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カラージェル

赤指定色

フルHDアイスジェル ベースジェル フルHDアイスジェル カラージェル PU-001 フルHDアイスジェル トップジェル
フルHDアイスジェル ラッキー ベースジェル フルHDアイスジェル カラージェル PU-002

フルHDアイスジェル カラージェル PU-003
フルHDアイスジェル カラージェル SR-1
フルHDアイスジェル カラージェル ラッキーレッド SR-1

ソークオフクリアージェル ソークオフジェルポリッシュ パッション　#56201 ソークオフクリアージェル
クリアージェル ジェルポリッシュ エレクトリックレッド　#60883 クリアージェル
ジェラック ベースコート ジェルポリッシュ レッドホット　#60896 インテンスシール
ジャストジェルポリッシュ　ベースコート ジェルポリッシュ バーンベイビーバーン　#60897 フレンチエクストリームジェル クリア
LEDクリアジェル ジェラック ドロップレッドゴージャス　#81019 ジェラック トップコート
コントロールジェル　クリアー ジャストジェルポリッシュ　ビングチェリー　#56520 ジャストジェルポリッシュ　トップコート

LED/UVインテンスシール
LEDクリアジェル
LEDフレンチエクストリームジェル クリアー
ジャストジェルポリッシュ ノークレンズ トップコート

ベースングロス オプションズポリッシュカラーズ クラシックレッド #003 ベースングロス
オプティボンド ジェルアートカラーズ レッド #604 オプションズクリア
ボンディング UV/LEDカラーズ クラシックレッド#003 オプションズピンク
UV/LEDベースジェル UV/LEDカラーズ レッド#604 トップグロス
UV/LEDオプティボンド UV/LEDクリアジェル
プロフォーマンスジェル アドヒア UV/LEDシャインオン
プロフォーマンスジェル トリニティ プロフォーマンスジェル ウルトラ グロス
UV/LEDエックスボンド UV/LED クリスタル クリア

プロフォーマンスジェル トリニティ
アーティスティック アーティスティック ボンディング ジェル アーティスティック カラーグロス ジェル チーキー#03008 アーティスティック グロッシング ジェル

オルタナティブ ソークオフクリアービルダージェル オルタナティブ ソークオフジェル ホットティー #38082 オルタナティブ ソークオフクリアービルダージェル
ジェルイット クリアイット ジェルイット フィニッシュイット

イージーフロウ　トゥルージェル イージーフロウ　トゥルージェル　ベースコート イージーフロウ　トゥルージェル　マタドアー#42276 イージーフロウ　トゥルージェル　トップコート
エースジェル・ベースジェル エースジェル カラージェル 41MK エースジェル・トップジェル
エースジェル・ベースジェル2 エースジェル・トップジェル2
エース・ジェル・ベースジェルBarbie エースジェル・エッジ＆トップジェル
エースジェル・ベースジェルノア エースジェル・トップジェルディア
エースジェル・ベースジェルレオ エースジェル・トップジェルBarbie
エースジェル・ベースジェル2 Barbie エースジェル・ノーワイプトップジェル

エースジェル・ブラッシュオントップジェル
エースジェル・トップジェル2 Barbie
エースジェル・トップジェル ハードコート

エンティティージェル 　ベースコート エンティティー　ジェル　ソールセンセーション #5101515 エンティティージェル 　トップコート
エンティティー　ジェル　ドゥマイネイルルックファット #5101238

O.M.D ベースジェル マリリンズキッス　#006 O.M.D トップジェル
O.M.D ミキシングジェル ロッソベッロ　#056 O.M.D トップジェルシャイン
O.M.D ビルダージェル ヴィーノレッド　#126 O.M.D ノンワイプトップコート
O.M.D フォルムP ベースジェル O.M.D フォルムトップジェル

