリーンナップをしながら、
余分な部分のみキューティクル
ニッパー等でカットしてください。

スポイトタイプで
衛生的♡

内容量：10ｍL
価格：1,915円(13-40)

※ウォーターケアを行う場合は、ここ
でフィンガーボウルにぬるま湯を用意
し指先を浸して下さい。
。

◇SEMINAR◇ LEAFGEL PREMIUM×佐藤淳子先生
時短トレンドアートレッスン
3月10日（木）11:00～13:30 TAT名古屋店
佐藤淳子先生の、凝ったアートも素早く美しく仕上げる
ブラシワークと、ハイセンスなカラーの組み合わせが
しっかり学べるセミナーです!!

株式会社チーム・チャンネル ＬＧＰ事業部
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-15 道玄坂ＮＫビル4階

TEL：0120-265-103
http://leafgel-premium.net/

※ジェルネイルを施術する場合には、この
後プレパレーションをし、ネイルプレップ
で爪表面の余分な油分・水分の除去を行っ
てからジェルを塗布してください。

～リーフジェルプレミアム 店内デモ～
3月24日（木）13:00～17:00 TAT心斎橋店
Amùry nail atelierオーナーネイリスト、リーフジェルプレミアム
エデュケーター藤田久美子先生のオリジナルアートを
体験できるチャンスです♡
※当日は、リーフジェルプレミアム商品を10%オフにてご購入頂けます!

◇EDUCATION SYSTEM◇
～リーフジェルプレミアム エデュケーションシステムのご案内～
美のスペシャリスト・ネイリストの皆様へ「美力」を基本コンセプトに掲げるリーフジェルプレミアムを、安心・安全にご使用頂き、知識及びテクニックを習得して頂く
ためのシステムが、リーフジェルプレミアム・エデュケーションシステムです。「アントレ」から「プリンシパル」の5コースから構成され、最初の3ステップ「アント
レ」「アラベスク」「アチチュード」では、ジェルネイルの大切な基本をしっかりと学ぶことで高度なテクニックの習得を目指します。また爪やソフトジェルの基礎知
識・リーフジェルプレミアムの商品知識・特性等を段階的に学べます。4ステップ目「プルミエール」修了後にはインストラクター資格（※1）のディプロマを、又最終
ステップ「プリンシパル」終了後にはエデュケーター資格（※2）のディプロマを発行いたします。

認定校

※HP掲載順

地域

サロン・スクール名

Ⅰ アントレ

TEL

担当エデュケーター

【対象】JNEC3級以上の保持者
【内容】ベーシックなウォーターネイルケア
ジェルネイル前のプレパレーションに必要なケアの知識
ジェルネイルの基礎知識と使い方
①ネイルの基礎知識
②ジェルネイルを美しく仕上げるためのファイリング
③ジェルネイルを長持ちさせるためのネイルケア
④ソフトジェルの基礎知識⑤リーフジェルプレミアムの基礎知識
⑥プレパレーション⑦ジェルクリア
⑧ジェル１カラー⑨ジェルリムーブ
【価格】￥16,200（テキスト1冊） 別途セミナーキット￥47,540

千葉

ネイルサロンPleasure～プレジア～

047-493-8943
東京
03-6228-5772
東京
0120-987-443
石川・富山
076-234-0122
新潟
025-242-3098

Ⅱ アラベスク
【対象】アントレ修了者
【内容】ジェルデザインのトレーニングと教え方
①リーフジェルプレミアムカラーの紹介
②カラーグラデーション
③ラメグラデーション
④フレンチ
⑤ピーコック
⑥ボーダーラメライン
⑦ジェルリペア
【価格】￥16,200（テキスト1冊）

愛知・静岡
052-961-6089
愛知
0569-23-2820
兵庫
079-222-7688
兵庫
0794-63-3777
京都
050-5875-3133

Ⅲ アチチュード
【対象】アラベスク修了者
【内容】ジェルデザイン応用と、イクステンション
①マーブル
②タイダイ
③小花柄
④変形フレンチ
⑤ジェルチップオーバーレイ
⑥ジェルスカルプチュア
【価格】￥16,200（テキスト1冊）

大阪
06-7650-9816
大阪
06-6465-7000
大阪
06-4963-9181
兵庫
078-231-5177
京都

Ⅳ プルミエール（インストラクター）
【対象】アチチュード修了証保持者
筆記試験（テキストの内容より）
実技試験（セミナーの内容より）
【特典】
・ディプロマ発行
・ディプロマ所得者は常時スペシャルプライスにて商品を購入できます！→TATにて15％ＯＦＦ
リーフジェルプレミアムのイベントでのデモンストレーションや
セミナーアシスタントとしてご依頼する場合が御座います。
【価格】￥16,250

075-702-2255
広島
082-569-8466
福岡
093-383-9866
沖縄
098-867-2017

田村美弥
NAIL SALON Ginger 〜ジンジャー〜
松坂恵美
ＴＫヘアメイク＆ネイルスクール
飛高 薫
ユーネイリストカレッジ 金沢校・富山校
佐野 右子
アジュールネイルカレッジ
大山 都

細貝 知子

「Nailist」ネイルスクール 名古屋本校 豊田校 浜松校
宮島 桂子

他

ハピネスネイルスクール 半田校
三浦 由貴子
Ring a Ring ～Mako Nail～ ALLURE
霧辺 麻琴
NAIL SPACE JUNX
佐藤 淳子
nails SOLAGO 〜ネイルズ ソラーゴ〜
矢作 陽子
RECH NAIL salon&school
川﨑 千紗
Vif Nail plus
日下 直穂

原山 尚子

Mani Closet
筒井のぞみ

南谷 敬子

小西 可純

Nail School Cheer ～ ネイルスクール チアー～
中野 三和子
アリューム北山
濵 真奈美

ネイルサロン＆ネイルスクール
西村 愛美

Nail's Spica
大本 彩加
ネイル＆スクール Soran
松枝 明菜
ネイルスクールYAMAUCHI
山内 弘美

比屋根 愛子

(※１）

Ⅴ プリンシパル（エデュケーター）
【対象】プルミエール修了証保持者(プルミエール修了後、お申込可)
デモンストレーション形式の実技試験
【特典】
・ディプロマ発行
・ディプロマ所得者は常時スペシャルプライスにて商品を購入できます！→TATにて20％OFF
・エデュケーションセミナーⅠ．Ⅱ．Ⅲを自校開催して頂けます。(※条件あり）
・イベントでのデモンストレーション等のお仕事を依頼することがございます。
・新色や新製品の開発に携われるチャンスがございます！
【価格】￥18,308

(※2）

お申込は、各スクール様へお願い致します。日程は決定次第、
リーフジェルプレミアムHP、各スクールWEBサイトまたは
SNSで随時発表致します。
その他お問い合わせは、
㈱チーム・チャンネル LGP事業部までお願い致します。
フリーダイヤル：0120-265-103
メールアドレス：info-leafgelpremium@t-c.co.jp

