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Pamphlet

キャンディプラスには、ネイルビジネスのあらゆる、可能性を活かすツールが整っています。

Candy Plus has everything in the nail business, 
We have tools to take advantage of the possibilities.
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■サロン経営・多数店舗オーナー様へ
•売上向上

•サロンメニューのご提案

•ジェルアートのご提供

•スタッフの育成・技術力管理

•販売代理店運営

■オーナーネイリスト様へ
•ネイルケア／マシーンケア

•フォムル形成

•イクステンション

•ジェルアート

•ジェルアイテムの豊富さ

•エデュケーター資格取得

■ネイルビジネスの拡大をお考えの
オーナー様へ

•各種セミナー開催

•スクールカリキュラムの活用方法

•提携校の運営

サロン運営

サロン導入
スクール運営

System

Candy Plus has everything in the nail business, 
We have tools to take advantage of the possibilities.

経営・運営状況のニーズに合わせて、ご提案させていただきます。
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※別途、含まれておりません。
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CANDY+ LED ハンディライト ５W
ハイブリッド LED&UV ライト

充電式 コードレス タッチボタン

【用途】

ジェルネイルを硬化させる為に使用します。

ご注意：取扱説明書を必ずお読みください。

<span style="color:#FF0000"><strong>&#9654;ライト点灯時は、

絶対に直接見ないでください。</strong></span>

【サイズ：165× 55× 45mm  】

手のひらサイズ

【波長：365nm+405nm】

【電力：５W】

LED/UV Mixライト搭載

【各部・タイマー】

タッチボタンで始動します。ポンと押してください。

汚れないようにしてください。汚れた場合は、うすめた洗剤など

で軽く拭き取ってください。リムーバーなどの

30秒/60秒 長押しで変更

電池残量表示灯

充電表示灯

電源ON OFF スイッチ ：側面下部にあります。

充電差込口：下部にあります。

【セット内容】

本体

USBケーブル１本

取扱説明書

Gel brush
F1 FRENCH ANGULAR  /  F2  PONPON  /  F3  LINER L  / F4 LINER / F5 ART OVAL / F6 MULTI ART / F7 SQUARE / F8 CLASSIC OVAL / F9 OVAL

CANDY⁺Magic Liquid  マジックリキッド

CANDY⁺ のカラージェルとミックスして、エアーブラシでジェ
ルグラデーションをするためのリキッドです。

【用途】

ベースジェルを塗布後、ミックスしたジェルリキッドをエアー

ブラシで吹きかけます。ジェルライトで照射し、硬化させ

ます。その後、トップジェルで仕上げます。

【サイズ 】

100ml /  60ml

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

CANDY⁺ Air  キャンディプラスエアー / Air Kit

おしゃれなデザイン！超小型！

パワフルでシンプル構造・卓上エアーコンプレッサー

”ハンドピース”もセットになっています。

（※マジックリキッド別売り）

【用途】

ジェルリキッドをエアーで吹きかけます。低音・振動が少

なく、設置、操作も簡単にご使用いただけます。

【ハンドピース】

シングルアクション、ノズル0.4mm、カップ7cc

ジェル／絵具にご使用いただけます。

【セット内容】

本体／ハンドピース／ホース／スタンド／アダプター

取扱説明書

Clear Gel              ※No / 商品名 / サイズｇ / min  /   特徴
C-1フィルインボンド /4g / LED60～90秒 /マシーンをかけても白浮きしない。境目も目立たなくフィルイン、バックフィルに最適です。
C-2パワーベースボンド/ 4g / LED60秒・UV120秒 /フォルム形成に最適な、粘度があり自在に微調整しながら、塗布することで、理想的なフォルム形成を作ることが出来ます。
C-3 イクステンションジェル/4g / LED60秒・UV120秒 /硬化熱軽減処理をした、爪に優しいイクステンションジェルです。ピンチがしっかり入るので、理想的なスリムな爪を作る事が出来ます！
C-4ラグジュアリートップジェル(ノンワイプ)/ 4g / LED60～90秒・UV120～240秒/アレルギー軽減対策、強い光沢、レベリングが抜群でのトップジェルです。

