I-NAIL-Aジェルネイル技能検定試験 ジェルブランド別対応商品一覧
ibd アイビーディー
（S)=ソークオフ

ace gel エースジェル

2017.6.20～
Calgel カルジェル

(g)=ジェラック

●＝コンテナ容器ジェル ●＝刷毛付ボトルタイプジェル ★＝拭き取り不要ジェル
Qジェルプロフェッショナル

CHRISTRIO クリストリオ

キュージェルプロフェッショナル

Sunshine Babe サンシャインベビー

(G)=ジェラッカー

(J)=ジャストジェル

ベースジェル

トップジェル

●(S)クリアジェル

●ベースジェル

●クリアージェル●LEDクリアージェル

●ベースジェル 2

●Natural（クリアジェル）

●クリアージェル

SHINYGEL シャイニージェル

（SB)=Sunshine babe

（S)=シャイニージェル

（SS)=Sweet Sunshine

（SP)=シャイニージェルプロフェッショナル

●クリアジェル●ビルダークリア

●(SB)クリアジェル

●(S)クリア

●スカルプチュアクリアジェル

●(SS)ベースジェル

●(SP)ﾍﾞｰｽｼﾞｪﾙ●(SP) ｽｰﾊﾟｰﾍﾞｰｽ

●(g)ベースコート

●ベースジェル ノア

●(G)ビルダージェル

●(SP) フィルインジェルN

●(J)ベースコート

●ベースジェル レオ

●(G)ネイルパーマシャインプラス

●(SP) パワーベース

●(S)クリアジェル ●LEDクリアージェル

●トップジェル ●トップジェル2

●Natural（クリアジェル）

●クリアージェル ●(g)トップコート

●トップジェル ディア

●トップジェル

●フレンチエクストリームクリアー

★●ノーワイプトップジェル

●LEDフレンチエクストリームクリアー

●ブラッシュオントップジェル

●(s)LED/UVインテンスシール

●トップジェル ハードコート

●クリアージェル

＊TOPコートの使用不可。

●クリアジェル

●(SB)クリアジェル

●(S)クリア ●(SP)トップジェル

●ネイルパーマシャイン

●(SB)ハードジェル

●(SP)クリスタルトップ●(SP)ｽｰﾊﾟｰﾄｯﾌﾟ

●ブラッシュオンジェル

●(SS)グロストップジェル

●(SP)ブラッシュオントップジェル

●(G)ネイルパーマシャインプラス

●(SS)ハードジェル

●★(SP)ノンワイプトップジェル
●(SP) フィルインジェルN

●(J)トップコート●(J)ノークレンズトップコート

スカルプチュアジェル

●(S)ビルダージェル●ビルダージェルクリア

●トップジェル

●(S)スカルプティングジェル

●エッジ＆トップジェル

●Natural（クリアジェル）

●クリアージェル

●フレンチエクストリームクリアー

●クリアジェル

●(SB)クリアジェル

●(S)クリア

●スカルプチュアクリアジェル

●(SB)ハードジェル

●(SP)ハードジェル

●ビルダークリア

●(SS)ハードジェル

●LEDビルダージェル

カラージェル マット赤（3級）

●(S)パッション

●40M ガガ・レッド

●RE02パーマネントレッド

●エレクトリックレッド

●41M レッドチリペッパー

●RE07コンペティションレッド

●675M マットレッド

●152M レッドカーペット
●(J)ビングチェリー
●(S)アンスポークンモーメンツ

●(SP) フィルインジェルN
●(SP)クリスタルトップ

●デザイナージェル#29レッド

●(SB)C-16

●(G)#27レッド

●(SS)SC-16

●(G)#102

●(SS)SC-20

●(SP)127 ピュアレッド

●(G)#278バレンタインレッド
●71P リリーホワイト

●(S)パーリーホワイト
カラージェル パールホワイト(2級）
●(J)シーパール

●49シェルホワイト

●905P パールホワイト

●デザイナージェル#9シャンパン

