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flicka nail arts マイクロストレートダイヤ
1,650円・9-50　サイズ：全長45mm、最大刃径1mm、刃長2mm

細部の処理に特化したマイクロサイズ。従来品では届きにくかった
分厚くなった皮膚の奥などの隙間へもアプローチが可能になりま
した。コンパクトな先端で小回り抜群な為、操作性が大変良く、細部
のルースキューティクルも軽いタッチで効率的に除去できます。

124008

プリジェル カラー EX ライナー　
各1,760円・9-60　内容量：3g　硬化時間：UV約1~2分、LED約30秒

流れず描ける！人気の『ライナーシリーズ』待望の新色8色をリリース！
絵の具のような発色で、するするとラインが描きやすいテクスチャーはそのままに、アートに使いやすい絶妙な
こっくりカラーのラインナップが勢揃い！細やかなアートからニュアンスまでどんなデザインにも合わせやすい！
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パラジェル カラージェル
各7,040円・32-00　内容量：4g
硬化時間：LED約30秒

高級顔料を使用しているため発色が良いク
リアなカラージェルです。柔らかいテクス
チャーで塗りやすくなっています。
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S053
カネル 
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S054
ブラン 
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S055

サンドトープ 
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S056

カメオブルー 
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ベビーリップ 
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バターナッツ 
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AMD52
フィグバター 

輝かしい春の訪れを彩る5色『 Radiance Collection 』
2022年の春にカルジェルから提案するカラーは、輝かしい季節にぴったりな春カラー5
色。軽やかなマット、みずみずしいシアー、きらめくグリッターに繊細なパールと、様々な
質感が勢揃い。コレクションのどの色と合わせても春らしく仕上がるエフォートレスなカ
ラー展開です。
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エターナルピンク
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S10GR

サニーグリーン
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P05YE 
パールミモザ

124120
G09BE 

ベージュエクラタン

124121
M09PU 

パールバイオレット 

◆カルジェル カラーカルジェル プラス
各2,640円・16-00　内容量：2.5g
硬化時間：UV約3分、LED約1分

◆カルジェル ベースコントロールカラー
4,180円・3800　内容量：4g
硬化時間：UV約1分、LED約30秒

透け感があり清楚でやわらかなグレージュや上品な落ち着いたピンク
ベージュなど、肌馴染み抜群のうるつやシアーカラー3色が登場。
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クレア･ベージュ
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シェリー･ベージュ

124314
173

ローズ･ベージュ

リーフジェル プレミアム カラージェル
各2,828円・18-00　内容量：4g
硬化時間：UV約1分、LED約20秒

カルジェルの代表商品「クリアジェル」にベースコント
ロール機能を備えた新しいベースジェルが登場。
ナチュラルなピンクのベースジェルで爪の血色を良く見
せることができ、トレンドメニューのパーソナルカラーに
合わせた施術にもご使用いただける、サロン提案をワン
ランクアップさせる新アイテムです。
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プリジェルからホイル専用ジェル、アー
トホイルジェルをリリース！　塗りやすい
さらっとしたテクスチャーで、ホイルを綺
麗に貼りつけることが出来ます。シワに
なりにくく、全面貼りはもちろんライン
アートやポイント使いにも♪コンテナ容
器を採用し、お好きなブラシで思い通り
のアートに。

プリジェル アートホイルジェル
4g:1,551円・8-46／15g:3,490円・17-19
硬化時間：UV約1分、LED約30~60秒

1241954g 12419615g

ASAKO ケアマスタービット
1,980円・12-00
サイズ：全長44mm、最大刃径5.9mm、刃長2.1mm

甘皮、ルーススキン、角質除去にマルチに使えるケア用ビット。各
種ケアを同時に施術でき時短が可能です。幅広い爪の形状に対応
できるサイズに設計。

124009

スパチュラTA
1,815円・9-80　長さ：126mm　重さ：6.8g

先端がフラットでしなりがあるため付
着したジェルをしごきやすい上、3D
ジェルも取りやすい形状です。ステン
レス製。
・ヘラ幅=約3.5mm 
・ヘラ長さ=約44mm 
・ヘラ厚さ=約0.4～0.45mm 

123952

フリッカネイルアーツ アサコ

ミス ミラージュ ソークオフジェル　
各1,980円・9-00　内容量：2.5g　硬化時間：UV約2分、LED約20秒

ミスミラージュ エトワカラー新色 6色セット
10,098円・45-90　内容量：2.5g×6、  8g×1、  1g×1

星の輝きをイメージした大人気ETOILEシリーズ待望の第二弾。
今回は春らしいくすみパステルのカラー展開です。ワンカラーや重ねグラデーションなど、春らしくふん
わり優しい印象に仕上がります。新しい季節を星の輝きを味方に楽しんでみて下さい。

