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ハードジェル
拭き取り不要
ノンワイプ

リムーバーに強い
簡単ジェルネイル

トップジェル

うるん！ツヤ
簡単ジェルネイル
1ヶ月つづく

拭き取り不要
ノンワイプ
トップジェル

サロンクオリティーを自宅でも。
3ステップだからできるサロンの仕上がり

クリアジェル各種

 ステップレスジェル ・ベースジェル各種

下処理不要！ノーサンディング
自爪とジェルをしっかり密着させ
長持ちさせるために開発された
下地用クリアジェル
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ぺりんっと
はがせる
ベースジェル

簡単ジェルネイル
短期間でとりたい人に

超密着
下処下処下 理不要

ノーサンデ
理不要

ノーサンデ
理不要

ィノーサンディノーサンデ ング
理不要

ング
理不要

簡単ジェルネイル
薄づきでコス薄づきでコス薄 パづきでコスパづきでコス ◎

ベースジェル

Basic

Basic

パッケージサイズ：W27*H90*D27mm　※フック可

ステップレスジェル
ベースジェル   7g 
¥1,200

拭き取り不要！ノンワイプの仕上げ用
クリアジェル。
変色を防ぎ美しい艶を1ヶ月持続。

長い自爪の補強や、長さ出し時の厚みだしに最適な
クリアジェル。ベースやトップジェルに比べ粘度が高
いので流れにくく扱いやすい。
リムーバーでオフできるソークオフタイプ。
長さ出しにもお使いいただけます。

長さ出しに最適なクリアジェル。
ベースやトップジェルに比べ粘度が高いので
流れにくく扱いやすい。
溶剤に強い削って落とすハードタイプのジェル
なのでリペアやデザインチェンジもできます。

ステップレスジェル
UVトップジェル   7g 
¥1,200

拭き取り不要！ノンワイプの仕上げ用
クリアジェル。削ってオフする溶剤に
強いハードタイプ。
ステップレスジェル
UVトップジェル（ハード）   7g 
¥1,200

拭き取り不要！ノンワイプの仕上げ用
クリアジェル。すりガラスの様なマットな
質感に仕上げるつや消しタイプ。
ステップレスジェル
マットトップジェル   7g 
¥1,200

下処理不要！ノーサンディング
短期間でジェルを取りたい方用
リムーバーなしでもペリンと
とれる！下地用クリアジェル
ステップレスジェル
ピールオフベースジェル   7g 
¥1,200

560140 7096154 560140 7096084

560140 7095854560140 7095784

パッケージサイズ ■15g：W51*H72*D38mm　※フック可／■mini 4g：W33*H53*D27mm　※フック可

2018 年 4 月 1

商品番号：004521 商品番号：004520

商品番号：004517 商品番号：004518 商品番号：010810

エクステンションジェル 15g 
¥2,500

560140 6981244
商品番号：910913

ビルダージェル mini  4g 
¥800

562136 1389044
商品番号：005529

2021 年 1 月

562136 1388984
商品番号：005528

エクステンションジェル mini   4g 
¥800

ビルダージェル 15g 
¥2,500

商品番号：910914
560140 6981174 571145 0121124571145 0121294

ノンワイプビジューアートジェル 15g 
¥2,500

ノンワイプビジューアートジェル 4g 
¥1,200

ステップレスジェル ・UVトップジェル各種

571145 0121364

商品番号：010803 商品番号：010800
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対応アート用ジェル

立体アート例

凸凹アート自由自在。
ほど良い透明感でカラーに響か
ない。パーツもしっかり固定。
ノンワイプだからそのまま
ミラーネイルができます。

３ステップだからできる
サロンの仕上がり
３ステップだからできる
サロンの仕上がり

マットトップジェル↑

通常のトップジェル↓
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�N�a�i�l�i�t�y�!ネイリティー !ジェルネイルシステム・リニューアルサロンクオリティーを自宅でも。
3ステップだからできるサロンの仕上がり

ジェル用ライト各種
ジェルネイルは専用のライトで照射し効果させます。本格派 36Wの UVライト、コンパクトな LEDライト、ハンディタイプの LEDライトの 3種類

反射板付きでまんべんなく5本同時照射可能！！
波長域が広いので様々なブランドのジェルに対応
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UVライト 36W /Black  
￥4,600

UVライト 36W用交換ライト 1本
¥480

本体サイズ：W230*H100*D250mm、波長：350-400nm
箱サイズ：W245*H125*D280mm
※1台の UVライトに必要な交換ライトは 4本です。

LEDライト3W  
￥3,500

本体サイズ：W150*H70*D90mm
箱サイズ：W215*H120*D85mm
波長：395nm

UV LED

560140 6904564 560140 6968924560140 6923684

2018 年 4 月 2

商品番号：040031 商品番号：000754

ステップレスジェル・ トライアルキット 
カラージェル付きですぐにジェルネイルを楽しみたい方に！
オンからオフまでのツール一式と作り方の説明書付き（ライト別売り）

