


LEAFGEL PREMIUM

オン＆オフのトレーニング用ベースジェル！
オフが簡単なので地爪のダメージがほぼ無く
繰り返し練習可能！
「すぐにオフしたい、
　でもジェルネイルを楽しみたい！」
　そんなお客様にもオススメです！

テクスチャー：★★

4g 2,828円（19-80）

テクスチャー：★★★

Perfect Shine
パーフェクトシャイン

4g 2,828円（19-80）

（33-00）8g 4,714円
（81-70）25g 11,672円

操作性のよいテクスチャー
厚塗りしてもみずみずしいツヤ感
フォルム形成やストーンの
埋め込みも可能

TOP GEL

（クリア系ジェルでの比較）

テクスチャー：

しっかりとしたベースづくりが可能
密着性に優れたベースジェル！
オフも簡単でスムーズ！

テクスチャー：★★

4g 2,828円（19-80）

（33-00）8g 4,714円
（81-70）25g 11,672円

BASE GEL

4g 2,828円（19-80）

（33-00）8g 4,714円

より爪との密着力を高めた
サンディング不要NEWベースジェル
伸びてきた根元部分を繰り返し重ね
塗りするベースジェルとして最適。
サンディング不要なので、
お爪への負担が最小限
ソークオフも可能です。

マットコートトップジェル

ネイルプレップ IIでのふき取りを
おすすめします
ご使用前に必ず攪拌して下さい

ベロアのような高級感
あふれる質感

テクスチャー：

4g 2,828円（19-80）

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

テクスチャー：★★

（30-80）15g 3,850円

拭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
硬化熱を極力抑制

テクスチャー：★

（30-80）15g 3,850円

テクスチャー：★

拭取り不要のノンワイプタイプ
磨りガラスのような
美しいマット感が持続
マットにも関わらず
仕上がりは滑らかな触り心地

Non Wipe
Matte Top Gel
ノンワイプマットトップジェル

（30-80）15g 3,850円

ご使用前に必ず攪拌して下さい

テクスチャー：★★★

（140-25）

8g 5個セット

8g 5個セット

20,020円

ケース入り



2684g 2,828円（19-80）

（39-60）10g 5,657円

268

ミキシングジェル

テクスチャー：★★

カラージェルの濃度調節に適した
クリアジェル。
カラージェルをお好みに合わせて
薄めたり、よりシアー感を出したい
場合におすすめです。

MIXING GEL
Mixing Gel

4g 2,356円（16-50）

（26-40）8g 3,770円

ノンワイプフィキシングジェル

※Cordless LED Light LC使用時の
推奨硬化時間：45秒～60秒

伸びが良く、全面塗りにも適した
テクスチャーにも関わらず、
流れにくい！
ストーンやシェル、パーツの固定や
埋め込み、ぷっくりとしたなめらかな
ラインを引くアートにオススメ。

FIXING GEL
Non Wipe Fixing Gel

テクスチャー：★★★★

4g 2,828円（19-80）

ノンワイプフィキシングジェル ハード

※Cordless LED Light LC使用時の
推奨硬化時間：45秒～60秒

より硬めのテクスチャー
流れず糸を引くような使い心地
大きめのストーンやパーツの固定、
よりくっきりとした凹凸感やハケ
跡を活かしたアートにオススメ！
極細の線も流れず綺麗に描けます。

Non Wipe Fixing Gel Hard

テクスチャー：★★★★★

4g 2,828円（19-80）

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！

テクスチャー：★★★★

EXTENSION GEL

（33-00）8g 4,714円
（81-70）25g 11,672円



ルージュベリーミスティーピンク

シェル・ピンク

ダフニー・モーブアンティーク・モーブ

ホリディ・ピンクグァバ・ピンク

コーヒー・ブラウン ダークワインレッド

クレア・ベージュ シェリー・ベージュ ローズ・ベージュ

スター・ライトローズ スター・パープル スター・ライトブルー スター・ブラウン

ブルーベリー・
パープル

ストロベリー・
ピンク

マンゴー・
オレンジ

レモン・
イエロー

マスカット・
グリーン

ジンジャーオレンジ

フォレスト・グリーン オリーブ・グリーン オリーブ・グレー



JUNX

シルバーピンク

オールドローズ シャドウブルー グレイッシュミント モードグレー 

クラウディブルー エクリュホワイト ペールラベンダー シェルコーラル コルクベージュ サンディブラウン

MORETHAN

チリ ベル ネロ



Cordless LED Light LC
( Large Capacity)

