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ABOUT US

CON’CELECT というブランド名は「コンセプト Concept」と「選択する Selectの造語、Celect」
を掛け合わせて名付けました。
CON’CELECT はあなただけのコンセプトを実現するーつの選択肢でありたいと考えています。

何にでも染まる柔軟性と、ぶれない思いが CON’CELECT の掲げるコンセプトです。
皆さんにとって新しい可能性を Select できますように。

あなただけのCON’CELECT を見つけてください。



AIR NAIL SYSTEM
A I R  N A I L  
M A R K E R

洗浄不要、専用マーカーを差し替えるだけで色替えができる、
手軽な新感覚エアブラシ。

これまでのエアブラシでは色替え時の洗浄が大きなハードルでしたが、
本商品は専用マーカーを差し替えるだけで色替えができる手軽な
エアブラシを実現。スターターセットとしてホワイトグラデーションなど
様々なアートに使用できる AIR NAIL MARKER スノーホワイトも
付属しています。

エアブラシ本体 × 1 個

AIR NAIL MARKER 
スノーホワイト (HLM01) × 1 本

AIR NAIL MARKER
専用替え芯×3本

CON’ CELECT
Air Can × 1 本

エアーホース 1m
× 1 本

エアー調整
バルブ × 1 個

※専用替え芯、エアーホース、
　エアー調整バルブは、別売りパーツもございます。

Air Nail System
HLMA01



AIR NAIL MARKER 
A I R  N A I L  
M A R K E R

AIR NAIL SYSTEM専用のネイルマーカー。
AIR NAIL SYSTEMに差し替えるだけで簡単に
色替えが可能。エアブラシ専用マーカーとしては
もちろん、AIR NAIL MARKER 単品でも使用でき、
幅広くお使いいただけます。

※本商品は化粧品ではないため、自爪（第一層目）への
直接のご使用はお控えください。

AIR NAIL SYSTEM装着可能

シアーホワイト マリンブルー サニーイエロー グラスグリーン ウォームグレースノーホワイト
HLM01 ￥350 HLM02 ￥350 HLM03 ￥350 HLM04 ￥350 HLM05 ￥350 HLM06 ￥350

クールグレー メタリック
ゴールド

メタリック
シルバー

メタリック
レッド

メタリック
ブルー

メタリック
グレー

HLM01 ￥350 HLM01 ￥350 HLM01 ￥350 HLM01 ￥350 HLM01 ￥350 HLM01 ￥350HLM07 HLM08 HLM09 HLM10 HLM11 HLM12

￥400 ￥400 ￥400 ￥400 ￥400 ￥400

￥400 ￥400 ￥400 ￥400 ￥400 ￥400



AIR NAIL SYSTEMの関連商品
関連品別売りA I R  N A I L  

M A R K E R

Air Can 190
HLS01

Air Nail Marke
替え芯 6本

HLS03

エアー調整バルブ
HLS05

エアーホース 1m
HLS04

エアー調整バルブ用
Oリング ( 大 )( 小 ) 各 2 個

HLS06

AIR NAIL SYSTEM Related Item
Sold separately



Compressor KALON
静音＆小型の新感覚のコンプレッサー。
AIR NAIL SYSTEM だけでなく、別売のジョイントを使うことで、
様々なエアブラシに接続できます。