スターター
セット

＜セット内容＞
ソークオフリムーバー 50ml・
スポンジファイル 100/180G・
ベースジェル 7g・UVトップジェル
7g・ステップレスジェル ピンク系
カラー 7g・ウッドスティック3本

ステップレスジェル・ トライアルキット ¥4,200

562136 1385464
商品番号：005052

本体サイズ：W215*H120*D60mm、硬化可能波長域：365-410nm

2021 年 1 月

クリーナー・リムーバー各種

ソークオフリムーバー  120ml 
¥1,150
サイズ：π45*H120mm

ソークオフリムーバー 500ml 
¥2,750
サイズ：π65*H190mm

562136 1338174

562136 1338004

自爪の油分水分除去や未硬化ジェルの拭き取り、ジェルブラシ洗浄に。 マニキュア・ソークオフタイプのジェル、アクリルスカルプのオフに！

ジェルクリーナー  500ml 
¥3,500
サイズ：π65*H190mm

562136 1337634
商品番号：821867

ジェルクリーナー  120ml 
¥1,250
サイズ：π45*H120mm

562136 1337704
商品番号：821868

ジェルクリーナー  50ml 
¥800
サイズ：π35*H75mm

562136 1337874
商品番号：821869

ソークオフリムーバー  50ml 
¥600
サイズ：π35*H75mm

562136 1338244
商品番号：821873

商品番号：821872

商品番号：821871

商品番号：003237

ハイパワー 10 秒硬化！持ち運びに便利な
ハンディタイプ（別売単 4電池 3本使用）
本体サイズ：π2.5×92mm　※フック可
箱サイズ：W27*H110*D27mm
波長：395-400nm

LED

ハンディ LEDライト ピンク 1W  
￥1,200

560140 7069424
商品番号：004068

571145 0117644

スマホの充電器や
パソコンから充電できる！

高機能、ハイパワーのポータブルライト
思いのままの秒速硬化！
本体サイズ：133×40×30mm　※フック不可
箱サイズ：W75*H52*D165mm
波長：365nm（UV）/ 405nm（LED）
ハイブリッドポータブルライト（UV/ LED）
￥4,500

商品番号：000042

USB・コンセント・電池対応 3way 仕様
コードレスOK！30 秒オートオフタイマー付き

UV/LED
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ネイリティー !ジェルネイルシステム・リニューアル

ネイリティー !ステップレスジェル ライナーシリーズ
ライナーブラシ付きなのでキャップを開けたらそのままチェック柄・ストライプ・ボーダー・ツイードなどの極細ジェルアートが
できる！流れず、滲まず、描きやすいよう高粘度を採用。濃密ラメと抜群の発色です。4色展開
パッケージサイズ：W27*H90*D27mm　※フック可

ライナーブラシ
アートジェル

簡単ジェルネイル

３ステップだからできる
サロンの仕上がり

サロンクオリティーを自宅でも。
3ステップだからできるサロンの仕上がり

560140 7096464

各 7g/¥1,200-
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2018 年 4 月 3

ライナーブラシ付きなのでキャップを開けたらそのままチェック柄・ストライプ・ボーダー・
ツイードなどの極細ジェルアートができる！流れず、滲まず、描きやすいよう高粘度を採用。
濃密ラメと抜群の発色です。4色展開
パッケージサイズ：W27*H90*D27mm　※フック可

ステップレスジェル ・ライナージェル各種 メタリックジェル 
M01シルバー&M02ゴールド 
鏡面仕上げのような輝き、アート用メタリッ
クジェル。今までにない輝きがアートの幅
を広げます。
パッケージサイズ：W33*H53*D27mm　
※フック可

ライナーブラシ
アートジェル
にじまないまないまな ・流れないれない流れない流

高粘度

簡単ジェルネイル
細かいアートに

３ステップだからできる
サロンの仕上がり

571145 0101184
商品番号：006790

商品番号：006901商品番号：006902商品番号：006903 商品番号：006904

ライナーブラシセーバー
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たらしこみ等アートもできる
ライナーブラシセーバー
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たらしこみ等アートもできるたらしこみ等アートもできるたらしこみ等アートもできる

３ステップだからできる
サロンの仕上がり

マーブルネイル
たらしこみ

ラインアートが
これ1本でOK
ブラシ洗浄＆
保管

洗
管
洗

保管保 にも
浄

にも
浄

簡単ジェルネイル

ジェル・オプションアイテム各種

560140 7066834 562136 1337564562136 1338484 562136 1337944

プレフィッター

�P�r�e�F�i�t�t�e�r
�N�a�i�l�i�t�y�!