O.M.D ノンワイプハードトップジェル

アクシウム ジェル ベース
アクシウム ソークオフ ジェルラッカー ビッグ アップル レッド　 (NL

N25)  #AX412
アクシウム ノー クレンズ UV トップシーラー

アクシウム ソークオフ ジェルラッカー ジェルベース
ジェルカラー バイ オーピーアイ（ビッグアップルレッド）NLN25

GCN25
アクシウム ソークオフ ジェルシーラー

ジェルカラー バイ オーピーアイ ベースコート ジェルカラー バイ オーピーアイ（ザ スリル オブ ブラジル）GCA16 アクシウム ソークオフ シック ジェルシーラー

ジェルカラー アーティストシリーズ デザインジェル アイレッドイット

オンライン GP010
アクシウム ソークオフ クリアー オーバーレイジェル

ジェルカラー バイ オーピーアイ　トップコート
オーリージェルFX ジェル FX ベースコート #34110 ジェルFXカラーオートレッド　#30001 ジェル FX トップコート #34210

ナチュラル（クリア）カルジェル カラーカルジェル パーマネントレッド RE02S ナチュラル（クリア）カルジェル
カラーカルジェル コンペティションレッド RE07S カルジェル トップジェル

カルジェル ノンワイプトップジェル
キャンアイ カラージェルEX ベースジェル(クリア） キャンアイ カラージェルEX カラー　レッド　#01 FRO シャイントップジェル
キャンアイ FLベースジェル キャンアイ カラージェルEX カラー　レッド　#31 FRO シャイントップジェルEX
キャンアイ クリアベースハードタイプ

キャンディージェル×ネレイス キャンディージェル×ネレイス ベースジェル キャンディージェル×ネレイス カラージェル レッド 002 キャンディージェル×ネレイス トップジェル
BASIC ONE ナチュラルジェル ジェラッカー カラー　#102 ジェラッカー ネイルパーマシャイン
BASIC ONE スカルプチュアクリアジェル ジェラッカー カラー LED/UV　#102 BASIC ONE クリアジェル
BASIC ONE クリアジェル BASIC ONE デザイナージェル レッド #29 ジェラッカーLED/UVジェルポリッシュ　トップコート
ジェラッカー ビルダークリア BASIC ONE デザイナージェル LED/UV レッド #29 ジェラッカー ネイルパーマシャイン プラス
ジェラッカー LED/UVジェルポリッシュ ベースコート ジェラッカー LED/UVジェルポリッシュ#3 Ｑグロス ノンワイプトップジェル
ジェラッカー ネイルパーマシャイン プラス Ｑグロス カラー #3 ポリシャイントップジェル
ジェラッカー ビルダージェル LED/UV Ｑグロス カラー #N27
スカルプチュアジェル LED/UV ナチュラル エクスプレス ディテールジェル #15 クリムソン
スピードビルダージェル
ココイスト ソークオフ クリアジェル ココイスト ソークオフカラージェルエクセルライン E-3 ココイスト ソークオフ UV TOPジェル
ココイスト ソークオフ エクセルクリアラインE-0 ココイスト ノンワイプカラージェルポリッシュ P-3 ルージュレッド ハイグロスコートジェル
ココイスト ソークオフ エクセルビルダーE-B ノンワイプトップコートジェル
ココイスト ソークオフ エクセルクリア―2 スーパーシャイントップジェル
ココイスト ソークオフ プラチナボンド
ココイスト ソークオフ プラチナボンドⅡ
ココイスト ボンディングベースジェルポリッシュ
ココイスト ソークオフ プラチナボンドデュオ
sacraベースジェル sacraカラージェル　紅赤027 sacraトップジェル
sacraベースジェル ファイン sacraカラージェル　真紅028 sacra2wayトップジェル
sacraベースジェル ハイバランス sacraオールインワンカラージェル　M014 sacraノンワイプトップジェル
sacraピールオフベースジェル sacraオールインワンカラージェル　M015
サンシャインベビー クリアジェル サンシャインベビー カラージェル レッド　#C-16 サンシャインベビー クリアジェル