艶が長持ちで、お客様の指先を美しいまま、キープ出来ます。
C-5ダイヤモンドトップ(ノンワイプ)/ 12ml/ LED60～120秒/拭き取り不要！光沢が強く、キズがつきにくい、コート力に優れています。ボトルタイプなので様々なシチュエーションで使えます。
C-6マットコート(ノンワイプ)/12ml/LED60～120秒/`拭き取り不要`ノンワイプのマットコートです。マット感が強く！長時間持続します。コート力もとても強いです。
C-7パーツオンジェル(チューブタイプ)/12mi/ LED60～120秒/”拭き取り不要”タイプのジェルです！粘度が高く、パーツやビジューなども自由自在に置く事が出来ます。
C-8カラーコントロールジェル(チューブタイプ)/12g/LED30～60秒/お好きな色を濃淡にコントロール。グラデーションカラーを簡単に作る事が出来ます。
C-9ラグジュアリートップジェル(ノンワイプ)/50g /LED60～90秒・UV120～240秒/コストパフォーマンスの良い、大容量サイズ！艶が長持ちで指先を美しいままにキープ出来、拭き取り不要なので、サ
ロンワークの時短にもなります。※パワーベースボンド、イクステンションジェル各50gがあります。

Other
D-1ウルトラボンド/10ml/塗布後1～2分経ってからジェルを塗って下さい/ジェルの密着を高めるプライマーです。リフトしやすい方にご使用ください。
D-2プレプライマー/15ml/適量を爪に塗布してください。爪表面の油分・水分を除去し、ポリッシュやジェル等を塗布する前にご使用下さい。

CANDY⁺ Air
H-1キャンディプラスエアーキット/おしゃれなデザイン！超小型！パワフルでシンプル構造・卓上エアーコンプレッサー。”ハンドピース”もセットになっています。

ジェルリキッドをエアーで吹きかけます。低音・振動が少なく、設置、操作も簡単にご使用いただけます。
H-2マジックリキッド/60ml/ベースジェルを塗布後、ミックスしたジェルリキッドをエアーブラシで吹きかけます。
H-3マジックリキッド/100ml/ベースジェルを塗布後、ミックスしたジェルリキッドをエアーブラシで吹きかけます。

Collar Gel コンテナタイプ、ボトルタイプ２種類
コンテナタイプ/ 4g/ LED10~60秒/一度塗りで発色がよく、適度なテクスチャのカラージェルです。

カラーNo.P409～414・G415～425
ボトルタイプ/ 12ml / LED10~60秒/マグネット・フラッシュ効果のあるジェル。一度塗りで発色がよく、適度なテクスチャのカラージェルです。

CANDY⁺魔女のビット

次世代のネイルケア

時短マシンワーク「魔女ビットケアシステム」

ニッパーいらず！奥まで除去！

爪の優しい最新のビットで完全除去

指先を3部構成で施術を行う、新しいネイルケア

【用途】

ネイルケア

マシーンビットを用いて、ネイルケアをする際に使用します。

原則、セミナー受講が必要となります。正しい使い方を習

得していただきます。

【種類 】

７種類

ペアシェイププッシャーM／シャープクリーン／ダイヤボーラーS

サイドネイルクリーン／サイドスキンクリーン

ダイヤボーラーL／ダイヤサンディング

ラグジュアリートップジェル

ノンワイプ（拭き取り不要）

トップジェルとして使用します。

輝き長持ち、ふわっとしていて、レべリングが早く、とても使

いやすいトップジェルです。

アレルギー軽減対応

ジェルブラシで、自在に微調整しながら塗布する事で、理

想的な仕上がりになります。

強い光沢、レベリングが抜群のトップジェルです。艶が長持

ちで、お客様の指先を美しいまま、キープ出来ます。また、

拭き取り不要なので、サロンワークの時短になります。”拭き

取りの溶剤不要”の為、お客様、ネイリストの指先の荒れ

を防ぐことが出来ます。（重ね塗りの際は、汚れ、油分を

拭き取ってからご使用下さい。）

【容量】 ４ｇ 大容量の50ｇもあります

【照射時間】

LED60～120秒 UV120～240

other



http://candygel-Japan.com
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