




“これからの未来もネイルを愛する全ての人たちの毎日が
指先からキラキラと輝いていけますように”

そんな想いを込めて、フルーリアジェルは「Dna（ディーナ）」として生まれ変わります。
「Dna（ディーナ）」はフルーリアのDNAを継承し、Diamondのような輝きで、
ネイル業界の未来を照らし続け、みなさまのパートナーとして寄り添ってまいります。



Dnaジェル 商品ラインナップ



“FleurirGel”から“DnaGel”へのリニューアルポイント
【POINT①】

ベース／トップジェルラインナップの充実化
【POINT②】

カラージェルの少量／多種ラインナップへの切り替え。
クリア系ジェルの容量

【POINT③】
パッケージリニューアル！デザイン＋機能性のある容器へ



Super Fit Base
スーパーフィットベース

Fill Base
フィルベース

Diamond Top
ダイヤモンド トップ

Builder Top
ビルダー トップ

Non wipe Bijou Top
ノンワイプビジュートップ

Mixing
ミキシング

Non Wipe Gross Top
ノンワイプグロストップ
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ノンワイプビジュートップ

Mixing
ミキシング

Non Wipe Gross Top
ノンワイプグロストップ



【特徴】
サンディング不要のベースジェルです。爪の微細な凹凸にジェルがしっか
り入り込み、極限まで重合収縮を抑えているため、塗布したままの機械的
接着が維持できます。特殊モノマーの効果により、爪とジェルの接着を長
期間維持することが可能です。適度なセルフレベリングで、フォルム形成
まで行える、初心者からベテランまで使い馴染みのよい操作性です。硬化
後も、最適な柔軟性と耐久性を持ち合わせ、爪に優しいノンサンディング
ベースです。
爪が薄い方や、フットの施術にも最適です。オフ剤の浸透も良く、素早い
オフが可能です。

硬化時間：LED30秒／UV 60秒

4g 一般希望小売価格：1,880円［15-00］
25g 一般希望小売価格：9,380円［75-00］

Super Fit Base スーパーフィットベース



Super Fit Base スーパーフィットベース
【使用方法】

①プレパレーション後、ディーナジェルクレ
ンザーで爪表面の水分・油分をしっかり除去
します。
※爪表面が極端に滑らかな場合は、サンディ
ングを行ってください。

②爪の大きさに合わせてベースジェルをブラ
シに取ります。ジェルは容器の筆切りでブラ
シの片側に付着したジェルをしっかりとしご
き、ブラシの片面だけにジェルを乗せます。

③ベースジェルを爪表面に刷り込むように塗
布していきます。この時、極端に薄くならな
いように、適度な厚みで塗布することを推奨
しています。

④キューティクルエリアからハイポイントに
つなげるように塗布していきます。

⑤両サイド、エッジ部分までしっかりと塗り
込みます。

⑥ライトでジェルを完全硬化させます。
LED30秒／UV60秒

⑦ハイポイント／フォルムを形成する場合はスーパーフィットベース硬化後、ビルダージェ
ルで形成します。
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Super Fit Base
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Fill Base
フィルベース
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Fil Base フィルベース

【特徴】
フィルイン施術の際に発生するマシン等の振動に影響されない強度はも
ちろん、あらゆる生活スタイルの方の爪でも優れた密着性と耐久性を発
揮するフィルイン専用のベースジェルです。抜群の操作性を誇るテクス
チュアは、 1度でフォルム形成ができ、厚みを出すことも可能です。塗
布直後でも筆ムラが少なく、均一な塗布が可能。キューティクルライ
ン・サイドストレートなど、しなやかに広がるテクスチュアだからこそ
できる思い通りの塗布が行えます。

硬化時間：LED30秒／UV 60秒

4g 一般希望小売価格：1,880円［15-00］
25g 一般希望小売価格：9,380円［75-00］



Fil Base フィルベース
【使用方法】～自爪への施術～

爪の大きさに合わせてフィルベースをブラシ
に取ります。

キューティクルエリアからハイポイントにつ
なげるように塗布していきます。

両サイド、エッジ部分までしっかりと塗り込
みます。

ライトでジェルを完全硬化させます。
LED30秒／UV60秒

プレパレーション～サンディング後、ディー
ナジェルクレンザーで爪表面の水分・油分を
しっかり除去します。

爪表面が極端に滑らかにならないようにサ
ンディングします。

ハイポイントを作る場合は、ワイドオーバル
／ワイドフラットブラシの併用が操作しやす
いです。



Fil Base フィルベース

【使用方法】～フィルイン施術～

タングステンカーバイトビット F（ファイ
ン）で自爪とジェルの段差を繋げます。自爪
を傷つけないようにしましょう。

ウォッシャブルファイル180Gまたは240G
でフリーエッジの形を整えます。

甘皮周りのルースキューティクルを除去して
いきます。自爪表面のツヤを取る程度にダイ
ヤモンドビットを当てていきます。

クレンザーで爪表面の水分・油分をしっかり
除去します。拭き取りの際は皮膚にクレン
ザーが付着しないようにします。

フィルベースを塗布していきます。ジェルの
レベリングで爪表面の凸凹を覆っていくよう
に塗布します。一度でフォルム形成まで可能
です。

トップジェルとカラージェルの層までタング
ステンカーバイトビットで削ります。ジェル
の厚みによって、XC／C ／Mを使い分けま
す。

カラージェル、ビルダートップ／ダイヤモン
ドトップを塗布して仕上げます。
ノンワイプグロストップの仕上げもオススメ
です。

ライトでジェルを完全硬化させます。
LED30秒／UV60秒
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Fill Base
フィルベース