�f�o�r�.�	�C�o�l�o�r�i�n�g�,�S�c�u�l�p�t�u�r�e

ネイル長持ち！
プレフィッター
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ネイル長持ち！ネイル長持ち！ネイル長持ち！ネイル長持ち！ネイル長持ち！ネイル長持ち！

３ステップだからできる
サロンの仕上がり

ネイル長持ち
プレプライマー
さっとひと塗り
ｐｈ調整剤

簡単ジェルネイル
ジェジェジ ル・マニキュア
スカルプの前

マニキ
前

マニキュ
前
ュ
に

スカルプフィッター

�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r
�N�a�i�l�i�t�y�!

�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e

ジェル・スカルプのモチUP
スカルプフィッター

�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r�S�c�u�l�p�F�i�t�t�e�r
�N�N�a�i�l�i�t�y�!�t�y�!�t�y�!

�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e

ジェジェルル・・スカルプのモスカルプのモスカルプのモスカルプのモチチUPUP

３ステップだからできる
サロンの仕上がり

UVシーラー

�U�.�V�.�S�e�a�l�e�r
�N�a�i�l�i�t�y�!

�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e

黄ばみ防止し変色を防ぐ！
UVシーラー

�U�U�.�.�V�V�.�.�V�.�. �.�.�V�V�.�V�V �S�e�a�l�e�r�S�e�a�l�e�r
�N�a�i�l�i�t�y�!

�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e�f�o�r�.�	�S�c�u�l�p�t�u�r�e

黄ばみ防止し変色を防ぐ！

３ステップだからできる
サロンの仕上がり

ネイルを綺麗に長持ちさせるためのオプションアイテムと、1本で多様なアート＆ブラシ保管ができるアイテム各種
パッケージサイズ：W27*H90*D27mm　※フック可

商品番号：821866商品番号：821870商品番号：821875商品番号：003847

2021 年 1 月

L26

ステップレスジェル 
L26 ライナーゴールド 7g 
¥1,200

 L20 L00 L00 L10 

ステップレスジェル  
L20 ライナーシルバー 7g 
¥1,200

ステップレスジェル 
L10 ライナーホワイト 7g 
¥1,200

ステップレスジェル 
L00 ライナーブラック 7g 
¥1,200

メタリックジェル M01 シルバー 4g
 ¥1,200

ライナーブラシセーバー 7mL  
¥800

プレフィッター 7mL  
¥800

スカルプフィッター 7mL  
¥800

UV シーラー 7mL  
¥800

�S�t�e�p�l�e�s�s�G�e�l

�N�a�i�l�i�t�y�!

MixCandey
Heart

�S�t�e�p�l�e�s�s�G�e�l�S�t�e�p�l�e�s�s�G�e�l

�N�a�i�i�l�l�i�t�y�!�!

MixCandeyMixCandey
Heart

MixCandey
Heart

MixCandey

３ステップだからできる
サロンの仕上がり

発色
コントロール
ツヤやかな色もち

簡単ジェルネイル
操作性ＧＯＯＤ！

カラージェル

�S�t�e�p�l�e�s�s�G�e�l

�N�a�i�l�i�t�y�!

MixCandey
Heart

ジェルネイルカラー各種 ステップレスジェル各種
UV&LED 両対応ブラシ付きでマニキュアのように塗りやすい
ムラなく艶やかに仕上がるカラージェル 120 色以上展開

UV&LED 両対応アートしやすいテクスチャーで鮮やかに発色
ジャー容器入りのカラージェル 120 色以上展開

パッケージサイズ：W27*H90*D27mm　※フック可

パッケージサイズ：W33*H53*D27mm　※フック可

ジェルブラシ
を使って
アートします。

ブラシ付き
キャップだから
そのまま塗れる！

※カラー見本は 4P・5P を
　ご参照ください。

各 4g/¥800 各 7g/¥1,200

�N�a�i�l�i�t�y�!

571145 0105834571145 0105764571145 0105524571145 0105694

571145 0109964
商品番号：008043

メタリックジェル M02 ゴールド 4g 
¥1,200

ライナーブラシ付き、マーブ
ルやたらしこみなどのアート
ができる。ボトルに戻せばブ
ラシの洗浄＆保管にも！

ジェルネイルやアクリル、マ
ニキュアの前に一塗り。爪表
面のpHバランスを整えネイル
のモチをぐっと良くします。

ジェルネイルやアクリル、マニ
キュアの前に一塗り。自爪と
ジェル・アクリルの密着を高
め、モチをぐっと良くします。

アクリル、ジェル、３ Dアートの
仕上げに！紫外線による黄ばみ
を防ぐ UV トップコート。まめ
に塗り直せばモチとツヤを持

▼ゴールド使用サンプル

▼シルバー使用サンプル

高発色高粘度メタリック

立体
感！

●

アテンションシール 鏡面の輝き♡



パールラメ シアーネオン

ハケ付きボトル入り！簡単に

できるステップレスジェルカラー

筆で塗るジャー容器入りジェルネイルカラー

ハケ付きボトル入りマニキュアタイプのカラージェル：�N�a�i�l�i�t�y�!ステップレスジェル �7�g
ジェルアートに最適なテクスチャーのカラージェル：�N�a�i�l�i�t�y�!ジェルネイルカラー �4�g
※パッケージは前ページ参照