新色6色15％オフ＋ノンワイプ
トップ＋ケアベースジェルお試し
サイズ1gプレゼントのお得な
セットです。
【セット内容】●新色GH29s～
GH34s　各1 ●66679 ミス ミ
ラージュ ノンワイプトップジェル 
8g ●ケアベースジェルお試しサ
イズ1g124290

GH29s 
124291
GH30s

124292
GH31s 

124294
GH32s 

124295
GH33s 

124296
GH34s 

124221

3月4日
発売予定

期間限定
3月1日
~3月31日

3月1日
発売予定

3月1日
発売予定

3月1日
発売予定

3月1日
発売予定

3月15日
発売予定

《硬化時間》●レクシアパーフェクト/レクシ
アEX 36W：30秒●レクシアHD 6W：45～60
秒●レクシアA 6W：60秒●UV36W：60秒

■Chie プロデュース ■相澤英里プロデュース アート
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サイズ調整の際は顔や目などに当たらない
ように安全な場所でカットして下さいね�

ネイルパフェ  カラージェル
各2,475円・15-75　内容量：2g
硬化時間：UV約2分、LED約30秒

赤ちゃんと敏感肌、そして地球のために生ま
れたノンケミカル・ノンシリコンのUVミル
ク。肌にすっと馴染み、ずっと軽やか。植物オ
イルの力でしっとりと潤います。

124277

◆ママベビー
ノンケミカルＵＶミルク
各2,420円・17-60　内容量：50ml

◆STORY365×NOVEL 
ボディクリームセラムB04 
4,840円・33-00　内容量：200g

くすみカラーの着色に拘ったオリジナル
ミックスカラーのシェル『Pave パヴェ』が
登場！  ヨーロッパの石畳をイメージして
数種類のカラーをミックスして作りまし
た。
程良いくすみ感を持たせ、落ち着きのあ
るダスキーカラーに仕上げております。
約0.2～10mm程度の様々なサイズをミッ
クスしております。トップコートを塗ること
で天然素材ならではの光沢が増します。

◆ジュジュ  パヴェ
990円・9-00　内容量：3g

123949

123953  N°2 123954  N°3 124050 124051

ネイルパフェ  
ビジューライナー 筆
2,750円・17-50
サイズ／全長：150㎜、毛幅：0.5㎜、
毛丈：9㎜、穂先厚み：0.5㎜

ネイルパフェ
ビジュースクエア筆
2,750円・17-50
サイズ／全長：155㎜、毛幅：3㎜、
毛丈：8㎜、穂先厚み：1.5㎜、

123955

くすみカラーは勿論のこと、様々なカラージェルと混ぜたり、重ねたりしてご使用下さい。

◆ジュジュ  ニュアンスパウダー  ベロア･エクラ
各1,540円・14-00　内容量：0.1g

 N°1

124276

102
エクリュ

124266 124267
103
モス

124268
104

ブルーオラージュ

124269
105
ポプラ

124270
106
アガット

肌馴染みの良いオシャレな生成りカラーや肌を綺麗に魅せ
てくれるくすみオリーブなど、上品な大人こなれカラー5色。

硬めの筆先で細かいラインアートにも
オススメなライナー筆。

ビジューノンワイプの凹凸デザインも
1度で一気にすくえる、小回りのきく
コンパクトなスクエア筆。

美容成分高配合のボディ用保湿クリー
ム。環境ストレスから守り、しっとりなめ
らかで透明感のある肌へ導きます。ボタ
ニカル× サイエンスの融合で、リッチな
テクスチャながら肌なじみが良く、ベタ
つかない処方設計。
ハンド・フットケアの仕上げにも。

124222

ココイスト  エクセルライン  ソークオフカラージェル
各1,540円・9-80　容量：2.5g   硬化時間：UV約1分、LED約20秒

薄ピンク色のシャクヤクの透ける
ような花びらをイメージしたピオ
ニーペタル、明るいオレンジ色の
花びらをイメージしたマリーゴー
ルドなど、可憐な春色６色。

124136
 E-272 

124139
E-274 

124140
E-275  

124141
E-276 

124142
E-277 

ココイスト
カラード  ベース  アンド  ビルダージェル
各4,092円・24-80　内容量：15ml
硬化時間：UV約1分、LED約30～60秒

色付きのベースジェル兼ビルダージェルです。
これ一本でベースからカラーリング、ビルディング、更にフィ
ルインまで可能に。密着力と操作性の良さも抜群です。

122644 124134 124135
 CB-237 CB-240 CB-00Z 

124137
E-273 

124143Ice 124144Mint  

124145Lemon
 

124146Grape 

ココイスト
ボンボンチップスタンド
各660円・4-00　内容量：1P
ボンボンキャンディのようなかわいい
チップスタンドです!

SPF30/PA+++ SPF50+/PA++++