Diamond Top
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Mixing
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Diamond Top ダイヤモンドトップ

【特徴】
ハードタイプのトップジェルです。ダイヤモンドのような透明感とツヤ、
強度の持続性に優れています。フォルム形成がしやすく、長さ出しや、
爪に強度を持たせる施術をする際には最適です。アセトンやリムーバー
のオフが不可のため、オフの際はマシン・ファイル等をご使用ください。

硬化時間：LED30秒／UV60秒
4g 一般希望小売価格：1,750円［14-00］
25g 一般希望小売価格：7,500円［60-00］

【特徴】
透明感・ツヤ・強度の持続性に優れたセミハードタイプのトップジェルで
す。コクのある感触のテクスチュアは長さ出し・フォルム形成に適してい
ます。ベースジェルの上に硬さ補強をしたい場合などにも適した汎用性の
高い、マルチトップジェルです。

Builder Top ビルダートップ

硬化時間：LED30秒／UV60秒
4g 一般希望小売価格：1,750円［14-00］
25g 一般希望小売価格：7,500円［60-00］
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Dnaジェル 商品ラインナップ

Non Wipe Bijou ノンワイプビジュー

【特徴】
拭き取り不要でパーツやストーンの固定に使用できます。流れないテク
スチャーで硬化後はしっかりホールドすることができます。思い通りの
形を作ることができます。硬すぎないのでオフの時間も短縮できます。
凸凹したアートにもオススメ。
硬化時間：LED30秒／UV60秒
4g 一般希望小売価格：1,750円［14-00］

Mxing ミキシング
【特徴】
カラージェルのテクスチャー・色の濃度の調整や、ラメ・グリッターの混
合の際に使用できます。グラデーションにも最適です。ソフトトップジェ
ルとしても使用が可能です。

硬化時間：LED30秒／UV60秒
4g 一般希望小売価格：1,750円［14-00］



26

Super Fit Base
スーパーフィットベース

Fill Base
フィルベース

Diamond Top
ダイヤモンド トップ

Builder Top
ビルダー トップ

Non wipe Bijou Top
ノンワイプビジュートップ

Mixing
ミキシング

Non Wipe Gross Top
ノンワイプグロストップ



Dnaジェル 商品ラインナップ

Non Wipe Gross Top ノンワイプグロストップ

【特徴】
拭き取り不要で透明感とツヤの持続性に優れているノンワイプトップ
ジェルです。程よいテクスチャーで薄付きに仕上げたい時に最適です。
水で濡らしたような、潤いを感じさせるほどのツヤが長期間持続します。
傷や欠けに強く、耐久性にも優れています。

硬化時間：LED30秒／UV60秒
10g 一般希望小売価格：1,750円［14-00］



Cleanser クレンザー

【特徴】
プレパレーション後のダスト除去や未硬化ジェルの拭き取りに使用しま
す。DnaGelをご使用の際は、必ず併用してください。

115ml 一般希望小売価格：820円［6-50］
1,000ml 一般希望小売価格：2,880円［23-00］

Gel Remover ジェルリムーバー

【特徴】
ジェルのオフ剤です。オイル配合のため、オフの際の過度な乾燥を防ぎま
す。

115ml 一般希望小売価格：820円［6-50］
1,000ml 一般希望小売価格：2,880円［23-00］



撹拌不要のカラージェルです。
一度塗りでもしっかり発色し、
薄塗りでも筆ムラ・色ムラな
く操作できます。カラーに
よってテクスチャーを変えて
いるため、ワンカラーからラ
インアートまであらゆるデザ
インに使いやすさを追求して
います。

容量2.5g
価格：1,130円［9-00］

全136色



Dnaジェル 商品ラインナップ

Color Gel カラージェル ジェルネイル検定対応カラー

【特徴】
ラベル表記「検定」と記載されているものが対応カラーとなります。

容量2.5g 一般希望小売価格：1,130円［9-00］ 検定対応 検定非対応

2021年12⽉検定使⽤認可予定



FleurirGel↔Dnaジェル カラージェル互換表

フルーリアジェルから引き継いだ色、廃盤の色、Dnaジェルで新規に発売となるカラー互換表です。
人気のカラージェルはそのままに、サロンワークでより汎用性の高いラインナップとなりました！