�´�1�,�2�0�0
�´�8�0�0

UV&LED 対応！ソークオフカラージェル 120 色以上。
�U�Vライト �3�6�W・�L�E�Dライト �3�W以上推奨（硬化波長域 �3�6�5�-�4�1�0�n�m）

JANコードの記号→

JAN

コ
ー
ド
の
記
号
←

ブルー
フレーク

560140 7082744

560140 7094794

128

ネオンブルー

560140 7079254

560140 7089844

126

ロイヤルブルー

560140 7083664

560140 7095614

127

クリーミー
アクア

560140 7074754

560140 7085574

129

スパークリング
グレープ

スパークリング
グレープ

560140 7076974

560140 7088234

140

ネオンパープル

560140 7078404

560140 7089604

141

ライラック

560140 7080214

560140 7093494

142

ラベンダー

560140 7081134

560140 7093634

143

パステル
ライラック

560140 7079704

560140 7091034

144

グレイッシュ
ピンク

560140 7075054

560140 7086184

145

グレイッシュ
ラベンダー

560140 7075744

560140 7086324

146

クリーミー
ライラック

560140 7074444

560140 7086014

147

スモーキー
ライラック

560140 7080764

560140 7093564

148

スパークリング
グアバ

スパークリング
グアバ

560140 7075814

560140 7088094

160

ネオンピンク

560140 7078954

560140 7089774

162

ホットピンク

560140 7079564

560140 7092264

163

パリスピンク

560140 7080384

560140 7091104

164

ビビッドピンク

560140 7079324

560140 7091584

165

ラメグロス
ピンク

560140 7081824

560140 7094004

169

ピンク
フレーク

560140 7082124

560140 7094244

172

カメリアピンク

560140 7074204

560140 7084964

170

MIX
キャンディハート

560140 7073454

560140 7085194

182

ピンクアーモンド

560140 7081374

560140 7093704

167

ローズピンク

560140 7082814

560140 7094864

168

チェリーピンク

560140 7077724

560140 7088924

166

アイシングピンク

560140 7072084

560140 7084034

171

チークピンク

560140 7077274

560140 7088854

174

コーラルピンク

560140 7076044

560140 7086494

175

パール
コーラルピンク

560140 7075984

560140 7090044

176

スモーキー
ピンク

560140 7078714

560140 7093254

173

パール
ライトピンク

560140 7079944

560140 7090594

177

パステルピンク

560140 7077654

560140 7090804

178

スキンピンク

560140 7076664

560140 7087624

179

クリーミー
ブロッサム

560140 7073524

560140 7085884

180

シアーピンク

560140 7076114

560140 7086944

181

ラメボルドー

560140 7083044

560140 7095094

190

ボルドー

560140 7080524

560140 7092334

191

パール
ワインレッド

560140 7077034

560140 7090734

192

ディープレッド

560140 7078264

560140 7089084

193

ベルベット
ケーキ

560140 7078644

560140 7092194

194

マットレッド

560140 7077414

560140 7093184

196

パールレッド

560140 7080144

560140 7090664

197

ネモフィラミントブルーローズ

131 132

149

184

ピンクオパール

ライラック

ダリアグレープ

コットン
シャインピンク

183

パールジャスミン

130

571145 0100714

571145 0100644

571145 0100194

571145 0100024

562136 1399634

562136 1399704

571145 0100954

571145 0100884

562136 1399564

562136 1399494

MIX
キャンディハート

560140 7084104560140 7090974 560140 7085644 560140 7088614 560140 7084344 560140 7089154 560140 7094314 560140 7083974

571145 0100404

571145 0100574

2018 年 4 月
4　

NEW

NEW

NEW NEW NEW

NEW

MIXグリッター
フローズン

101

パステルミント

99

クリーミー
クローバー

100

ダーク
マリンブルー

120

ヴィンテージ
ネイビー

121

ネイビー

122

ラメコバルト
ブルー

124

MIXグリッター
ブルー

MIXグリッター
ブルー

125

MIXグリッター
フローズン

商品番号：004349 商品番号：004296 商品番号：004281 商品番号：004326 商品番号：004283 商品番号：004331 商品番号：004383 商品番号：004279
560140 7072154560140 7079184 560140 7074994 560140 7074514 560140 7072394 560140 7078574 560140 7082294 560140 7071924