●(SB)C-45

●WH03 シルキーホワイト

●918Ｐ ベリーホワイトパール

●デザイナージェル#23フロスティ

●(SS)SC-19

●(SP)145 フロスティーホワイト

●(SS)SC-38

●(J)ハワイアンス

カラージェル ピンク(1級）

●(S)ドリーミー

●20M ベビースキン

●(S)ナチュラリービューティフル

●21M ヴィンテージピンク

●(S)ハワイアンプルメリア

●22M ハニースィート

●(S)パッショネイト

●23M アンブリッジローズ

●43シェルピンク

●624S コーラルリーフピンク

●フレンチピンクジェル

●(SB)C-44

●(SP)101 アイシクルピンク

●705S クリーミーベイビーピンク

●(G)#262フレンチピンク

●(SS)SC-18

●(SP)106 フクシアピンク

●フシア

●(SS)SC-30

●(SP)112 ロココ

●(SS)PSC-1

●(SP)185 フォンダントピンク

●エクストリームピンク

●24M ピンクマム

●(SS)PSC-2

●(J)シーシェルピンク

●159M フレンチベージュ

●(SS)PSC-3

●(J)マカロン

●160M フレンチオークル

●(SS)PSC-4

●(J)ナチュラリービューティフル

●161M フレンチピーチ

●(SS)PSC-5

●162M フレンチムード
●163Mフレンチローズ

カラージェル ホワイト(1級）

●(S)ブライトホワイト

●2M ホワイトスノー

●(S)ホワイトリネン

●164M イージーホワイト

●ウィンターホワイト●(J)カルテブランシェ

●280M ブリリアントホワイト

●CWコンペティションホワイト

●901M マットフレンチホワイト

●ベーシックワンフレンチホワイト

●(SB)C-１

●(SP)126 ピュアホワイト

●(G)#222スノーホワイト

●(SS)SC-17

●(SP)183 ケンテイホワイト
●(SP)205 スーパーホワイト

●(J)ホイップクリーム

ジェルネイル用ランプ

●Jetエリート ●Jet5000 ●Jet3000

●エースジェルMIXライト

●MOGA・BROOKクリスタランプ

●Jet1000 ●スチューデントランプ

●エースジェルUVライト 36W

●MOGA・BROOK UVランプ36Ｗ ●QジェルプロフェッショナルLEDライト

●LED/UVハイブリットランプ

●エースジェルLEDライト

●クリストリオUVライト９W

●パールランプ(UV)

●(S)LEDランプ

●パールランプⅡ(UV/LED)

●(SP)ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞLEDモデル
●(SP)LEDランプ 18W 32W 36W

●MITHOS UVライト ●Jet LEDライト
爪用消毒液
未硬化ジェル除去剤

●デハイドレイト

●(SP)ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄモデル
●エースジェル ネイルプレップ

●(g)Nail Prep

●NP ネイルプレップ

●クレンザープラス

●エースジェル ジェルクリーナー

●MITHOSジェルクレンザー

●NP ジェルクリーナー

●カルガード

●ワイピングソリューション

●ネイルプレップ

●シャイニージェルクリーナー

●カルガード

●ワイピングソリューション

●Sunshine Babe ジェルクリーナー

●シャイニージェルクリーナー

●ボンダー/LEDボンダー
ベースジェルを塗布する前に使用す プレパレ後、ジェルを塗布する前にネイルワイプで
る製品（試験での使用は受験者 叩くように爪全体になじませる。
判断）
●表中の爪用消毒液については、各ブランドにおいて消毒液として表記および販売していない製品もありますが、検定試験においては爪用消毒液としての使用を可とします。

