筆を長く使うために ［ 筆のおろし方とお手入れ方法 ］

Accessory

筆のおろし方

ピンクダスター

ブルーシュオリジナルのダ
ストブラシ。天然のヤギ毛
のみを使用しているので、
肌触りがとても柔らかく滑
らかです。ボリュームのある
毛先でしっかりとダストを
はらいます。
毛質：ヤギ（白黄尖峰）

クリアスタンド

はじめに

ブラシスタンド。高品質の
アクリル素材を使用してい
るので、透明度が高く丈夫
です。アートを描いたり、ス
トーンなどでデコレーション
をすれば、オリジナルのス
タンドが完成します。

丸型

軸材質：アルミニウム

全高：約 75mm ／内径：約
30mm ／底幅：約 55mm

角型

穂先をしっかりと保護する、軽く
て丈夫なブラシキャップです。持
ち運びの際の毛先の変形や、他
のアイテムにリキッドが付着するの
を防ぎます。十角形状なので転が
りにくく、キャップ天面に穴が開い
ていないので、遮光性にも優れて
います。ほぼ全てのブルーシュブ
ラシにお使い頂けます。
（310 ファ
ン、709 マーブルライナー 以外）
材質：アルミニウム／全長：約70mm ／外径：
約 9mm ／全 2 色：ボルドー・ローズ

»

ダッペンディッシュにリキッドを注ぎ、穂
先を軽くすすぎます。余分なリキッドを
ダッペンディッシュの縁で落とすようにし
ながら、残っている糊を一緒に洗い落と
して下さい。リキッドの色が変わる場合は、
何度かこの作業を繰り返します。

毛先についたミクスチャーは、リ
キッドでこまめに洗い落として下さ
い。

スカルプチュア筆の場合

※穂先を強く押さえ過ぎて、容器の底で擦らないようにご注意下さい。毛が切れ
たり、くせ毛になる原因となります。

毛の形を整える

穂先をしっかりと保護する、
軽くて丈夫なブラシキャッ
プです。持ち運びの際の毛
先の変形や、他のアイテム
にリキッドが付着するのを
防ぎます。ほ ぼ 全 てのブ
ルーシュブラシにお使い頂
け ま す。
（310ファン、709
マーブルライナー以外）

水分を取り過ぎないように気をつけなが
ら、ペーパータオルで穂先の形を整えます。
すすぎに使ったリキッドは捨てて下さい。
※リキッドが浸透しにくい場合は、しばらくリキッ
ドに浸してから穂先を整える作業を繰り返して
下さい。次第になじんできます。

for PROFESSIONAL

Make Up Brushes

Nail Brushes

穂先を整えて保管する
ペーパータオルなどでリキッドを軽
く拭き取り、穂先の形を整えてブ
ラシキャップを装着して保管して下
さい。
※穂先の形を整えずに保管すると、乾い
たあと毛先が開いてしまいバサバサの
状態になってしまいます。

使用中、筆についている余分なジェルは、ペーパータオルの
上で穂先を滑らせるようにして、こまめに拭き取って下さい。

ジェル筆の場合

こまめにジェルを拭き取る

使用後はジェルを少し残すようにして拭き取る
使用後は穂先をペーパータオルの
間に挟み、やさしく絞り出すように
してジェルを拭き取ります。
＊穂先に少しのジェルが残っていると、
次に使用する際に扱いやすくなります。
また、まとまりやすいのでブラシキャッ
プに装着しやすく、毛のパサつきを防
ぐ事もできます。

カラージェルやラメ粉が取れにくい場合は…
ダッペンディッシュに少量のクリアジェルを入れ、その中です
すぐようにして洗い落として下さい。

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-2-3 USUI ビル
TEL：078-306-6552 FAX：078-306-6554
http://usuibrush.usuigroup.com
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使用後は石鹸で手洗い
①石鹸を手でよく泡立て、手のひらに筆
を軽く押しあてて前後に動かします。
＊筆専用のクリーナーやハンドソープを使用し
て洗う事も可能です。

②毛の根元を指の腹でつまみ、やさし
く揉みほぐすようにして、毛の根元ま
で泡立てた石鹸を浸透させます。
③水ですすぎ洗いします。これを、色が
出なくなるまで繰り返して下さい。