商品番号：004469 商品番号：004416 商品番号：004401 商品番号：004446 商品番号：004403 商品番号：004451 商品番号：004503 商品番号：004399

商品番号：004338 商品番号：004396 商品番号：004387 商品番号：004295 商品番号：006722 商品番号：006716 商品番号：006713 商品番号：004322

商品番号：004458 商品番号：004516 商品番号：004507 商品番号：004415 商品番号：006723 商品番号：006717 商品番号：006712 商品番号：004442

商品番号：004336 商品番号：004374 商品番号：004376 商品番号：004350 商品番号：004301 商品番号：004303 商品番号：004300 商品番号：004375

商品番号：004456 商品番号：004494 商品番号：004496 商品番号：004470 商品番号：004421 商品番号：004423 商品番号：004420 商品番号：004495

商品番号：006724 商品番号：004320 商品番号：004337 商品番号：004362 商品番号：004351 商品番号：004355 商品番号：004329 商品番号：004377

商品番号：006725 商品番号：004440 商品番号：004457 商品番号：004482 商品番号：004471 商品番号：004475 商品番号：004449 商品番号：004497

商品番号：004388 商品番号：004380 商品番号：004289 商品番号：004280 商品番号：004382 商品番号：004372 商品番号：004328 商品番号：004304

商品番号：004508 商品番号：004500 商品番号：004409 商品番号：004400 商品番号：004502 商品番号：004492 商品番号：004448 商品番号：004424

商品番号：004340 商品番号：004345 商品番号：004348 商品番号：004316 商品番号：004298 商品番号：004309 商品番号：004291 商品番号：006721

商品番号：004460 商品番号：004465 商品番号：004468 商品番号：004436 商品番号：004418 商品番号：004429 商品番号：004411 商品番号：006720

商品番号：006710 商品番号：004390 商品番号：004363 商品番号：004347 商品番号：004330 商品番号：004361 商品番号：004371 商品番号：004346

商品番号：006711 商品番号：004510 商品番号：004483 商品番号：004467 商品番号：004450 商品番号：004481 商品番号：004491 商品番号：004466

2021 年 1 月
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※表示は全て税抜き価格です。

製造・販売元　株式会社ルーティア　　http://rootia.jp　http://naility.jp
〒277-0872 千葉県柏市十余二 248-3　TEL:04-7141-2040　FAX:04-7141-2054

�N�a�i�l�i�t�y�!ネイリティー !ジェルネイルシステム・リニューアルサロンクオリティーを自宅でも。
3ステップだからできるサロンの仕上がりネ

イ
リ
テ
ィ
ー！

なら
　

ネ

イル
がもっと

スキになる♡

2018 年 4 月 6

↑シリアルNo.です

PROジェルブラシ（熊野筆）各種
国産の熊野筆です。Naility! ジェルのために開発した相性抜群のブラシです。
「熊野筆®」ブランドシールは熊野筆であることを証明するシールです。
PROジェルブラシの商品パッケージに「熊野筆®」ブランドシールを貼付してご提供いたします。

�N�a�i�l�i�t�y�! �N�a�i�l�i�t�y�!

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N�a�i�l�i�t�y�! �N�a�i�l�i�t�y�!

571145 0106204 571145 0106374

571145 0106444 571145 0106514 571145 0106684

パッケージサイズ：W50*H200mm　※フック可

商品番号：006773
571145 0106134

PRO ジェルブラシ
オーバル ( 熊野筆 )
¥2,000

ワンカラー、クリア、オールOK。
小爪さん向き！ジェルブラシの基本はコレ。
キューティクルラインにそってのオーバル
がGood。

定番人気のフラワーアートはコレ。
穂先を押し当てるだけで花びらの形。
ライン描けばチェックアートに最適な太さ
のライナーに！

ワンカラー、クリア OK。大爪さん向き。
筆にビルダージェルを含ませてグラデブラ
シにもなる。ストレートラインもコレできま
る。

フレンチラインがきまる！バックワイプもお
手のもの！急なカットで大理石やニュアン
スアートもOK。

通常のライナーでは再現できないかすれ
たラインはフォークならでは！
ツイードやニュアンス、ネイルアート好き
の必須アイテム。

細く、きめ細やかなラインが自由自在。
ムダな力がかからぬよう設計された毛丈！
コントロールしやすい描き心地最上ライ
ナー。

商品番号：006774 商品番号：006775

商品番号：006778商品番号：006777商品番号：006776

2021 年 1 月

パッケージサイズ：
W50*H200mm　
※フック可

ジェルブラシ各種
用途に合わせて毛質や硬さを変えるなど使いやすいを徹底的に追求したNaility! ブラシシリーズ。
握りやすいグリップは程良い太さ・長さで軽量、長時間使っても疲れにくい形と色素沈着による汚れが目立ちにくい茶毛を採用。保管に便利なキャップ付き。