コスメティックカラー チェリートマト　4S サンシャインベビー ハードジェル
コスメティックカラー ヴァリアントポピー　4M

シェラック UVベースコート シェラック カラーコート　283 Element シェラック UVトップコート
シェラック ベースコート ブリザライト トップコート
ブリザライト ベースコート シェラック エクスプレス5トップコート
ブリザライト スムージングジェル
ブリザライト スカルプティングジェル クリア

ジェシカ　ジェレレーション ジェレレーション スタート ジェレレーション カラーズ ロイヤルレッド GEL-120 ジェレレーション フィニッシュ
ジェリッシュ ファンデーション ジェリッシュ レッドローズ　#01343 ジェリッシュ トップシーラー
ジェリッシュ　ファンデーションジェルミニ ジェリッシュミニ　レッドローズ　#04202 ジェリッシュ　トップシーラーミニ
ジェリッシュ ストラクチャージェル ジェリッシュ ホットロッドレッド　#01412 ジェリッシュ ハードジェル クリアー

ジェリッシュミニ ホットロッドレッド　#04272 ジェリッシュ ハードジェル クリアー ビルダー
ジェリーフィット ベースジェル ジェリーフィット カラージェル FW122 ジェリーフィット トップジェル
ジェリーフィット ベースアンドトップジェル ジェリーフィット ベースアンドトップジェル
ジェルグラフ ベースジェル ジェルグラフ カラージェル レッドバード 005M ジェルグラフ トップジェル
ソリッドベース ジェルグラフ カラージェル スカーレット 134M ジェルグラフ グロッシートップ
プライマルベース グラスコート

LEDイクステンションジェルⅡ
シャイニージェル クリア シャイニージェル検定シリーズ 赤紅（マゼンダ） 09番 シャイニージェル クリア
シャイニージェル ソフトタイプ シャイニージェル検定シリーズ 真紅 18番 シャイニージェル ソフトタイプ
シャイニージェル プロフェッショナル ベースジェル シャイニージェル プロフェッショナル ピュアレッド 127番 シャイニージェル スーパートップ
シャイニージェル プロフェッショナル エクストラベース シャイニージェル プロフェッショナル トップジェル
シャイニージェル プロフェッショナル フィルインジェル シャイニージェル プロフェッショナル ハードジェル
シャイニージェル プロフェッショナル パワーベース シャイニージェル プロフェッショナル フィルインジェル
シャイニージェル スーパーベース シャイニージェル プロフェッショナル ブラッシュオン トップジェ
シャイニージェル プロフェッショナル パワーベースプラス シャイニージェル プロフェッショナル ノンワイプ トップジェル

シャイニージェル プロフェッショナル クリスタルトップ
ジュエリージェル クリア BW101 ジュエリージェル カラージェル NL525 ジュエリージェル トップジェル TW101
ジュエリージェル プレミアム BW102 ジュエリージェル カラージェル NL106 ジュエリージェル ソークオフトップ TW103
ジュエリージェル ベース BW201 ジュエリージェル カラージェル NL104 ジュエリージェル ハイグロストップ TW104
ジュエリージェル エクステンション EX101 ジュエリージェル カラージェル 紅赤 UV-LEDジュエリージェル ノンワイプトップTW201
ジュエリージェル BW202 ジュエリージェル カラージェル かな紅 ジュエリージェル 2way トップジェル
ジュエリージェル ベース ジュエリーカラージェル　検定赤01 ジュエリージェル ノンワイプトップ
ジュエリージェル ノンサンディングベース ジュエリージェル グランデ ルージュ JG012 ジュエリージェル ノンワイプトップコート
ジュエリージェル グランデ ベースジェル ジュエリージェル グランデ ルージュ サン JG013 ジュエリージェル グランデ トップジェル
ベースクリア ジュンカラー 021 トップクリア

ジュンカラー 068
スウィートサンシャイン ベースジェル スウィートサンシャイン カラージェル レッド　#SC-16 スウィートサンシャイン グロストップジェル

スウィートサンシャイン カラージェル ロイヤルレッド　#SC-20 スウィートサンシャイン ハードジェル
ベースジェル チアフルレッド SJS-004M トップジェル
ベースジェル R-M 100本のバラの花束 SJS-300M トップジェル N-MH
ベースジェル L-M イクステンション＆トップ EXR-EXH