! 筆を水に浸けたまま放置しないで下さい

筆洗器などの底に穂先がついたまま放置
すると、穂先にクセがついたり、毛が傷む
原因となります。
穂先にクセがついてしまったら…
ある程度のクセがついた場合や、毛先が跳
ねている場合、熱湯に数秒間つける事で元
に戻ります。熱湯に2・3秒間つけた後、穂
先の形を整えて自然乾燥をさせて下さい。

④ペーパータオルなどで余分な水分を
拭き取り、穂先の形を整えて、自然
乾燥させて保管して下さい。

※ひどくクセが付いたものや、毛がカールしている
ものは元に戻りませんので、新しい筆に交換して
下さい。
※コリンスキーなどの天然毛は熱に弱いため、熱
湯に浸けると毛が傷んでしまうので避けて下さい。

ミクスチャーが固まってしまったら…

□ブルーシュ ブラシクリーナーのご使用方法

毛先についたミクスチャーがガチガチに
固まってしまったら、
「ブルーシュ ブラ
シクリーナー」を使って固まったミクス
チャーを取り除いて下さい。

①クリーナーを入れた容器に、穂先が底
に着かないように割り箸などで固定させ
て、約 30 分間浸けおきます。

b-r-s Brush Cleaner ブルーシュ ブラシクリーナー

②固くなった筆に使用する際は、穂先にク
リーナーをたっぷりとつけてアルミホイル
で包み、絵具やミクスチャーが柔らかく
なるまで置きます。

アクリル専用の水溶性タイプのブラシクリーナー（剥離剤）
です。
アクリル絵具やミクスチャーで固まったブラシをほぐしたり、
ベタつきを取り除く効果があります。

※一度で取り除けない場合は、②、③を繰り返し行
なって下さい。

※ナイロンなどの化学繊維製の筆を長時間浸けると、毛が
傷む可能性があります。
組成：二塩基酸エステル、グリコール類
内容量：120ml

ダッペンディッシュにジェルブラシクリー
ナーを注ぎ、穂先を軽くすすぎます。穂先
に付いたクリーナーはペーパータオルで
やさしく拭き取って下さい。
穂先に少量のクリアジェルを付けてなじ
ませ、余分に付いたジェルをペーパータ
オルで拭き取ります。穂先の形を整え、
光が当たらないようにブルーシュブラシ
キャップを装着して保管して下さい。

for PROFESSIONAL

※ミクスチャーがついたまま放置すると、
すぐに固まってしまいます。

»

ジェルブラシクリーナーで糊を落とす

クリアジェルを筆になじませる

Make Up Brushes

スカルプチュア筆の場合

こまめに洗浄する

»

ジェル筆の場合

材質：アルミニウム／全長：約95mm ／外径：約
10mm ／全 7 色：シルバー・ブルー・グリーン・
ピンク・ゴールド・パープル・ブラック

穂先に付いた絵具をペーパー
タオルなどで拭き取り、毛の根
元まできれいに水洗いして下さ
い。

»

リキッドで糊を落とす

ブルーシュ
ブラシキャップ

アクリル絵具を使用した筆の場合

こまめに水洗いする

※使っているうちに、絵具が毛の根元の金具部分に入り込む事がありま
す。そのまま放置すると、根元に残った絵具が固まり、毛が根元から
開いてしまう等の原因となりますので、使用中はこまめに水洗いをして
下さい。

穂先を水ですすぎ、余分な水分をペーパータオルなどで拭き
取ってからご使用下さい。

折りたたみ式のブルーシュオリジナルブラシ
ケースです。幅の違うポケットがあるので、用
途に合わせてブラシを収納できます。穂先保
護のカバー付き。
シルバー
材質：
（表）合皮／（裏）ナイロン
サイズ：たて約 240mm×よこ約 480 mm（収
納時：たて約 240mm×よこ約 120mm）
収納可能なブラシサイズ：210mm
ブラシポケット：8 個／ファスナーポケット：
1 個／ポケット：2 個

»

»

アクリル絵具を使用する筆の場合

ブラシケース

ブルーシュ
ブラシキャップ 10 角

〈アート筆、
スカルプチュア筆、
ジェル筆 共通〉

穂先は、形が崩れないように糊で固めて
います。指の腹部分でやさしくほぐすと白
い粉（※固まった糊）が出てくるので、穂
の先端をはじくようにして粉を飛ばして下
さい。これを粉が出なくなるまで続けま
す。その後、下記の方法で筆をおろして
下さい。