キューティクル付近にフィットし
隅まで塗りやすいオーバルタイプ

コシあるナイロン毛が細いアートも
描きやすいアート用

ベースや仕上げに使いやすい定番
スクエアタイプ

グラデーションやフレンチネイルに
最適なフレンチタイプ

560140 6926584 560140 6926724 560140 6926414 560140 6926654

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i�l�i�t�y�!�	�G

�e�l�B
�r�u�s�h�	�F�r�e�n�c�h�	�#�4

フレンチネイル用
ジェル用ブラシ

   フレンチネイルや
グラデーションにも！

商品番号：001009商品番号：001007商品番号：001010商品番号：001008

560140 6973704
商品番号：910766

560140 6938774
商品番号：002071

560140 6926894
商品番号：001011

※PROジェルブラシはすべて
　Naility!ブラシキャップが
　お使いいただけます。（別売）

PRO ジェルブラシ
フラット ( 熊野筆 )
¥2,000

PRO ジェルブラシ
フレンチ ( 熊野筆 )
¥2,000

PRO ジェルブラシ
フォーク ( 熊野筆 )
¥1,800

PRO ジェルブラシ
ライナー ( 熊野筆 )
¥1,800

PRO ジェルブラシ
アート ( 熊野筆 )
¥2,000

ジェルブラシ
#5オーバル
（コリンスキー毛）
¥900

ジェルブラシ
ライナー
¥800

ジェルブラシ
#4スクエア
¥800

ジェルブラシ
#4フレンチ
¥800

ブラシキャップ
ブラック
¥150

ブラシキャップ
ゴールド
¥150

ブラシキャップ
シルバー
¥150



※表示は全て税抜き価格です。

製造・販売元　株式会社ルーティア　　http://rootia.jp　http://naility.jp
〒277-0872 千葉県柏市十余二 248-3　TEL:04-7141-2040　FAX:04-7141-2054

�N�a�i�l�i�t�y�!ネイリティー !ジェルネイルシステム・リニューアルサロンクオリティーを自宅でも。
3ステップだからできるサロンの仕上がりネ

イ
リ
テ
ィ
ー！

なら
　

ネ

イル
がもっと

スキになる♡

7

�N�a�i�l�i�t�y�!

甘皮処理ネイルケアに！
ステンレスプッシャー

甘皮やルーススキンを
きれいに除去して爪長効果
甘皮やルーススキンを

きれいに除去して爪長効果

ジェルオフや甘皮処理に。
ステンレスプッシャー ¥1,200

560140 7064614
商品番号：003402

�N�a�i�l�i�t�y�!

ジェルネイル前のケアに！
セラミックプッシャー

甘皮を除去しながら
サンディングも同時に
甘皮を除去しながら
サンディングも同時に

プッシャー各種

ルーススキン除去とサンディングが
同時にできる！

560140 6989574
商品番号：100739

セラミックプッシャー ¥600

�N�a�i�l�i�t�y�!

マニキュアもジェルもOK
ドットペン
花柄・ヒョウ柄・水玉
  アートが簡単にできる
花柄・ヒョウ柄・水玉
  アートが簡単にできる

1mmと2mm、
大小のドットが
綺麗に描ける

560140 6948434

ドットペン ¥500

商品番号：002187

ドットペン

商品番号：008570

イージーフォーム 
¥1,100

イージーフォーム

誰でも簡単に厚み出しや長さ出しができ、ジェルでも
アクリルでも使用することが可能です。イージーフォーム
があれば、サロンの技術が簡単に実現できます！

（厚み長さ出し用チップ）

塗って、固めて、はがすだけ！
ジェルもアクリルもOK!

パッケージサイズ：W112*H146*D27mm※フック不可

1ジェル・アクリルを塗って2爪に装着3ライトで固めて4はがして仕上！

スカルプ・マニキュア・ジェルのオフ時や
未硬化ジェルの拭き取りに！

571145 0101014

スポンジネイルワイプ 240P 
¥350

商品番号：006787

スポンジネイルワイプ240P

パッケージサイズ：W150*H230*D30mm
※フック可

ピンセット

日本製 (燕三条) の高品質なピンセットです。

�N�a�i�l�i�t�y�!