ソルースジェル ソルースジェル ベース＆トップジェル ソルースジェル ファイヤーブリック ソルースジェル ベース＆トップジェル
クリアジェル カラージェル THE RED CARPET #DSC005 クリアジェル

カラージェル LOVE/HATE RELATIONSHIP #DSC006 ビルダージェル
トップジェル

ソークオフネイルジェル クリア ソークオフネイルジェル レッド #EB ソークオフネイルジェル クリア
ソークオフネイルジェル クリアwithUv ソークオフネイルジェル クリアwithUv
ミ・ラクルGEL トップGEL＋
ティアラリュクス・ベースジェル ティアラリュクス・カラージェル 002 クラシックレッド ティアラリュクス・トップジェル

ティアラリュクス・イクステンションジェル
ティアラリュクス ベースクリア Ｖシリーズ ティアラリュクス カラージェル Ｖシリーズ VL021 ティアラリュクス トップクリア Ｖシリーズ

ティアラリュクス イクステンションクリア Ｖシリーズ
701ベースジェル 715アブソリュートレッド 702イクステンションクリアジェル
T-GEL コレクション ベースジェル T-GEL コレクション D008 アブソリュートレッド 703トップジェル
T-GEL コレクション エクストラ ベースジェル T-GEL コレクション D061 レッド T-GEL コレクション トップジェル

T-GEL コレクション D193 ミディアムレッド T-GEL コレクション ノンワイプトップジェル
T-GEL コレクション D194 パーフェクトレッド T-GEL コレクション エクストラクリア トップジェル（ノンワイプ）

ニコジェル ベースジェル ニコジェル カラージェル K1 ニコジェル トップジェル
ニコジェル カラージェル K2 ニコジェル トップジェル ハード

ネイルパフェ　ベースジェル ネイルパフェカラージェル レッド 35030 ネイルパフェ トップジェル
ネイルパフェ　ノンアシッドスーパーベース ネイルパフェカラージェル レッド 30 ネイルパフェ グロッシーノンワイプ

ネイルパフェカラージェル ポム 105 ネイルパフェ ハイグロストップジェル
Nereis　ベースジェル Nereis　カラージェル　レッド Nereis　トップジェル

Nereis　ハードコート
Nereis　ノンワイプトップ
Nereis　ビルダージェル

ノーリフトジェル クリアジェル ノーリフトジェル カラージェルEX 5RED ノーワイプトップコート
ノーリフトジェル プライマリージェル クリアベール
ノビリティー クリアージェル ソークオフフォーミュラ ノビリティー カラージェル アップルレッド　SOGMC45 ノビリティー ジェルトップ

ノビリティー カラージェル パッションレッド　SOGMC47 ノビリティー トップジェルシーラー
ノビリティー パーフェクトマッチ チェリーコスモ　PMNG01 プロテック
ノビリティー パーフェクトマッチ ロイヤルレッド　PMNG06

バイオスカルプチュア クリアジェル バイオスカルプチュア カラージェル #19 Pillar Box バイオスカルプチュア Sジェル
バイオスカルプチュア スカルプティングジェル バイオスカルプチュア カラージェル  ＃20 Cherry Ripe バイオスカルプチュア シーラージェル
バイオスカルプチュア シーラージェル バイオスカルプチュア UVトップジェル

グロストップジェル
パームスグレイスフル ポリッシュジェル ノンサンディングベー パームスグレイスフル ポリッシュジェルカラー P-03M ラッカーレッ パームスグレイスフル ポリッシュジェル ノンワイプトップ

パームスグレイスフル カラー 006 レッド
ファンタシアジェル　ベースジェル2　アルティメイトベース ファンタシアジェル　004　グラナダ ファンタシアジェル　トップジェル

ファンタシアジェル　006　セビリア
プティールコスメ プティールコスメ ベースジェル プティールコスメ カラージェル レッドPC3 プティールコスメ トップジェル