PCD01 コンプレッサーカロン

￥18,000

PCD02 コンプレッサーカロン エアブラシセット

￥28,000



Base Gel
機能別に選べる、７種類のベースジェル。
水仕事の多い方、簡単にオフした方など、生活スタイルに合わせて
お選びください。

4g: ￥1,700 / 8g: ￥2,300
硬化時間：UV 1 ～ 2 分、LED 30 秒

　超密着
新型密着成分を配合。超強力タイプ。　

　多機能
オフ性、密着性のバランスのいいタイプ。

　フィルイン
フィルインに使用できるセミハードタイプ。　

　スカルプ
ロングネイル向き。長さ出しも可能。　

　ウォータープルーフ
水を頻繁に使う方、スポーツをする方向き。

　簡単オフ
非常に簡単にオフが可能。　

　ピールオフ
ピールオフタイプ。　

B01, 08

B02, 09

B03, 10

B04, 11

B05, 12

B06, 13

B07, 14



超密着超密着超密着 多機能 フィルイン スカルプ
ウォーター
プルーフ

簡単オフ ピールオフ

密着性能

オフ性能

硬化後硬度

耐水性

テクスチャ

クリア感

臭い
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Base Gel

Performance List
性能一覧



各ブラシキャップ付き。*キャップは Flat 01 用です。

ベースからカラーまで使いやすいスタンダードタイプのブラシです。
毛丈 : 8mm    幅 : 4.5mm   毛素材 : PBT

HLB01 よりも長さを出し、一度の塗布での塗りやすさにこだわりました。
毛丈 : 10mm   幅 : 4.5mm   毛素材 : PBT

10 ㎜の長さを採用したアートブラシ。より繊細なアートにおすすめです。
毛丈 : 10mm   幅 : 0.6mm   毛素材 : PBT

キューティクルラインにも塗りやすいラウンドブラシです。
毛丈 : 8mm   幅 : 4.5mm   毛素材 : PBT

長さのある方への施術におすすめです。
毛丈 : 10mm   幅 : 4.5mm   毛素材 : PBT

定番人気のフレンチアート用ブラシです。
毛丈 : 8mm   幅 : 4.5mm   毛素材 : PBT

毛が短くカットされており、細かなアートを描くのに最適です。
毛丈 : 5mm   幅 : 0.6mm   毛素材 : PBT

様々なアートに対応可能なアートブラシです。
毛丈 : 8mm   幅 : 0.6mm   毛素材 : PBT
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HLB01HLB01 ¥1,800

HLB02HLB02 ¥1,800

HLB05HLB05 ¥1,800

HLB08HLB08 ¥1,800

HLB07HLB07 ¥1,800

HLB06HLB06 ¥1,800

HLB04HLB04 ¥1,800

HLB03HLB03 ¥1,800

持ち手がシリコン製のジェルネイルブラシ。
長時間の作業に疲れにくく、耐溶剤性に優れている為お手入れが簡単です。
毛先に PBT（化学繊維）を使用することで、毛切れや毛抜けの問題を抑えました。

Original Nail Brush



X

ネイルスクールを卒業後、渡米しハリウッドを拠点に活躍。
彼女が生み出すポップでアートな世界観は多くの人たちを虜に。
ネイルアートのみならず、個展を開催するなど、その才能は多方面で活躍中！

BRT01BRT01

BRT02BRT02

BRT03BRT03

BRT04BRT04

¥2,300

¥2,300

¥2,300

¥2,300

BRT05BRT05 ¥2,300

ショートネイル、ロングネイルどちらにも施術しやすい長さにこだわりました。
毛丈 : 9mm   幅 : 5mm   毛素材 : PBT 

繊細なアートにはもちろん、ラインを引く際に最適です。
毛丈 : 12mm   幅 : 0.5mm   毛素材 : PBT

“ キューティクルラインまで塗りやすい” にこだわったオーバルブラシです。
毛丈 : 6.5mm   幅 : 5mm   毛素材 : PBT 

細かなラインへの塗布～ポイントアートのしやすさにこだわったオーバルブラシです。
毛丈 : 9.5mm   幅 : 1.8mm   毛素材 : PBT 

毛先の細さにこだわったショートアートブラシ。より一層細かなデザインが可能です。
毛丈 : 5mm   幅 :  0.5mm   毛素材 : PBT
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各ブラシキャップ付き。*キャップは Square Head 用です。

Britney TOKYO 先生監修の進化し続けるデザインに対応可能なジェルネイルブラシ。
シリコングリップはそのまま、ポップでキュートなビジュアルにこだわりました。

Special Nail Brush



HLA01HLA01

HLA02HLA02

¥1,300

¥900
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高い洗浄力とコンディショニング効果で毎日
のブラシケアにご使用いただけます。
アセトンなどの危険溶剤不使用。
原材料 :  水、アルコール系溶媒
容量 : 110ml