571145 0106754

ピンセット
(ストレート)
¥900
商品番号：007409

571145 0106824

ピンセット(イーグル)
¥900
商品番号：007410

パッケージサイズ：W50*H220mm　※フック可

 ネイルファイル各種
用途に合わせて選べるスティックタイプの爪やすり パッケージサイズ：W50*H220mm　※フック可

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

分厚いジェル・アクリル、ごてごてネイルも！ザクザク削れる♪
ザクザク削れる♪�N�a�i�l�i�t�y�! ZAC

専用ファイル

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

二枚爪の防止に！
自爪用ファイル自爪用ファイル

薄いので細部にフィット
コンパクトで使いやすい

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

スポンジが表面カーブにフィット
スポンジファイルスポンジファイル

ジェルオフ後やサンディング
表面の成形にもこれ1本

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

80
G

長さ形を整える爪やすり
オフやサンディングに！

細かい粗い粗い

ネイルファイル
80G＞100G＞180G＞240G
オフ  長さ調整   仕上げ

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

10
0G

長さ形を整える爪やすり
オフやサンディングに！

細かい粗い粗い

ネイルファイル
80G＞100G＞180G＞240G
オフ  長さ調整   仕上げ

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

10
0/
18
0G

長さ形を整える爪やすり
オフやサンディングに！

細かい粗い粗い

ネイルファイル
80G＞100G＞180G＞240G
オフ  長さ調整   仕上げ

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

18
0G

長さ形を整える爪やすり
オフやサンディングに！

細かい粗い粗い

ネイルファイル
80G＞100G＞180G＞240G
オフ  長さ調整   仕上げ

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i
�l�i�t
�y�!

24
0G

長さ形を整える爪やすり
オフやサンディングに！

細かい粗い粗い

ネイルファイル
80G＞100G＞180G＞240G
オフ  長さ調整   仕上げ

エメリーボード2枚
¥200

560140 6989404

自爪の長さ形を整える
自爪専用の爪やすり

商品番号：100738

スポンジファイル
100/180G 
¥600

560140 6904254

スポンジ面がカーブにフィット
サンディングやオフ後に！

商品番号：040029

シャイナー
 ¥300

560140 6904494

2 面を使ってピカピカに
仕上げる爪磨き

商品番号：040030

ZAC ファイル
 60G 
¥200

560140 6953214

スカルプオフやゴテゴテ
ネイルに！ザクザク削れる

商品番号：002447

▼自爪整形やスカルプオフに便利なスティックファイル、G（グリッド）数は
　数字が小さくなるほど目が荒くなります。

 
ファイル 80G
¥200

560140 6900054
商品番号：040024

長さ形を整える爪やすり
オフやさんデゥングに！

ファイル 100G
¥200

560140 6902274
商品番号：040025

長さ形を整える爪やすり
オフやさんデゥングに！

ファイル 100/180G
¥200

560140 6903264
商品番号：040026

長さ形を整える爪やすり
オフやさんデゥングに！

ファイル 180G
¥200

560140 6903574
商品番号：040027

長さ形を整える爪やすり
オフやさんデゥングに！

ファイル 240G
¥200

560140 6904184
商品番号：040028

長さ形を整える爪やすり
オフやさんデゥングに！

2018 年 4 月2021 年 1月



※表示は全て税抜き価格です。

�N�a�i�l�i�t�y�!ネイリティー !ネイルシステム・リニューアルサロンクオリティーを自宅でも。
3ステップだからできるサロンの仕上がり

アクリルスカルプチュア用品各種

アクリルカラーパウダー　各 3g /￥480

ネ
イ
リ
テ
ィ
ー！

なら
　

ネ
イル
がもっと

スキになる♡

�N�a�i�l�i�t�y�!

�N
�a�i�l�i�t�y�!�	 �K

�o�l�i�n�s�k�y�S�c�u�l�p�t�u�r�e�B
�r�u�s�h�	�O

�v�a�l�	�#�1�0

�A�c�r�y�l�i�c�	�P�o�w�d�e�r
�f�o�r�.�A�r�t�,�S�c�u�l�p�t�u�r�e

スーパークリア

リフィル

�N�a�i�l�i�t�y�!

本体サイズ：W215*H120*D60mm
＜セット内容＞ファイル 100/180G、スポンジファイル
100/180G、スカルプチュアブラシ、スカルプフィッター、
アクリルモノマー 50mL、シャイナー、アクリルパウダー
/スーパークリア15g、UVシーラー、ソークオフリムーバー
50mL、グラスダッペンディッシュ、ウィングネイルフォー
ム20 枚、ハーフティップ /クリア20 枚、ネイルグルー

アクリルセット
¥4,600

 
¥1,200
サイズ：π35*H75mm

 
¥2,350
サイズ：π45*H120mm

サイズ：π30*H20mm

562136 1345864

長さ出し自在、約 4分で自然硬化しソークオフ
リムーバーで落とすスカルプのセット

アクリルパウダー
スーパークリア15g

アクリルパウダー
スーパークリア90g

アクリルパウダー
ナチュラル 15g

アクリルパウダー
ナチュラル 90g

アクリルパウダー
ホワイト15g

アクリルパウダー
ホワイト90g

アクリルパウダー
フレンチピンク15g

アクリルパウダー
フレンチピンク90g

562136 1346854

562136 1346784562136 1345934

562136 1346094 562136 1346234

562136 1346164

562136 1346614

562136 1346544 562136 1346304

562136 1346474

    リキッドをたっぷり含む
　コリンスキー 毛の
　アクリル専用ブラシ

スターター
セット

アクリルモノマー 50ml

スカルプのベースやフレンチなどに使う Naility!アクリルパウダー
15g¥1,200・パッケージサイズ：W51*H72*D38mm※フック可
90g ¥3,200・サイズ：π45*H120mm