●シャイニーボンダー リフトしやすい部分のみ
に、ごく少量塗布し硬化。（20秒～）

I-NAIL-Aジェルネイル技能検定試験 ジェルブランド別対応商品一覧
CND シーエヌディー

●＝コンテナ容器ジェル ●＝刷毛付ボトルタイプジェル ★＝拭き取り不要ジェル

Bio Sculpture Gel

PREGEL プリジェル

バイオスカルプチュアジェル
（B)=ブリザスカルプティングジェル
●(B)クリア
ベースジェル

Melty Gel メルティジェル
(C)＝カラー

（MC)=メルティカラージェル

（SC)＝スーパーカラー

（MCEX)=メルティカラージェルEX

RAPI GEL ラピジェル

トップジェル

●(B)クリア
スカルプチュアジェル

(a)アクシウム (as)アクシウムソークオフジェルラッカー

●クリアジェル

●エクセレント（ベース）

●クリアジェル

●クリアベースジェル

●クリアBW101

●(a)ジェル ベース

●シーラージェル

●スーパーエクセレント（ベース）a

●プライマリーハードジェル

●クリアーベースジェル2

●プレミアムBW102

●(as)ジェルベース

●スーパーエクセレント（ベース）S

●フローティジェル ベース＆トップジェル

●シャイングロストップコート

●UV-LEDベースBW201

●Ｓジェル

●クリア ●トップa

●クリアジェル

●スーパートップジェル

●セミハードトップTW101

●(a)ノークレンズUVトップシーラー

●シーラージェル

●スーパークリア

●トップジェル

●Sトップジェル

●ソークオフトップTW103

●(as)ジェルシーラー

●UVトップジェル

●スーパートップシャイン

●フローティジェル ベース＆トップジェル

●Sトップジェル2

●ハイグロストップTW104

●(as)シック ジェルシーラー

●グロストップジェル

●スカルプ＆トップクリア

●★ノンワイプトップコート

★ノンワイプクリアキャンジェル

●ビルダー＆トップジェル

●ハードクリア

●ハードジェル

●UVビルダージェル

●クリアBW101

●スーパーハードクリア

●プライマリーハードジェル

●LEDビルダージェル

●プレミアムBW102

●Ｓジェル

●スーパートップa

＊スカルプティングジェルは、ナチュラルなので ●ダイアモンドビルダー

●UV-LEDベースBW202

●UV-LEDノンワイプトップTW201

●ビルダー＆トップジェル

●(C)赤 PG-112

●#20 Cherry Ripe

●(SC)ａ赤 PG-S112A ●金赤 PG-S120A

●(C)金赤 PG-120

●（MCEX) ５RED

●#111アップルタルト

●NL525

●フローティジェル ５RED

●#112クリアトマト

●NL104

●(SC)EX 赤 PG-CE112

●#114ディープトマト

●NL106

●(SC)EX リアルレッド PG-CE285

●#228ストロベリージャム

●検定赤01

●#003パンナコッタホワイト

●SW201

●(C)パールホワイト PG-504-Y

●（MC）シェリーホワイト

●(SC)ａパールホワイト PG-S504A

●（MC）パールホワイト

●(SC)EX パールホワイト PG-CE504

● フローティジェル パールドロップ

●#68 Rose

●(C)ベースピンク PG-99

●（MC）フレンチピンク N19

●#041ピーチティ

●NP101

●#2065 Sweet Candy Breath

●(C)ファンシーピンク PG-103

●（MC）サーモンピンク N20

●#044ストロベリーティー

●Co102

●(C)ヌーディーバニー PG-236

●（MC）ベージュピンク N21

●#093プラムソルベ

●OP102/103/104

●(SC)ａヌーディーバニー PG-S236A