シー・エヌ・ディー

パームスグレイスフル

ファンタシアジェル

ノーリフトジェル

ノビリティー

バイオスカルプチュアジェル

ネレイス

ティアラリュクス Ｖシリーズ

ティージェル

ニコジェル

ネイルパフェジェル

ティアラリュクス

シャイニージェル

ジュエリージェル

ジュン

スウィートサンシャイン

ストーリージェル365

ダッシングディバ　ジェライフ

タミーテイラー

ジェルグラフ

ココイスト

サクラ

サンシャインベビー

クリストリオ

ジェリッシュ

ジェリーフィット

オーピーアイ

カルジェル

キャンアイ

エースジェル

エンティティー

オーエムディ

イージーフロウ

ブランド名 ベースジェル トップジェル

アイスジェル

アイビーディー

アクセンツ



カラージェル
赤指定色

プリジェル スーパーエクセレント（ベース）a プリジェル スーパーカラーEX 赤 PG-SE112 プリジェル スーパートップa

プリジェル スーパーエクセレント（ベース）s プリジェル スーパーカラーEX リアルレッド PG-SE285 プリジェル スーパートップシャイン
プリジェル エクセレント（ベース）a プリジェル カラーEX 赤 PG-CE112 プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル

プリジェル カラーEX リアルレッド PG-CE285 プリジェル トップシャイン
プリジェル ミューズ マザーズレッド PGM-M031 プリジェル トップa
プリジェル ミューズ スーリアレッド PGM-M032 プリジェル スカルプ＆トップクリア

プリジェル グロッシートップ
プリジェル ノンワイプクリア キャンジェル ノンヒート

フルーリアジェル　ベースジェル フルーリアジェル　カラージェル　ストロベリー　M04 フルーリアジェル トップジェル
フルーリアジェル　カラージェル　レッド　001 フルーリアジェル　スカルプティングジェル

フルーリアジェル ハイシャインジェル
フルーリアジェル ストロングハイシャインジェル

クリアジェル カラージェル ノビレ #80 トップジェル
ブラッシュオンクリアジェル カラージェル マルカート　＃39 ブラッシュオントップジェル

ミキシングクリアジェル
プレスト バンビーナ プレスト バンビーナ ノンサンディングベースジェル プレストバンビーナ カラージェル Ｂ80 プレスト バンビーナ ノンサンディングトップジェル

フローティジェル ベース＆トップジェル フローティジェル ファイヤーブリック フローティジェル ベース＆トップジェル
フローティジェル 5RED

ベースジェル カラージェル カメリアロッソ V021 トップジェル
ベースマックス カラージェル ベトロレッド V068 ノンワイプトップジェル
ベースクリア ツバキ VL021 トレーニングジェル
ベースクリアプロ レディ ーVL068 トップクリア
トレーニングジェル ガール VL199 イクステンションクリア
プロテクトクリア フジ イクステンションクリアⅡ
オールインワンクリア ツバキ JL021 オールインワンクリア
ベースクリア レディー JL068 イクステンションクリア
ベースクリアプロ ガール JL199 トップクリア
トレーニングジェル F006 シャレッド トレーニングジェル

F007 オレッド
マジェリック ベースジェル カラージェル　マジックレッド　B01 トップジェル

ミスサンシャインベビー ベースジェル ミスサンシャインベビー カラージェル レッドルージュ MC-7 ミスサンシャインベビー トップジェル
ミスサンシャインベビー カラージェル ロイヤルレッド M-SC20 ミスサンシャインベビー スーパーグロストップジェル

C1 クリア M3 マットレッド T1 セミハードトップジェル
ベースジェル E1 アップルレッド エクストラトップジェル
ウルトラベースジェル E2 ブラジリアンレッド ノンワイプトップジェル
ビルダージェル NM37
Aベースジェル NM38