アクリルモノマー 120ml

82018 年 4 月

商品番号：821949

商品番号：821959

商品番号：821958

商品番号：821955

商品番号：821954

商品番号：821957

商品番号：821956

商品番号：821953

商品番号：821952

商品番号：821951

商品番号：821950

560140 6937474

パッケージサイズ：W50*H200mm
※フック可
スカルプチュアブラシ 
オーバル #10 ( コリンスキー毛 )  
¥2,000

商品番号：001988

4562136133862
オーロラホワイト

商品番号：821877

4562136133879
カリビアンブルー

商品番号：821878

4562136133893
クリアオレンジ

商品番号：821880

4562136133909
クリアグリーン

商品番号：821881

4562136133916
クリアパープル

商品番号：821882

4562136133923
クリアピンク

商品番号：821883

4562136134579
ルミネラメピンク

商品番号：821948
4562136134425
ミルキーピンク

商品番号：821933

4562136133930
クリアブルー

商品番号：821884

4562136133947
クリアラメオレンジ

商品番号：821885

4562136133954
クリアラメグリーン

商品番号：821886

4562136133961
クリアラメピンク

商品番号：821887
4562136133978
クリアローズ

商品番号：821888

4562136133985
ゴールド

商品番号：821889
4562136134357
サンドベージュ

商品番号：821926

4562136134562
ルミネグリーン

商品番号：821947

4562136134432
ミルキーブルー

商品番号：821934

4562136133992
サーモンピンク

商品番号：821890

4562136134005
ターコイズ

商品番号：821891

4562136134012
ナチュラル

商品番号：821892

4562136134029
パステルイエロー

商品番号：821893
4562136134036
パステルオレンジ

商品番号：821894

4562136134043
パステルパープル

商品番号：821895

4562136134050
パステルピンク

商品番号：821896

4562136134449
モスグリーン

商品番号：821935

4562136134067
パステルブルー

商品番号：821897

4562136134081
パールグリーン

商品番号：821899

4562136134098
パールゴールド

商品番号：821900

4562136134104
パールシルバー

商品番号：821901

4562136134111
パールパープル

商品番号：821902

4562136134128
パールピンク

商品番号：821903

4562136134548
ラメレッド

商品番号：821945

4562136134203
フローズンイエロー

商品番号：821911

4562136134227
フローズンパープル

商品番号：821913
4562136134234
フローズンピンク

商品番号：821914

4562136134241
フローズンブルー

商品番号：821915

4562136134258
フローズンホワイト

商品番号：821916

4562136134265
フローズンレッド

商品番号：821917

4562136134524
ラメピンク

商品番号：821943

4562136134289
マットオレンジ

商品番号：821919

4562136134296
マットグリーン

商品番号：821920

4562136134302
マットパープル

商品番号：821921

4562136134319
マットピンク

商品番号：821922

4562136134326
マットブラウン

商品番号：821923

4562136134333
マットブラック

商品番号：821924

4562136134517
ラメパープル

商品番号：821942

4562136134487
ラメオレンジ

商品番号：821939

4562136134340
マットブルー

商品番号：821925

4562136134364
マットホワイト

商品番号：821927

4562136134371
マットレッド

商品番号：821928

4562136133886
クリアイエロー

商品番号：821879
4562136134555
ルミネイエロー

商品番号：821946
4562136134074
パールイエロー

商品番号：821898

4562136134456
ライトラメグリーン

商品番号：821936
4562136134210
フローズングリーン

商品番号：821912

4562136134470
ラメイエロー

商品番号：821938
4562136134272
マットイエロー

商品番号：821918
4562136134388
ミルキーイエロー

商品番号：821929

4562136134395
ミルキーオレンジ

商品番号：821930

4562136134401
ミルキーグリーン

商品番号：821931

4562136134418
ミルキーパープル

商品番号：821932

4562136134500
ラメゴールド

商品番号：821941

4562136134494
ラメグリーン

商品番号：821940

4562136134142
パールブルー

商品番号：821905

4562136134159
パールホワイト

商品番号：821906

4562136134166
パールレッド

商品番号：821907
4562136134173
プラムパープル

商品番号：821908

4562136134180
フレンチピンク

商品番号：821909
4562136134197
フロスティーピンク

商品番号：821910
4562136134463
ライトラメピンク

商品番号：821937

4562136134135
パールブラック

商品番号：821904商品番号：821904

4562136134531
ラメブルー

商品番号：821944商品番号：821944

2021 年 1 月