材質：アクリル

全長：約80mm ／毛丈：約
45mm ／毛幅：約55mm

使用後のお手入れ

糊をとる

丸型・角型

ブルーシュのネイルブラシは、正しいお手入れをする事で長くお使い頂けます。
筆おろしやお手入れの方法は、お手持ちの道具を用いて簡単に行なう事ができます。正しいお手入れで、長くご愛用下さい。

ブラシキャップを装着して保管する
穂先の形を整え、光が当たらないよう
に必ずブラシキャップを装着して保管し
て下さい。
※日光や蛍光灯に当たるだけでも、ジェルが付
着したブラシは固まってしまうのでご注意下
さい。

プロの声をもとに生まれたネイル筆「ブルーシュ」

しなやかさ、まとまりのよさ、コシの強さ、シャープな描き味、高い操作性、そのすべてをかなえる豊富な

ラインナップが、ネイリスト 1 人ひとりの表現力を引き出し、プロフェッショナルワークをサポートします。

③柔らかくなっていたら、布等で絵具やミ
クスチャーを取り除きます。

④穂先を水で十分に洗い流して下さい。
※天然毛は熱に弱く温度によっては毛が曲がって
しまう事がある為、お湯の使用は避けて下さい。
リキッドの含みも一時的に悪くなってしまいます。

□ブラシの保管方法
毛 先を保 護するためにブラシに合った
キャップを装着して、筆先を下に向けてブ
ラシスタンドなどに立てて保管して下さい。

!

購入時の透明キャップの継続使用は
しないで下さい

お買い上げの際に付いている透明のキャッ
プは、お手元に届くまでの簡易包装のもの
です。筆をおろした後は使用しないで下さ
い。穂先についたリキッドと反応して溶け
たり、毛を巻き込む事があります。

http://usuibrush.usuigroup.com

Art Brush

Sculpture Brush

ネイルアート用ブラシ。穂先の種類が豊富なので、様々なアートデザインに対応します。
金具部分が短いので穂先と軸を持つ指先の距離が短くなり、毛先の感触がよりダイレクトに指先に伝わります。

Series 300

Hard
hair

弾力がある毛を使用した、操作性に優れたシリーズです。
毛質：PBT化繊／やや硬め

Series 500

Soft
hair

Bold

毛量が多く含みが良いので、何度も絵具をとる必要がありません。
毛質：PBT化繊／やわらかめ（太め）

301 ラウンド

305 ロングライナー

501 ラウンド

502 ラウンド

小さい点や細い線に。筆圧の加減で太い線を描く事もできます。
全長：約140mm ／毛丈：約 4.5mm ／直径：約 1.2mm

直線や曲線を細長く描く時に便利です。
全長：約 148mm ／毛丈：約 12mm ／直径：約1.2mm

小さい点や線描きなど、様々なアートに幅広くお使い頂けます。
全長：約 140mm ／毛丈：約 5.5mm ／直径：約1.4mm

501よりも太い穂先です。ストロークなども自由に描く事ができます。
全長：約142mm ／毛丈：約 7mm ／直径：約1.8mm

スカルプチュアを施すのに最適な、コシの強さと
しなやかさのバランスに優れたブラシです。

3D Design Round

Kolinsky

爪の上に細かなデザインを施す3Dアートに最適です。

小さなミクスチャーが作りやすく、尖った毛先を使って、お花などの細かく立
体的なドットを装飾する事ができます。
（アクリル絵具やジェルを使って、たら
しこみネイルの技法などのアート筆としてもお使い頂けます。）

801

310 ファン

細い線を描く事ができます。毛丈が短めなのでコントロールが簡単です。
全長：約144mm ／毛丈：約 8mm ／直径：約1.2mm

Series 400

Soft
hair

細い線をまとめて一気に引く事ができます。
毛先に異なる色を付けてグラデーションにも。
全長：約 143mm ／毛丈：約 7mm ／毛幅：約22mm

ソフトな弾力でまとまりが良く、穂先の形が豊富なシリーズです。
毛質：PBT化繊／やわらかめ

504 スクエア
幅の広い線描きや塗りに最適です。
毛先の両角に異なる色を付けて、簡単にグラデーションを作る事ができます。
全長：約 140mm ／毛丈：約 4mm ／毛幅：約3mm