TSUMEiro、スペースHPで互換表はご確認いただけます。
エデュケーター専用ページでダウンロード可能です。



Dnaジェル 商品ラインナップ

Color Gel カラージェル カラー番号の見方

■シリーズ
M＝マット
N＝ナチュラルスキンカラー
P＝パール
G＝グリッター
S＝シアー

■カラー（Mシリーズのみ）
WB＝ホワイト／ブラック
BL＝ブルー
BW＝ブラウン
G＝グリーン
R＝レッド
Y＝イエロー
PP＝パープル
PK＝ピンク

■番号



Gel Brush ジェルブラシ
無限のネイルアートの世界を作るには優れたツールが欠かせない。
筆の毛質・毛量・厚み・幅・長さ・ハンドルのフィット感、すべてにこだわりを詰め込んだDnaジェルブラシです。
サロンワークで重宝するワイドフラット、ワイドオーバルが追加になった、全11種類のラインナップで登場。
穂先とグリップ部分を優しく守る、シリコン製キャップ付き。

オーバル

フラット

ミニオーバル

ミニフラット

シャープライナー

ウルトラライナー

ショートアンギュラー

ミドルアンギュラー

ワイドグラデーション

ワイドフラット

ワイドオーバル

価格：2,000円［16-00］

価格：2,000円［16-00］

価格：2,000円［16-00］

価格：2,000円［16-00］

価格：1,630円［13-00］

価格：1,630円［13-00］

価格：2,130円［17-00］

価格：2,130円［17-00］

価格：2,500円［20-00］

価格：1,630円［13-00］

価格：1,630円［13-00］



Dnaジェル 商品ラインナップ

LED Light ディーナジェルLEDライト

一般希望小売価格：18,500円［148-00］

【特徴】
●10S、30S、60Sは48W出力によるハイパワースペック
●99Sは24Wより徐々に出力が上がる硬化熱軽減機能を搭載しており、初期硬化熱を
抑えることができます。
●感知センサーが内蔵されており、手を内部に入れると自動で照射することができま
す。
●フォームを装着したまま照射することができます。
●底板はスライド式で取り外しが可能で、フットにも使用可能です。
●ハイブリッドLEDチップによる365・405波長の光を同時照射で、UV硬化ジェル・
LED硬化ジェルともに硬化できます。
●保証期間1年

【製品仕様】
LED波長： 365nm／405nm
サイズ： 21.3×20×10cm
重量： 605g
電圧： AC100V-240V、50/60Hz
消費電力： 24Wー48W



フルーリアジェル 今後の販売／取り扱いについて



フルーリアジェル 今後の販売／取り扱いについて

【ネイルショップ（TAT等）の取り扱い】
・在庫なくなり次第、販売終了。
・DnaGelの取り扱い販売店様は別途発表。
・エデュケーター割引 非適用（フルーリアジェルは継続。ただし、在庫限り。）

【スペースネイル公式オンラインショップ TSUMEiro】
・在庫なくなり次第、販売終了。

【対象商品】
フルーリアジェル商品 全て
・ベース／フィットベース／ハイシャイン／ストロングハイシャイン／カラー
・ネイルワイプ／ジェルリムーバー
・ブラシ各種
・LEDライト／ハイブリッドライト
・キット類
・ダイヤモンドパウダー
・スターマグネットジェル



フルーリアジェル エデュケーションシステムについて
・ベーシック／アドバンスセミナーの運営について
・エデュケーター資格／特典
・キット販売について



フルーリアジェル エデュケーションシステムについて
①ベーシック／アドバンスセミナーの運営を終了させて頂きます。
②ベーシック／アドバンスセミナーの開催申請は2021年9月24日分をもって終了となります。
③Dnaジェルエデュケーションシステムの運営は行いません。

ベーシックセミナー
アドバンスセミナー
エデュケーターセミナー
エデュケーター試験

ベーシックセミナー
アドバンスセミナー
エデュケーターセミナー
エデュケーター試験
今後の運営なし開催申請：9月24日締め切り

※開催日に制限はありません。



フルーリアジェル エデュケーター資格について

今後も「フルーリアジェル エデュケーター」の資格保有特典は継続となります。
・新商品先行販売
・Dnaジェル30％引きで購入できます。

【割引制度について】
今後、Dnaジェルの割引購入はスペースネイル公式オンラインショップ｜TSUMEiroのみ適用と
なります。すでに会員登録頂いているエデュケーターの先生方につきましては、
『フルーリアジェル／Dnaジェル認定ネイリスト』として、会員ランクを変更させて頂きます。
これからTSUMEiroの会員登録をされる方は、フルーリアジェルエデュケーターディプロマ番
号が必要となります。
従来TATでのジェル関連製品のエデュケーター割引制度は廃止となりますのでご注意ください。

30％引き 30％引き



フルーリアジェル
JNAジェルネイル技能検定の対応について
【フルーリアジェル】
ベース ベースジェル／フィットベースジェル
トップ ハイシャインジェル／ストロングハイシャインジェル
カラージェル 黒容器／“爪化粧料”の表記のある白容器

【Dnaジェル】
ベース スーパーフィットベースジェル／フィルベース
トップ ビルダージェル／ダイヤモンドトップ／ノンワイプグロストップ
カラージェル 色番号「検定○○○」のカラーのみ使用可能。