●フローティジェル ロゼッタ

●#231シナモンベージュ

●OP105/106/107/108

●(SC)EXヌーティーバニー PG-CE236

●フローティジェル マシュマロ

●#232カフェベージュ

●SP202

●フローティジェル 1765

●#233ラテベージュ

●検定桃01･02･06･07

カラージェル パールホワイト(2級）

●(B)ウォームピンクオペーク

●エクステンションジェルEX101

●#19 Pillar Box

●#2001 Silky Satin

カラージェル ピンク(1級）

●(a)クリアー スカルプチュア ジェル

●UV-LEDベースBW201

（クリアではない）使用不可。 ●スカルプ＆トップクリア

カラージェル マット赤（3級）

OPI axxium ／axxium SOAK-OFF
GEL LACCUER オーピーアイ アクシウム

●ハードジェル
●ブリザグロス

jewelryjel ジュエリージェル

●(as)ビッグ アップル レッド NL N25

●(as)キョウト パール NL L03

●SW202

●(as)イタリアンラブアフェアー NL I27

●フローティジェル 176

●(B)ピュアホワイトオペーク
カラージェル ホワイト(1級）

ジェルネイル用ランプ

爪用消毒液
未硬化ジェル除去剤

●#1 French White

●ブリザペイント
ピュアホワイトオペーク

●(C)白 PG-110

●フローティジェル ホワイト

●#001ミルクホワイト

●NW101

●(SC)ａ白 PG-S110A

●（MCEX) フレンチホワイト

●#227マシュマロホイップ

●MGW

●(SC)EX 白 PG-CE110

● (MCEX）フレンチホワイト ハード

●(SC)EXフレンチホワイト PG-CEW51

● (MC）スノーホワイト B11

●検定白01

●ブリザUVランプ

●バイオスカルプチュアUVライト

●ジェルネイルUV-9ワット●CCLF 12W UVライト ●18W ターボ ●9W パーソナル

●ラピジェルUVライト36Ｗ

●ムーンパールライトCCFL

●シェラックLEDランプ

●バイオスカルプチュアLEDライト

●レクシア30W LEDライト

●パーソナル LED ボルケーノ

●ラピジェルUVライト2 36W

●ムーンパールライトLED

●レクシアEX 27W LEDライト

●ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｾﾝｻｰLED Shelter

●ラピジェルLEDライト

●レクシアEX 36WマルチLEDライト

●ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｾﾝｻｰﾃﾞｭｱﾙLED ShelterⅡ

●プリジェルクリーナー

●ネイルプレップ

●スクラブフレッシュ

●バイオスカルプチュア
ネイルクレンザーN（プレップ用）

●スクラブフレッシュ

●バイオスカルプチュア

●ネイルプレップ●プレプライマー ●ネイルプレップ＆ジェルクリーナー

●プリジェルネイルプレップ
●プリジェルクリーナー

●メルティジェル ジェルクリーナー

ポリッシュリムーバーN（アセトンフリー） ●プリジェルクリーナー プロ

●ブリザボンド プレパレーション後、 ●エグゼクティブベースコートプレパレ後、
ベースジェルを塗布する前に使用す ブリザボンドを塗布し、ランプ(ブリザ
爪の周り1～2mm空けた中央部分に
る製品（試験での使用は受験者 UVランプ)で10秒照射。
塗布し２ウェイバッファｰ（180G)でツヤ
判断）
を軽くとり除く。

●プリジェルプライマーリキッドスーパープレパレ後、エッ ●メルティジェル ネイルプライマー
ジ部部に塗布後、よく乾かす。
い部分にのみ塗布する。
（リフトしやすい場合は全体に塗布。）