バラの花などのストローク描きに最適です。エッジ部分で線を引く事もできます。
全長：約141mm ／毛丈：約 5mm×4mm ／毛幅：約3.5mm

Series 700

Soft
h a i r Detail

極細仕様のシリーズです。細密なアートデザインを施すのに最適です。

705 ロングライナー

様々なアートに幅広くお使い頂けます。筆圧の加減で太い線を描く事ができます。
全長：約 140mm ／毛丈：約4.5mm ／直径：約 1.2mm

細かな作業に適した、穂先が短く細い筆です。細部まで緻密に描く事ができます。
全長：約 137mm ／毛丈：約 3mm ／直径：約1.2mm

細密なデザイン描きに最適です。
全長：約 140mm ／毛丈：約 4mm ／直径：約1.05mm

極細の線を長く描く事ができます。
全長：約147mm ／毛丈：約 11mm ／直径：約1.05mm

406 ショートライナー

毛丈が短めなのでコントロールが簡単です。ラインアートやピーコック柄に。
全長：約144mm ／毛丈：約 8mm ／直径：約1.2mm

Q& A

Q. アートブラシはジェルにも使えますか？

A. お使い頂けますが、ジェルブラシはジェルの粘度に適するよ

うに加工処理を施しています。アクリル絵具を使用する筆と
ジェルで使用する筆は、別で分けて使う事をお勧めします。

○ 筆先の写真は、原寸サイズです。

細長い直線や曲線を描く時に便利です。
全長：約 148mm ／毛丈：約 12mm ／直径：約1.2mm

407 オーバル

706 ショートライナー

709 マーブルライナー

極細の直線や曲線を描くのに最適です。ラインアートやピーコック柄に。
全長：約 142mm ／毛丈：約 6mm ／直径：約1.05mm

Stylus

901 スタイラス

毛先が極細で長い特殊な筆です。細長い線やマーブル模様を描くのに最適です。
全長：約 161mm ／毛丈：約25mm ／直径：約1.05mm

棒の先端に絵具やジェルを付けてドットを描いたり、ストーンを付ける際にも便利です。大・小異なるサイズのボールとなっております。
全長：約140mm ／小ボール径：約0.75mm ／大ボール径：約1.15mm

曲線の内外も塗りやすい、毛先が丸みをおびたフラット筆です。
花びらや葉をひと筆で描く事ができます。
全長：約 140mm ／毛丈：約 5mm ／毛幅：約2mm

毛の巻き込みに注意！
穂先が乾いた状態でブルーシュ
ブラシキャップを差し込む際は、
毛を巻き込まないように充分ご注意
下さい。

Palette Knife

パレットナイフ

繊細な筆で絵具を混ぜると穂先の痛みが早まるため、パレットナイフは必需品です。
絵具や沈殿しやすいジェルを混ぜたり、ジェルを容器からすくい取るのに便利です。
全長：約150mm ／ステンレス部分：約66mm

ジェル ビービー

Gel bb - PBT 化繊
毛質：PBT化繊／やわらかめ

特徴の異なる化学繊維の毛をブレンドする事で、抜群のしなやかさ、まとまりの良さ、コシの強さ、シャープな描き味を
実現しました。天然毛のようなキューティクル状の凹凸加工を施しているので含みが良く、先端に向かって細くなってい
る繊維を使用する事で、毛の厚みが薄くなり、ジェル離れが良いのが特徴です。

フラット 4 号

フラット 6 号

ベースやトップの塗りに。しなやかなコシとまとまりの良さで、ムラなく均一に
塗る事ができます。
全長：約 153mm ／毛丈：約7.5mm ／毛幅：約4.5mm ／厚み：約1.5mm

ベースやトップの塗りに。大きい爪や広い面を塗るのに便利です。
全長：約 157mm ／毛丈：約7.5mm ／毛幅：約6mm ／厚み：約1.7mm

オーバル 4 号

オーバル 6 号

穂先の角が丸いので、爪の際まで塗りやすく、エンボスアートにも最適です。
全長：約 153mm ／毛丈：約7.5mm ／毛幅：約4mm ／厚み：約1.5mm

オーバル4号よりも幅が広いタイプなので、広い面の塗りやエンボスアートに
最適です。
全長：約 155mm ／毛丈：約7.5mm ／毛幅：約5mm ／厚み：約2mm