プレート部分に毛先を軽く押し当てるように
洗浄することで手軽に効果的にジェルを落と
すことが可能です。*ブラシクリーナー＆コ
ンディショナーと一緒にご利用ください。

ブラシクリーナーとウォッシャーの使い方

1. Brush Cleaner & Conditioner を
Washer に注ぐ。

2. Washer のメタルプレートにブ
ラシをやさしくこすりつけジェ
ルを取り除く。毛先をペーパー
などでふき取る。
ブラシがきれいになるまで繰り
返す。

3. クリアジェルを塗布しキャッ
プを付ける。

Brush Accessories
アセトンなどの危険溶剤不使用のブラシクリーナー。
お気に入りのジェルネイルブラシを長くお使いいただけます。



エッジに当たりやすい 形状にこだわったウッドファイルです。
180/180

弾力に優れ、長く使用可能なスポンジファイルです。
180/220

日本製素材を採用。従来のゼブラファイルに比べ耐久性に優れ、長くご使用いただけます。
180/180

¥200
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HLF01HLF01 ¥300

HLF02HLF02 ¥500

HLF03HLF03

Tool
日本製の素材を使用した、耐久性の高いネイルファイル。
軽く持ちやすい設計にすることで安定したファイリングを実現しました。



HLC01HLC01 HLC02HLC02

HLC03HLC03 HLC04HLC04

¥1,900

¥1,900 ¥1,900

¥1,900

���������安心 ���������決意

�����������予感 �����������魅惑

原材料名 : ホホバ種子油、アルガニア

スピノサ核油 、(C9-12 ) アルカン *、

トコフェロール *、ヒマワリ種子油 、

ラベンダー油、ベルガモット果皮油、 

マンダリンオレンジ果皮油、ローズ

マリー葉油、ユーカリ葉油

原材料名 : ホホバ種子油、 アルガニアス

ピノサ核油 、(C9-12) アルカン *、 トコ

フェロール *、ヒマワリ種子油、ライ

ム果皮油、グレープフルーツ果皮油、

コウスイガヤ油、 イランイラン花油、

レモングラス葉油、ユーカリ葉油

原材料名 : ホホバ種子油、 アルガニアス

ピノサ核油 、(C9-12) アルカン *、トコ

フェロール *、ヒマワリ種子油、 ビャク

ダン油、ラベンダー油、ローズマリー

葉油、ローズ油、ユーカリ葉油

原材料名 : ホホバ種子油、アルガニア

スピノサ核油 、(C9-12) アルカン *、 ト

コフェロール *、ヒマワリ種子油、 プチ

グレン葉油、ローズ油、ニオイテンジ

クアオイ花油、イランイラン花油、ベ

ルガモット果皮油、ローズマリー葉油

ラベンダーブレンドの香り ライムブレンドの香り

オリエンタルブレンドの香り ローズブレンドの香り

Nail Oil
ネイリストの声をもとに開発されたネイルオイル。

オーガニックのホホバオイル、アルガンオイルをたっぷり
と使用し 100％植物由来成分で作りました。
軽いつけ心地でしっかりと爪を保湿します。
香りはエッセンシャルオイルのみで表現しました。



Nail Oil 什器セット
CON’ CELECT＋オーガニックネイルオイルの什器セット。
サロン様で販売の際、スターターセットとしてご使用いただけます。

HLC01 ￥22,800

セット内容
ネイルオイル×12個（4種×3個）
テスター×4種
リーフレット×10部
オリジナルショッピングバッグ×5枚

サイズ
縦 250 × 横 300 × 高さ 300 mm



素材: ナイロン、 ポリウレタン   サイズ: 22~25cm   色: ベージュ   仕様: 抗菌防臭加工付き、5本指のひざ下丈   原産国: 日本

GSI2001AGSI2001A

GSI2001BGSI2001B

GSI2001CGSI2001C

GSI2001DGSI2001D

¥2,000

¥2,000

¥2,000

¥2,000
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Foot Nail Stocking
Britney TOKYO×CON'CELECT コラボ商品。
履くだけで手軽に楽しめるネイルアイテムです。
オリジナルのポップでカワイイデザインのパッ
ケージに梱包してお届けします。



 @concelect
 #concelect 
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