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Basic Goods
For Nailcare&Arts



Liquid Pump リキッドポンプ

Polish Rack ポリッシュラック ※全て日本製アクリル板（厚さ3㎜）を使用

ガラスのダッペンディッシュ フローストダッペンディッシュ セラミックパウダーディッシュ
色／ホワイト、ピンク
ダッペンディッシュとしても使用可能

ロッキングディスペンサー
LP-003
色／白　
ロック付　アセトン可　210㎖

ミニポンプ
色／ピンク、白
ロックなし
75㎖

スタンダードリキッドポンプ
容量／ 120㎖、180㎖
ポリウレタン製容器
ポンプ部はステンレス製
※アセトン用には不向き

PR-035
スタンド35
essie 35本、OPI 30本収納
幅223×高さ206×奥行194㎜

PR-070
スタンド70
essie 70本、OPI 60本収納
幅433 ×高さ194×奥行206㎜

ポリッシュラック壁掛4段：
essie 44本、OPI 32本収納
幅326×高さ403×奥行47㎜

ポリッシュラック壁掛5段：
essie 70本、OPI 60本収納
幅426×高さ503×奥行47㎜

ポリッシュラック壁掛6段：
essie 108本、OPI 90本収納
幅538×高さ610×奥行47㎜

リムーバーディスペンサーリキッドポンプ ロック付
LP-005
ポリウレタン製　240㎖
トップはツイストロック式
※アセトン使用は不可

容量／ 120㎖　180㎖の2サイズ
色／ホワイト、ゼブラ
陶磁器製
※アセトン容器として最適

コルク付セラミック
ダッペンディッシュ

色／ホワイト、ブラック
DD-002
クモリガラスのダッペンディッシュ
ステンレス製フタ付

DD-001
・ダッペンディッシュ
・フタ
・ダッペンディッシュ＋フタ
ステンレス製フタ付

ポリッシュラック スタンド35 ／ 70 ポリッシュラック壁掛　4段/5段/6段

Dappen Dish ダッペンディッシュ

LP-001W
LP-0044

LP-0064Z
120㎖

LP-0066Z
180㎖

LP-0064W
120㎖

LP-0066W
180㎖

LP-0046
LP-001P

DD-003W DD-003P DD-004W DD-004B

PR-004
（4段）

PR-005
（5段）

PR-006
（6段）



Display Case ディスプレーケース

Files & Buffers ファイル＆バッファ

Manicure Bowls マニキュアボウル

シルク

3WAYバッファ
FB-006

エメリーボード
FB-007Z ゼブラ
FB-007B ブラック
♯80　ストレート
　　　　  先細

ウォッシャブルトラッドファイル
FB-001
色 ／ ゼ ブ ラ、ブ ラ ッ ク、ホ ワ イ ト
80/80、100/100、100/180、
150/150、180/180

ソフトファイル
FB-005
ブルー    240×240
ピンク    240×240
オレンジ 180×180
グリーン 100×180
グレー    220×280
表面をなめらかに仕上げ