コードレスタイプ！
UV 、 LED 対応ジェル 両対応！
120 秒ボタンには、硬化熱を軽減するための
『 ローヒートモード 』 を搭載！
自動感知センサー付き！
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大容量充電池搭載！

約 4 時間の連続使用が可能！！

スリープモード

　タイマーボタン
・10 秒、30 秒、60 秒、120 秒
・120 秒のみローヒートモード搭載

　バッテリー残量表示灯
おおよそのバッテリー残量が
表示されます。
・100 ％、75 ％、50 ％、25％
・充電時は点滅。充電が完了すると
全灯します。

　タイムカウンター表示灯
・残りの秒数が表示されます。
・10 分間使用しないと下の図のように
    スリープモードになります。

10ml 2,105円（14-74）

100ml 942円（6-60） 500ml 2,828円（19-80）

入力電圧：100 ～ 240V (ACアダプター )
定格周波数：50/60Hz
消費電力：24W
バッテリー容量：15600 mA
波長：365nm + 405nm
充電時間：3 ～4 時間
使用可能時間：連続使用の場合約4 時間
サイズ：21.8cm × 21.3 ｃｍ × 9 ｃｍ
重さ：915 ｇ（底板含）
タイマー：10 秒、30 秒、60 秒、120 秒
※120秒のみローヒートモード搭載
※自動感知センサー付き
付属品：AC アダプター
本体カラー：ホワイト

29,227円（204-60）
※2022年6月1日より改訂による新価格

3,064円（21-45）

2,907円（20-35）

188円（1-32） 345円（2-42）

440円（3-08）



Space Opera
スペースオペラ

Space Opera on Flash
スペースオペラオンフラッシュ

全８色

単色使いでも、他のカラーに重ねても、
輝きのある美しい仕上がりに。

奥行きがあり、幻想的で美しいアートを楽しめます。
そのままのカラーでも美しいラメ感があり、
指先を美しく仕上げられます。

※ご使用前に必ずしっかりと撹拌をしてください。

全 6 色

『マグネットムービングエフェクトジェル“Space Opera"』と

『フラッシュラメネイル』が 同時に楽しめるカラージェル

  “Space Opera on Flash"

ラメの粒子を磁石で動かし、奥行きのある
幻想的なアートが楽しめるカラージェルと、
光を浴びてピカッと輝くラメが組み合わさり、
今までにないほどの輝きのあるカラーが実現。

そのままのカラーでも美しいラメ感があり、
指先を美しく仕上げられます。

※ご使用前に必ずしっかりと撹拌をしてください。
※カラー表記（フラッシュラメ）×(マグネットラメ)

# 21
シルバー

# 22
ピンク

# 23
パープル

# 24
ブルー

# 01
シアーピンク
ベージュ

# 02
シアー
ブラウン

# 03
シアー
ピンク

# 04
シアー
レッド

# 33
ラベンダーピンク

×
シルバー

# 32
シャンパンベージュ

×
シルバー

# 31
プラチナシルバー

×
シルバー

# 41
ダークレッド

×
レッド

# 42
キャメルブロンズ

×
ゴールド

# 43
ダークグレー

×
ピンクリーフジェルプレミアム

スティックタイプマグネット
サイズ：99mm * 14 mm * 6 mm
カラー：ブラック

マグネットムービングエフェクトジェル

“Space Opera"