ライナー 5/0 号

ライナー 1 号

細かなラインアートに。しなやかでコシがあるので、安定した線描きができま
す。
全長：約 153mm ／毛丈：約9mm ／直径：約1mm

5/0号よりも少し太めなので、太さのあるラインアートに適しています。
全長：約 154mm ／毛丈：約9.5mm ／直径：約1.5mm

Kolinsky

Q& A

Q. おろしたばかりの筆なのに毛先が割れてし

802-Lは、802よりも毛先が大きいので、リキッドの含みが良く、ソフトな毛腰です。

まったのですが？

A. 筆おろしが不十分なままに使用してしまうと、毛

802

701 ラウンド

幅の広い線を一気に描く事ができます。チェック柄やボーダー柄に。
全長：約142mm ／毛丈：約 5mm ／毛幅：約2mm

3D Design Oval

毛質：PBT化繊／やわらかめ（極細）

403 スポッター

405 ロングライナー

コシがあるのでパッティングがしやすく、毛先がしっかりと尖るので細やかな
作業もでき、スマイルラインをきれいに作る事ができます。

毛先から根元まで適度な弾力があるので、
ミクスチャーの押さえや寄せのコントロールが簡単です。

401 ラウンド

404 フラット

リキッドの含み、ミクスチャーの保持力、毛先の弾力、
全てにおいてバランスの良いブラシです。

付属のアルミキャップが持ち手にもなります。
全長：約183mm ／毛丈：約 22mm ／毛幅：約6mm
（キャップ収納時の全長：約113mm）

508 アンギュラー

抜群のしなやかさ、まとまりの良さ、コシの強さ、
シャープな描き味をもつジェルブラシです。

Kolinsky

N803-R

全長：約152mm ／毛丈：約 12mm ／直径：約2.4mm

306 ショートライナー

Sculpture Oval

Gel Brush
毛質：スーパーコリンスキー

先が割れる原因となってしまいます。
「筆のおろ

し方」を参照して、用途にあった正しい方法で

全長：約172mm ／毛丈：約 10mm ／毛幅：約4mm

行なって下さい。

アンギュラー 6 号

Gel Brush

取扱いの便利な PBT 繊維毛のジェルブラシです。

Gel series- Flat

ベースやトップを塗る操作に。

オーバルタイプよりも穂先の厚みが薄いので、粘性の弱いジェルを扱うのに
適しています。

毛質：PBT化繊／やや硬め

Gel series- Oval

フレンチアートや先端を使った細かな操作に。

フラットタイプよりも穂先の厚みが厚いので、粘性の強いジェルを扱うのに
適しています。

4号

4号

全長：約157mm ／毛丈：約 9.5mm ／毛幅：約4mm

全長：約157mm ／毛丈：約 10.5mm ／毛幅：約4mm

6号

フレンチやグラデーション塗りに最適です。エッジ部分を利用して、線を引く
事もできます。
全長：約155mm ／毛丈：約7mm×5mm ／毛幅：約5mm ／厚み：約1.2mm

Gel bb - コリンスキー
毛質：コリンスキー

Kolinsky

まとまりやすく、弾力のあ
るコリンスキー毛 100％
のジェルブラシです。

Q& A

Q. PBT 毛とコリンスキー毛は、どのような違い
がありますか？

A. PBT毛は化学繊維なので、天然毛と比べて太さの

バラつきが少なく、丈夫で扱いやすいです。コリン

スキー毛は含みが良く、コシがあり、耐久性に優
れています。ただ、繊細な毛質のため熱に弱く、

ラウンド 8 号

温度によっては毛が曲がってしまう事がある為、お
湯を使用しての筆おろしや筆洗いは避けて下さい。

先端を活かした細かな操作に最適です。ジェルを押さえつけるように施すと、きれ
いで滑らかな表面に仕上がります。先端を使って細かなアートを描く事もできます。
全長：約 164mm ／毛丈：約11mm ／直径：約4.5mm

オーバル 4 号
フラット 4 号

全長：約157mm ／毛丈：約 10mm ／毛幅：約5mm
穂先の角がほんの少し丸みを帯びているので、キューティクルライン際まで
塗りやすいブラシです。
全長：約 154mm ／毛丈：約7.5mm ／毛幅：約4.5mm ／厚み：約2.15mm

毛丈が長いので筆圧の加減が調整しやすく、思い通りの操作が可能です。
根元が厚く、毛先にかけて薄くなっているので、余分なジェルを引っ張る事
なく、薄く伸ばす事ができます。
全長：約 157mm ／毛丈：約10mm ／毛幅：約4.5mm ／厚み：約2.25mm

