
LEAFGEL PREMIUM

POLISH
TYPE

Renewal
Debut!!

さらに進化した操作性&イージーオフ!
生まれ変わったポリッシュタイプが新価格で登場!!

Advanced ease of use & easy removal! Debut of REBORN polish type at a NEW PRICE!

A4:W210×H297



● 全20色
　 20 colors

● 伸びが良く、ムラになりにくい塗り心地!
　 Applies easily, while preventing uneven coating!

● 高発色、高密着!なのにオフがスムーズ!
　 Quality Color, High Adhesion, and yet smooth
　removal!

● ハンドはもちろん、フットにもおすすめ!
　Good for both manicures and pedicures!

5g　1,400円（980）税抜

UV 1分／LED 30秒 硬化
UV 1 min.／LED 30 sec. curing time

リーフジェルプレミアム・ポリッシュタイプ カラー
Leafgel Premium·Polish Type Color

5g　1,400円（980）税抜

● サンディング不要なので、爪が痛みにくい!
　Sanding-free to limit nail discomfort!

● サンディング不要にも関わらず、優れた密着力!
　Excellent adhesion power without the need for
　sanding!

● 塗りやすい粘度で表面の凹凸をなくし、美しい
　仕上がりに導きます。
　Easy-to-apply consistency eliminates surfaces
　ridges and leads to a beautiful finish!

サンディング不要
Sanding-free

UV 1分／LED 20秒 硬化
UV 1 min.／LED 20 sec. curing time

リーフジェルプレミアム・ポリッシュタイプ ベース Ⅱ
Leafgel Premium·Polish Type Base II

 

プレパレーション後、 直接カラージェルを塗布して
硬化します。 お好みに合わせ、 重ね塗りして下さい。 
最後にトップジェルを塗布し、 硬化して完成です。
After preparation, directly apply color gel, 
then cure. Apply additional coats to your 
preference. After that, apply top gel layer, 
then cure to finish.

5g　1,400円（980）税抜

拭き取り不要
Non-wipe

UV 1分／LED 30秒 硬化
UV 1 min.／LED 30 sec. curing time

● 拭取り不要で時間短縮!
　さらに拭取り溶剤が必要ないのでコストも低減!
　Non-wipe to save on time! No need wiping
　solution reduces cost!

● ジェルネイルならではの濡れたようなツヤ!
　Apprearance has the distinctive shine and
　luster of gel nails exactly!

リーフジェルプレミアム・ポリッシュタイプ トップ Ⅱ
Leafgel Premium·Polish Type Top II
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プレパレーション後、ベースジェルを薄く塗
布し、硬化します。エッジもしっかりと包むよ
うに塗ってください。
After preparation, apply base gel, then 
cure. At this time, make sure to cover 
the edge of the nail. 
※爪の状態により、 2 度塗りをおすすめします。
※Depending on the condition of the 
nail, a double coat is recommended 
occasionally.

1

適量をムラなく塗布し、硬化します。発色の
お好みに合わせ、二度塗りしてください。
Evenly apply an appropriate amount 
of gel, then cure. Choose the color 
preference and apply a double coat.
※使用前には必ず撹拌してください。 ( 顔料
や成分の沈殿を防ぐため )
※Please be sure to stir before use. (To 
prevent pigmentation and settling)

2

トップジェルを塗布し、硬化して完成です。
Apply top gel layer, then cure to finish.
※ソークオフジェルです。オフの際は表面を
軽くサンディングし、ジェルリムーバーを使用
してください。
※It is just Soakoff Gel! When taking 
off gel on nails, sand the surface and 
use gel remover.

3

基本的な使用手順
Basic Procedure

特に気軽に
楽しみたい方の
使用手順

Alternative Procedure
for easy and fun

#P01
soir ソワ

#P02
neige ネージュ

#P03
ma chérie マシェリ

#P04
aventure アヴァンチュール

#P05
rencontre ランコーントル

#P11
céleste セレスト

#P12
parfum パルファン

#P13
nature ナチュール

#P14
coquet コケ

#P15
distinction ディスタンクシオン

#P06
mer メール

#P07
isabelle イザベル

#P08
vague ヴァーグ

#P09
ma poupée マプペ

#P10
monbébé モンべべ

#P16
nobelesse ノブレス

#P17
belle femme ベルファム

#P18
nocturne ノクチュルヌ

#P19
mélodie メロディ

#P20
symphonie サンフォニー

LEAFGEL PREMIUM
POLISH TYPE

Simple Use & High Quality Performance
手軽に最上級の仕上がりを
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