マジックバッファー
FB-003D ダイヤモンド
FB-003S スクエア
アクリルや自爪に使える2
ウェーファイル
数回でピカピカに。検定試
験でも使用可能

ホワイトブロック
FB-004
ファイル傷を取り除
くのに使用

ダイアモンドファイルゼブラ
FB-002
80/80、100/100、
150/150、180/180
スカルプチャーの厚さや形状
の調整に最適

Nail Form ネイルフォーム Silk シルク

Practice Items プラクティスティアイテム

ディスプレーケース
DC-L 310×410㎜
DC-M  210×310㎜
DC-S 150×210㎜
DC-SS 130×150㎜

フレームカラーは
ブラック、シルバー、ゴールドの
３色

ネイルフォーム ネイルフォームディスペンサー
SL-001
長さ105×巾40㎜
爪の補修や補強に使う100％純正シ
ルク

SL-002
長さ90×巾28㎜
ファイバーグラス製もあり

片手で引っぱるだけでフォームが一枚
ずつ取り外し可能
NF-002C　使用可能フォーム幅46㎜
NF-003W　使用可能フォーム幅61㎜

NF-001
1ロールに500枚の長方形
ネイルフォーム

PF-001
チップ差込式

プラクティスフィンガー フィンガーレスト

色／ホワイト、ピンク
カラーリングが楽に

マニキュアボール
色／ホワイト、クリアー
ホワイトはアセトン対応

ディープ
マニキュアボール
MB-001
色／ホワイト
アセトン対応

NF-002C

内幅50㎜

NF-003W

内幅65㎜

FB-003D

FB-003S

PF-002W PF-002P

MB-002W MB-002C



Tools ツール

プラスチックケース
TT-006
外寸/145×84×20㎜　
チップの収納に使用
仕切数は11

TT-001W ホワイト
TT-001C クリア
色／白、クリア　Φ123㎜
2枚入

TT-002
幅123㎜×天地113㎜
2枚入

TT-003
1枚入

カラーチャート カラーチャートスティックタイプ

プラスチックプッシャー
TT-013
ポリプロピレン製
直径5㎜、長さ168㎜

メタルプッシャー
TT-014
使いやすいプロ仕様

巻き爪用リフター

メタルスパチュラゾンデ プラスチックスポイト

TT-016
ジェルを取り出すのは
勿 論、ジ ェ ル と グ リ ッ
ターを混ぜるのにも使
用可能

ラウンドケース
TT-007
外寸/40φ×100㎜（5段）
       40φ×  60㎜（3段）
積み重ね可能な収納ケース
5段と3段あり

ラインストンホイール
外寸/小71㎜、 大98㎜
12分割のラインストンケー
ス

ストンプッシャー
TT-012
キューティクル処理用
ストーンスティック。水
に濡らしてキューティ
クルの取り除きに使用

ウッドスティック
（太め）直径4㎜、長さ180㎜
（細め）直径3㎜、長さ150㎜ 
TT-0181（太 100本入）
TT-0186（太 6本入）
TT-0191（細 100本入）
TT-0196（細 6本入）

キューティクルシザー
（ストレート＆カーブ）

全長93㎜
刃先が鋭いので細かい作業に最適

ストークシザーゴールド
TT-021
全長95㎜
刃先が鋭いので細かい作業に最適

TT-022
チップカッター

斜め空ボトル
TT-009
オイルを入れるのに最適
15㎖

TT-010 （5㎖） 丸底
TT-011（11㎖）楕円底

TT-004
スティックタイプのカラーチャート50本
色／クリア　長さ125㎜

TT-005

空ボトル

ミニダストブラシ

5ml 11ml

カーブ TT-020C

ストレート TT-020S

TT-008S

TT-008L

TT-0151

TT-0153

TT-017
1㎖タイプ

TT-0152



キューティクルニッパー

TT-023
全長113㎜　刃先4㎜
使いやすいステンレス製

TT-024
全長140㎜　刃先16㎜

TT-025
全長115㎜　刃先18㎜

TT-026
全長143㎜　刃先22㎜

ドイツ、ゾリンゲン製
コーンカッター用
替え刃：10枚入
ステンレス製

爪切りニッパー
ペディコーンカッター

Sterilazation & Others ステリライザー

エレクトリック
ヒートミトン／ヒートブーティ

パラフィンワックスライナー
（ポリパック）

フレキシブルレバンテージ

トゥーセパレーター
SC-003
色／ピンク、オレンジ、ブ
ルー、グリーン、ホワイト

SC-004
色／ホワイト、ピンク、グリーン、イエ
ロー、ブルー
フォーム素材のスリッパ

ネイルブラシ

ペディスリッパ

SC-002
ミトンもしくはブーティを使用
するさいに使用

40ワット、2段階温度設定が可能
手を温めローション、ワックスの
浸透を促す

ステリライザージャー
MS-001
高さ80㎜、容量170㏄
器具類を殺菌するための容器

ミニサニターザーMS501
（小型殺菌灯消毒器）
MS-501
巾130×奥行165×高さ280㎜
4W殺菌灯1灯付 トレイがスライ
ドして開閉

ソニックタッチネイルリムーバー
MS-502
巾220×奥行165×高さ7㎜
超音波がアセトンを温め、振動波
が安全に、マニュキュア、付爪、ア
クリルチップの剥離を促す

ネイルドライヤー
MS-503
巾29.5×奥行235×高さ170㎜
手・足を入れると自動的にセンサーが感
知し、均等に風を送り、塗り終えたマ
ニュキュアやペディキュアの乾燥を開
始 冷風か温風か選択可能
消費電力400W　

Skin Care スキンケア

SC-001M

SC-001B

SC-005
SC-006

TT－027

TT－027S



ラインストーンセット

ストラッピングテープ

ホログラム乱切４色セット

AB-003
イエロー、ブルー、ホワイト、ピンク
アットランダムにカットされたホログ
ラム。さまざまなサイズが混在してい
るので使いかたいろいろ

ゴールド、シルバー
2.5m

人気の12色（ルビー、クリスタル、モンタナ、ライト
ローズ、ぺリドット、トパーズ、アメジスト、ライト
トパーズ、エメラルド、サファイア、ローズ、ライト
アメジスト）を100粒ずつのパック