NM39
メルティジェル クリアジェル メルティジェル カラージェルEX 5RED メルティジェル トップジェル
メルティジェル ハードジェル メルティジェル クリアジェル
メルティジェル プライマリーハードジェル メルティジェル ノンワイプトップコート
メルティジェル ベースジェル メルティジェル ビルダー＆トップジェル
モアクチュール モアジェル ベースジェル モアクチュール　モアジェル　カラージェル　ピュアレッド#10 モアクチュール　モアジェル　トップジェル
モアクチュール モアジェル ベースジェル(LED/UV両対応） モアクチュール モアジェル カラージェル モダンレッド#11 モアクチュール モアジェル LEDトップジェル

モアクチュール モアジェル ノンワイプトップジェル
モーリーベースジェル モーリーカラージェル M001 モーリートップジェル

モーリーカラージェル M141
シナジージェル ベースジェル カレイドスコープ カラージェル Red シナジージェル グロスジェル
ナチュラルネイルジェル mani・Q シナジージェル フィニッシュジェル
mani・Qベース mani・Qカラー red　#red102 ナチュラルネイルジェル mani・Q

mani・Qトップ
ラクシオ ベースジェル ジェルカラー クラッシー 084 グロスジェル

ラピジェル・クリアベース ラピジェル・カラージェル アップルタルト #111 Sトップジェル
ラピジェル・クリアベース2 ラピジェル・カラージェル クリアトマト #112 ラピジェル・Sトップジェル2

ラピジェル・カラージェル ディープトマト #114 ラピジェル・ビルダージェル
ラピジェル・カラージェル レッドアイ #148 ラピジェル・シャイングロストップコート
ラピジェル・カラージェル ストロベリージャム #228

ララベースジェル ララカラージェル Tango Red #003M ララトップジェル
ララビルダージェル

ララシスジェル ララシス　ベースジェル ララシス　カラージェル　スカーレットsis#003 ララシス　トップジェル
リーフジェルプレミアム・エクストリームクリア＋ リーフジェルプレミアム・カラージェル #006 パッシオン・ルージュ リーフジェルプレミアム・トップ Rev.
リーフジェルプレミアム・クリア サンディングフリー リーフジェルプレミアム・カラージェル #007 パッシオン・グルナ リーフジェルプレミアム・トップ Primo
リーフジェルプレミアム・ポリッシュタイプ  コスメティックベース リーフジェルプレミアム・ポリッシュタイプ  コスメティックカラー リーフジェルプレミアム・グロッシートップジェル
リーフジェルプレミアム・トレーニングベースジェル リーフジェルプレミアム・ノンワイプトップジェル

リーフジェルプレミアム・スカルプティングⅡ
リーフジェルプレミアム・ポリッシュタイプ  コスメティックトップ
リーフジェルプレミアム・ノンワイプトップジェルⅡ

リュージェル リュージェル ベースジェル リュージェル カラージェル レッドヴィーナス 001 リュージェル トップジェル
ルクジェル ベースジェル ルクジェル REM01 ルクジェル トップジェル

ルクジェル REM02
ルナマーゴ ベースジェル ルナマーゴ カラー（レッド 00） ルナマーゴ ノンワイプ トップジェル
ルナマーゴ ハードタイプ ルナマーゴ カラー（レッド 032）
#20 ルナマーゴ クリア
Raygel ベースジェル NEO Raygel カラージェル M23 Raygel トップジェル NEO

Raygel カラージェル M24
レッドカーペット レッドカーペット ストラクチャー ベースコートジェル レッドカーペット ソークオフ　ジェルポリッシュ レッドカーペット レ レッドカーペット ブリリアンス シール アンド シャイン トップコー
ローズジェル ローズジェル ベース アップルレッド M101 ローズジェル トップ

ルクジェル

ルナマーゴ

レイジェル

ブランド名 ベースジェル

ララジェル

リーフジェルプレミアム

トップジェル

ラピジェル

プレスト

フローティジェル

ベトロ

ベラフォーマ

ミスサンシャインベビー

フルーリアジェル

メルティジェル

モアクチュール

モーリージェル

ヤングネイルズ

ミス ミラージュ

プリジェル


