
クラッシックセット�
まつ毛 １本 1 本にエクステンションをつけていき

自然な仕上がり  

クラッシックラッシュとボリュームラッシュを混ぜて施術
クラッシックより少しボリュームがつきますが、自然な仕上がり

100 本 ~ 120 本 lashes (約 75 分) 
エクスプレス $90 

140 本+ lashes (約 1 時間 45 分~2 時間) 
フル $120+

3 週間前までにご来店いただき、約 40%のリラッシュ(フィル)
の場合、70ドル〜/60 分
50%以上のリラッシュが必要な場合は、一度オフを行いフルセッ
ト料金となります。リムーブ料金は含まれております。 

リラッシュ(フィル) $70+

ハイブリットフルセット�

100~120 本のシングル + 20 本のボリューム (約1.5 時間~2時間) 
エクスプレス ハイブリット $140

シングルラッシュ＋ボリュームのミックス
ハイブリット $140+

リラッシュ(フィル) $75+

シングルラッシュ＋ボリューム＋メガボリュームのミックス
メガハイブリット $160
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ハワイ州ネイル / エステティック
ライセンス取得コース 

at Honolulu Nails & Aesthetics Academy 

3週間前までにご来店いただき、約40%のリラッシュ（フィル）
の場合、75ドル〜/70分
50%以上のリラッシュが必要な場合は。一度オフを行いフルセッ
ト料金となります。リムーブ料金は含まれております。

 

年中無休
 9:00am to 12AM (�中)

 

801 Kaheka St. Honolulu. HI 96814 
(ドンキホーテー内) 

 

ボリュームセット
まつ毛1本に3~5本のエクステンション

“メガ”ボリュームセット
まつ毛1本に10本~15本の極細のエクステンションを施術。

極細でハンドメイドなので軽くて長持ち。
クラッシックとメガボリュームの組み合わせは、

自然な仕上がり＋ボリューム感満点。
 

(約 120 ~ 150 分) 

(約 3時間) 

(約 45分) 

エクスプレスボリューム

フル

ラッシュリフト 

テント(カラー）

リムーブのみ

グルーだらけの他店からのリムーブ) 

$180

$220

$65 

+$10 

(約150 分) 
ボリューム $180+

-　3週間前までにご来店いただき、約40%のリラッシュ（フィル）
の場合、95ドル〜
-　50%以上のリラッシュが必要な場合は。一度オフを行いフルセ
ット料金となります。リムーブ料金は含まれております。

3週間前までにご来店いただき、約40%のリラッシュ（フィル）
の場合、130ドル〜
50%以上のリラッシュが必要な場合は。一度オフを行いフルセッ
料金となります。リムーブ料金は含まれております。

当店からのフィル又はニューセットのリムーブは料金に含まれてお
ります。 
他店からのラッシュをつけて来られるお客様は、場合によってはリ
ムーブをお勧め させて頂きます。その場合は別途で$10チャージ
させて頂きます。

リラッシュ(フィル) 

リラッシュ(フィル) 

$95 +

$130 +

ラッシュリフト&テント�
まつ毛をカールさせ、上に持ち上げ(まつ毛パーマに似た技術)、 

さらに色を入れる事によってまつ毛が太く見えます。

PureNailsHI

@purenailsandlash 

Follow Us!!

pure-nails.com
 808-955-1121

801 Kaheka St. Honolulu. HI 96814 
(Inside Don Quijote) 

 

アイラッシュエクステンション
サービス



ハンド

ハンド

$28

$35

ハンド

長さだし無しのジェルのオフ＋新しいセット 

長さだしありのジェルのオフ＋新しいセット

他店からのジェルオフ＋新しいセット

ジェルオフ＋ハンドケア又はフットケア

長さだし無しのジェルオフのみ

長さだしありのジェルオフのみ

$12
$18
$15
$15
$30
$32

$ 90 + デザイン

1色塗り  

ラメグラデーション(１〜２色)          　       　

フレンチ／カラーグラデーション 

ホログラム

セットデザイン 

ハンド $23

タッチアップ(クリア)  

カラーでのタッチアップ  

カラーまたはデザイン変更

とタッチアップ
+デザイン

$60

$70

$60          +デザイン

$42

$52

$50          

ジェルの浮きや⽖を傷めることなく、艶やかな光沢を放ち、匂い
もなく簡単にオフが可能。キューティクルプッシュ/クリーン、
ネイルシェイピング、クリアコートを含む

ジェルポリッシュ(１色塗り)