アクリックガッシュ6色
ホワイト、ピンク、スカーレット、レモ
ンイェロー、パーマネントグリーン、
ブルーの6本セット

ネイルアート用ブラシ
シルバー軸5本セット

ショートブラシ

AB-010
左からアングルブラシ、スポッ
ター、ロングライナー、フラット、
ファンのセット

高級ピンク軸4本セット
AB-011
軽さと使いやすさを追求したネ
イルアート用ブラシセット

ジェルブラシ
AB-012
白ナイロン製、ジェル専用ブラシ

AB-014
全長110㎜のアートブラシ

スカルプ用ブラシ
AB-013
最高級コリンスキー 100％使用のデ
ザインスカルプブラシ　滑りにくい
白木地軸で毛先のまとまりとリキッ
ドの含みを重視

アクリックガッシュ12色
ホワイト、カーマイン、スカーレット、パーマネントイェ
ロー、レモンイェロー、パーマネントグリーン、ビリジャ
ン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ローヤルパープ
ル、バントシェンナ、ブラックの12色

アクリックス12色
透明水彩絵具ホワイト、カーマイン、オレンジ、レ
モンイェロー、ライトグリーン、シャィニンググ
リーン、シャィニングブルー、ウルトラマリーン、
バイオレット、イェローオーカー、バントシェン
ナ、ブラックの12色

ネイルチップスクエア
ランナー付
色/クリア、ナチュラル

※アクリックガッシュの色は全82色あります。詳細はお問い合わせください。

エアブラシAB-200 エアブラシAB-100
（カップ付）
カップ容量　2cc
ダブルアクション機能
ノズルサイズ0.2㎜

ダブルアクション機能
ノズルサイズ0.2㎜

Flat Art Items フラットアートアイテム

ラウンド
セット

ティアドロップス
セット

ラメホロ4色セット

AB-004
ゴールド、パープル、シルバー、オーロラ
直径約１ミリの薄型ラウンドラメ。光
の角度により見える色が変化し、ゴー
ジャス感アップ。カラージェルの選び
方でキュートな仕上がりも

グリッター6色セット
AB-005
ゴールド、シルバー、ブルー、オレンジ、
ピンク、オーロラ
さまざまなカラージェルとの相性抜群
なグリッター

AB-006
ピンクにこだわった6色セット

グリッターピンク6色セット

AB-200

AB-100

AB-001

AB-002

AB-007 AB-008

AB-009

AB-015C
クリア

AB-016S
シルバー

AB-016G
ゴールド

AB-015N
ナチュラル



Stool スツール

Arm Rest アームレスト

 フラットスクエアトレイ
TS-06
材　質 : スチール製
           （シルバーメッキ仕上げ）
底面5㎜厚ガラス
サイズ： 285×205×31㎜

ラウンドスタンド L
SR-19B
材　質 : スチール製
           （シルバーメッキ仕上げ）
底面2㎜厚ガラス
サイズ：Φ78×105㎜

スクエアスタンド
SS-02
材　質 : スチール製
           （シルバーメッキ仕上げ）
底面2㎜厚ガラス
サイズ：71×71×106㎜

ラウンドスタンド M
SR-20B
材　質 : スチール製
           （シルバーメッキ仕上げ）
底面2㎜厚ガラス
サイズ：Φ68×96㎜

ラウンドスタンド S
SR-21B
材　質 : スチール製
           （シルバーメッキ仕上げ）
底面2㎜厚ガラス
サイズ：Φ55×84㎜

ラウンドスタンド ミニ
SR-22B
材　質 : スチール製
           （シルバーメッキ仕上げ）
底面2㎜厚ガラス
サイズ：Φ40×66㎜

ステリライザージャー
SR-48
材　質 : スチール製
        （シルバーメッキ仕上げ）
サイズ：Φ55×84㎜

ペディスツール 
KS-04W ／ KS-04B
材　質 ： 張地 合成皮革,脚部 スチール
サイズ ： Φ370㎜XH265㎜
　色　 ： ホワイト,ブラック

アームレスト
KAR-409W ／ KAR-409B
材　質 ： 超防汚レザー
サイズ ： W400㎜XD110㎜XH90㎜
　色　 ： ホワイト,ブラック

アームレスト KAR-476
KAR-476W ／ KAR-476B
材　質 ： 超防汚レザー
サイズ ： W465㎜XD110㎜XH60㎜
　色　 ： ホワイト,ブラック

アームレスト KAR-609
KAR-609W ／ KAR-609B
材　質 ： 超防汚レザー
サイズ ： W600㎜XD110㎜XH90㎜
　色　 ： ホワイト,ブラック

Silver Salonwear シルバーサロンウェア

KS-04B

KS-04W

KAR-409B KAR-476B

KAR-476W
KAR-409W

KAR-609B

KAR-609W



B D L
〒177-0031 東 京 都 練 馬 区 三 原 台 1 - 4 0 - 3

株式会社

TEL : 03-3922-9539　FAX : 03-3922-9366