●表中の爪用消毒液については、各ブランドにおいて消毒液として表記および販売していない製品もありますが、検定試験においては爪用消毒液としての使用を可とします。

●アクシウムUVライト

●nas99

●NP ネイルプレップ

●ジュエリージェル「エタノール」

●ボンドエイド

●ラピジェルジェルクリーナー

●ネイルプレップ＆ジェルクリーナー

●nas99

●NP ジェルクリーナー
リフトしやす

●(as)アルパイン スノー NL L00

I-NAIL-Aジェルネイル技能検定試験 ジェルブランド別対応商品一覧

●＝コンテナ容器ジェル ●＝刷毛付ボトルタイプジェル ★＝拭き取り不要ジェル

OPI axxium ／axxium SOAK-OFF

gelcolor byOPI

Miss SunshineBabe

KOKOIST

GEL LACCUER オーピーアイ アクシウム

ジェルカラー バイ オーピーアイ

ミスサンシャインベビー

ココイスト

GELGRAPH
ジェルグラフ

O.M.D
オーエムディー

(a)アクシウム (as)アクシウムソークオフジェルラッカー

●(a)ジェル ベース
ベースジェル

●ベースコート GCO010

●ベースジェル

●(as)ジェルベース

●エクセルクリア

●ベースジェル

●エクセルクリアⅡ

●ソリッドベース

●ベースジェル

●プラチナボンドⅡ
●P-Bﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽﾎﾟﾘｯｼｭ
●(a)ノー クレンズ UV トップシーラー

トップジェル

●トップコート GCO030

●(as)ジェルシーラー

●トップジェル

★●ノンワイプトップコートジェル

●トップジェル

●スーパーグロストップジェル

★●スーパーシャイントップジェル

●グロッシートップジェル

●トップジェルシャイン

●グラスコート

●★ノンワイプトップジェル

●イクステンションジェル

●ビルダージェル

●(as)シック ジェルシーラー

●(a)クリアー スカルプチュア ジェル

●エクセルビルダー

●トップジェル

●LEDイクステンションジェル

スカルプチュアジェル

●(as)ビッグ アップル レッド NL N25

●ビッグ アップル レッド NL N25

●カラージェルMC-7

カラージェル マット赤（3級）

●E-03 ルージュレッド

●#005Mレッドバード

●#006マリリンズキッス

●E-69 サマーレッド

●134Mスカーレット

●#056ロッソベッロ

●P-3 ルージュレッド
●(as)キョウト パール NL L03

●Eｰ92 ホワイトシルクパール

●#061Pココナッツドリーム

カラージェル パールホワイト(2級）

●(as)イタリアン ラブ アフェアー NL I27

●Eｰ11 フレンチクッキー

●#040Mシーブリーズ

●#009アンティークラヴ

●Eｰ12 フレンチピーチ

●#041Mベリーニ

●#039リネンピンク

●Eｰ68 フレンチヌード

●#042GPコスモポリタン

●#052プレシャスピンク

●123Sプレリュードフィズ

●#118シックベリー

●124Sサクラ・ラテ

カラージェル ピンク(1級）

●125Sサクラ･フィズ

●(as)アルパイン スノー NL L00
カラージェル ホワイト(1級）

●Eｰ01 マキシホワイト

●#004Mホワイトレディー

●#058サンタンドレホワイト

●Eｰ56 ブルーウィーホワイト

●#060Mマリブミルク

●#022アルティメイトホワイト

●Eｰ56 ブルーウィーホワイト

●002Mホワイトラム
●151Mブランショコラ

●アクシウムUVライト

●オーピーアイLEDライト

ジェルネイル用ランプ

爪用消毒液
未硬化ジェル除去剤

●ジュエリーランプ（ミニ）(LED)

●KOKOIST LEDライト

●MITHOS LEDライト

●パールランプ(UV)

●インフィニティLED＆UVライト

●MITHOS UVライト

●UV/LEDライト-D01

●パールランプⅡ(UV/LED)
●nas99

●nas99

●ボンドエイド

●ボンドエイド

●nas99

●nas99

●ワイプクレンザー
●ワイプクレンザー

ベースジェルを塗布する前に使用す
る製品（試験での使用は受験者
判断）
●表中の爪用消毒液については、各ブランドにおいて消毒液として表記および販売していない製品もありますが、検定試験においては爪用消毒液としての使用を可とします。

●ジェルクレンザー
●MITHOS ジェルクレンザー

●ジェルクリーナーソフト