ジェルポリッシュのリムーブのみ  

アクリルネイルのリムーブのみ

アクリルのリムーブ　With 新しいセット

ポリッシュチェンジ(１色塗り）　

ポリッシュで行うフレンチ/グラデーション

キッズ(１０歳以下)のポリッシュチェンジ

ネイルカット

爪の修理（ネイルラップ）

     ⽖のカット＆シェイピング、キューティクルケア

ステッカー２枚付き

$45 /       $48

 

$30

$35

+$20

$15 /       $15

+$12

$12

 

$1 0

$5  10/  

+$10
+$15
+$20
+$10

+$28 up

ベーシック��

スパ

$5�off�コンボ�/�$62

$6�off�コンボ�/�$81

フット 

フット 

$39

$52

次からお選びください

次からお選びください
ジャスミン       
マンゴ
ラベンダー 
オレンジ   
オリーブ    　

ゴールドCBD
ローズゴールドCBD
ロマンス
トロピカルシトラス

パラフィンパックトリートメント: (フット +10)          
UVケアコラーゲンパック: (ハンド +10, フット +10)        

フットバス、⽖のカット＆シェイピング、キューティクルケア、
バッフィング、フットファイル、キューティクルオイル、クイッ
クマッサージ、カラーポリッシュ(１カラー)またはハイシャイン・
バッフィング

フットバス、⽖のカット＆シェイピング、キューティクルケア、バ
ッフィング、⾜裏の⾓質取り(フットのみ)、スクラブ（フットの
み）、キューティクルオイル、リラックスマッサージ、パラフィン
パック（ハンドのみ）、カラーポリッシュ（１カラー）またはハイ
シャイン・バッフィング

ナチュラル
ハンド/フットケア ジャパニーズ•ジェルネイル���

乾かす時間不要、そのままシューズを履いて帰れます 
*フレンチ/グラデーション +20

*ジェルオフ料金 $12

ボルケーノ�デトックスペディキュア

エクスプレス

デラックス

$78

$8�off�コンボ�/�$102

$48 フット $62

ラグジュアリーボルケーノペディキュアは、肌の状態を改善する
事ができます。デトックス効果のある炭酸泡のお湯に浸し、シュ
ガースクラブ、コラーゲンクリームマスク、かかとの⾓質除去、
オーガニックベースの成分で作られたコラーゲンマッサージ、パ
ラフィンワックスが含まれており、肌を浄化して潤いを与えま
す。�コラーゲンを加えることで、肌の弾⼒性も向上します。�マ
ッサージとポリッシュまたはハイシャインバフで仕上げます。

私達のデラックスサービスは、すべてナチュラル成分が使われてお
り、個別にパッケージされているので衛⽣的かつリラックス効果が
期待できる⾹りをお選びいただけます。
フットバス、⽖のカット＆シェイピング、キューティクルケア、バ
ッフィング、⾜裏の⾓質取り(フットのみ)、シュガースクラブ、マ
ッドパック、キューティクルオイル、リラックスマッサージ、カラ
ーポリッシュ（１カラー）またはハイシャイン・バッフィング

スペシャル角質取りトリートメント:+$10 (フット)
パラフィンパックトリートメント:(ハンド+$8/フット+$10)          
UVケアコラーゲンパック:(ハンド+10 /フット+10)         

エクストラ•ロング

ビタミンリチャージ 
オーシャンリフレッシュ
きゅうり
レモン
グリーンティー

ハニーパール
オレンジNo.5
緑茶とアロエベラ
ラベンダーの噴火

UVケアコラーゲンパック + $10       

⻑さだし無しの新しいセット $42

$85

+デザイン�

+デザイン�
エクステンション�(⻑さだし)の新しいセット

ジェルのオフ

ジェルネイルのアラカルト

フィル

$3�off�コンボ�/�$50

フット $30
フットバス、⽖のカット＆シ
ェイピング、バッフィング、
キューティクルケア、スクラ
ブ、ワンカラーポリッシュま
たはハイシャイン・バッフィ
ング

⽖のカット＆シェイピング、
キューティクルケア、カラー
ポリッシュ（１カラー）また
はハイシャイン・バッフィン
グ

追加ジェルポリッシュ
$20�(1�⾊塗り込み)�

２～3週間後のタッチアップ

長さだし無し 長さだし

ハワイ州衛生局に準じサービス毎に道具を消毒しています

アラカルト

〜 ネイル

ハンド

ハンド

フット

フット