533 円（3-74）

プラチナシルバー
×

シルバー

シャンパンベージュ
×

シルバー

ラベンダーピンク
×

シルバー

ダークレッド
×
レッド

# 31 # 32 # 33 # 41
キャメルブロンズ

×
ゴールド

# 42
ダークグレー

×
ピンク

# 43

シアーピンク
ベージュ

# 01
シアー
ブラウン

# 02
シアー
ピンク

# 03
シアー
レッド

# 04

シルバー
# 21

ピンク
# 22

パープル
# 23

ブルー
# 24

5g 1,540円（10-78）

5g 1,540円（10-78）

5g 1,540円（10-78）

POLISH TYPE
ポリッシュタイプ

5g 1,540円（10-78）

5g 1,540円（10-78） 5g 1,540円（10-78）



開けてそのまますぐ使える

横にしても流れない

キャップの先端にも
カラーナンバーを表記

MAGIC PENCIL
マジックペンシル

スティックタイプなので、パウダーの飛散がなく
簡単&スピーディーに仕上げることが出来ます。

ベースに塗るカラーや光の反射で見え方が変わるので、
色々な表情が楽しめます。

キャップがパウダーと同じカラーで
わかりやすい

固形タイプなのに塗ると滑らか

新感覚のクリームジェル

Mermaid Flake
マーメイドフレーク

001
Shine Silver

002
Shine Gold

003
Shine Bronze

004
Shine Pink

051
Rainbow Silver

052
Rainbow Gold

粒子が細かく、上品で美しい
ミラー感を演出。

0.5g 1,100 円（7-70）

マジックミラーペンシル

0.5g 1,963 円（13-75）
シルクのような艶感を放つ
ホワイトパウダー

MAGIC 
ILLUSION PENCIL

MAGIC 
MIRROR PENCIL

マジックイリュージョンペンシル

超微細パウダーで、ピカっと光る、
今までにない “艶感”と“輝き”のある
カラーに早変わり 081

Fairy Pink

オーロラのように幻想的に輝く
ピンクパウダー

MAGIC 
AURORA PENCIL
マジックオーロラペンシル

粒子の細かいパウダーで
オーロラのようなヴェールを纏った
幻想的なカラーに早変わり071

Illuminator

0.5g 1,650 円（11-55）

光の当たり方と角度によって、色の見え方が変わる偏光フレーク。   
単色使いはもちろん、何色か組み合わせたり、ニュアンスネイルや大理石ネイル
のポイントとして使用するとアートに奥行きが出るのでオススメです！

CREAM GEL
クリームジェル
固形タイプなのに塗ると滑らかな、新感覚のクリームジェル。
クリームのようにしっとりとした滑らかな塗り心地！！
伸びが良く、流れないため、初心者の方でも操作のしやすいテク
スチャーです。攪拌不要で手間いらず！逆さにしても一切流れな
いので、持ち運びにもとっても便利です。

ライトピンク
01

ピンク
02

イエロー
03

グリーン
04

ブルー
05

超極薄で柔らかいフレークを使用しているため、埋め込みも簡単でフォルムを
崩すことなく綺麗に仕上がります！

0.2g 691円（4-95）

SAMPLE

ホワイトベース

マットトップ

ブラックベース

大理石アート

ホワイトベース

マットトップ

ブラックベース

大理石アート

5g 1,335円（9-35）

※クリームジェルの特性上、クリームジェル表面に
気泡の穴が見えることがありますが、品質に問題は
ございません。
※温度変化により、稀にクリームジェル表面に水滴
のような透明のジェルが現れることがありますが、
使用上問題はございません。

OR 01
落ち着きがありながら
暗すぎない、

テラコッタオレンジ

BR 03
チョコレートのような、
深みのあるブラウン

PL 01
グレイッシュで落ち着いた、

くすみパープル

RD 03
カシスのような、
パープルよりのレッド

GY 01
ベージュがかった、
あたたかみのあるグレー

BE 31
ナチュラルで落ち着いた、

シアーベージュ

PK 31
あたたかみのある、
シアーコーラルピンク

WH 31
清潔感あふれる、
シアーホワイト

PK 32
上品でなじみの良い、
くすみシアーピンク

RD 02
深みのある落ち着いた、

くすみレッド

BL 01
スモーキーで落ち着いた、

くすみブルー

GR 01
ピスタチオのような、
くすみグリーン

BR 02
落ち着きのある、
まろやかなブラウン

BR 01
キャラメルのような、
明るめのブラウン

BK 01
アートにも最適な、
定番のブラック

RD 01
鮮やで華やかさもある、

定番のレッド

PK 01
パープルよりで甘すぎない、

くすみピンク

WH 01
アートにも最適な、
定番のホワイト

BE 01
ナチュラルで、なじみの良い

ベージュ

GR 02
オリーブの実ように、
黄色みのあるグリーン

※海外製品のため、生産ロットにより若干の色味や大きさが異なる場合があります。


