
Natural Nail Care 
 

                                                              Mani     Pedi 

☆Basic    $6 Off for Combo (48)         22     32 

Our basic treatment consists of foot bath, nail shaping, buffing, 
cuticle care, foot file, quick massage with one color polish or a 
high shine buff.   
 

           * Callus eliminator Add +7 
           * Paraffin wax treatment Add (hand +6, Foot +8)            
           * UV protective Collagen Masque Add +10 
           * Additional Hand/Foot Massage +10/10min 

☆Spa      $8 Off for Combo (69)         30     45 
 

Our spa treatment is includes foot bath, shaping, buffing, cuticle 
care, callus treatment(for pedi only), scrub (for pedi only), 
massage, paraffin wax (for mani only), hot towels and finished off 
with one color polish or a high shine buff. 
 

           * Paraffin wax treatment foot Add +8 
            * UV protective Collagen Masque Add +10 
            * Additional Hand/Foot Massage +10/10min 

☆Deluxe   $10 Off for Combo (87)     42     55 

Our deluxe treatment is includes foot bath, shaping, buffing, 
cuticle care, callus treatment, scrub, massage, masque, hot towels 
and finished off with one color polish or a high shine buff. 
 
Choose from> *Jasmin Soothe        *Vitamin Recharge                                 

                        *Mango Delight       *Ocean Refresh 
                        *Lavender Relieve   *Cucumber Fresh 
                        *Tangerine Twist     *Lemon Quench 

                           *Olive Sensation      *Green Tea Detox 
 

           * UV protective Collagen Masque Add +10 
           * Additional Hand /Foot Massage +10/10min 
 

☆Express Pedicure (30min)           25 
Our express pedicure consists of foot bath, nail shaping, buffing, 
cuticle care with one color polish or a high shine buff.   
 

 

Add Gel Polish for $18 (w/one color) 

No need to wait to dry. Put your shoes on and ready to go! 
*Removal with New +7 

 

 

A La Carte 

          Polish change (one color)                                      Hand 15 / Toe 15 
          French/Gradation with regular polish                                           +7 
          Keiki (under 10) polish change (with 2 free stickers)                  10 
          Gel Polish with one color                                       Hand 35 / Toe 38    
          French/Gradation with Gel Polish                                                +15                         
          Hand or Foot Massage                                                     10 (10 Min) 
          Gel Polish Removal (only)                                                      15 
          Gel Removal (only)                                                                           20 
          Acrylic Removal (only)                                                                   25~  
          Acrylic Removal (with new set of Gel)                                          20    
         Hand painted nail art                                                         3+/per nail  
         3D nail art                                                            4+/per nail  
         Repair with Nail wrap                                                          5~10 /nail 

Enhancement (Full-set) 

 

                                                      Hand        Toe 

☆Gel Nails (Clear)             38      40 
 Over your natural Nails 

                                                                        S/M          Long 

☆Gel Sculpture (Clear)     65       - 
Extended your nails with gel 

                                                                               S/M/L 

☆PolyGel Sculpture (Clear)   70 
Extended your nails. Not an Acrylic, not a hard gel, PolyGel 
combines the best both in a system that’s undeniably better and 
strong. 
 

*Removal with new set +7 
*Removal with new set from other salon +10  

 
 

Cuticle care before Gel Nails (Dry Care) +$10 
 

Enhancement Fills 

*Fills with Clear                                                 35          
*Fill with same color (35+5)                             40          
*Fill with different color (40+5)                     43         
*Fill with change design                           40 + design 

*Removal with new set  +7 
*Removal with new set from other salon +10  

 

Enhancement Add-ons 

*One Color         +7(over-lay) / +10(sculpture)   

*Glitter gradation (1-2 color)                      +10                                   

*French/Color Gradation                             +15 

*Hologram                                                      +10             

*Set design                                                     +20 up      

 UV protective Collagen Masque             +10                           

Enriched with Collagen and Shea Butter emulsion to penetrate and 

moisturize the skin. Made with a micro thin dual layered material. 

Protects up to 98.9% of UV ray.  

 Paraffin wax treatment              Hand +6 / Feet +8 

Paraffin treatments also smooth and soften dry, chapped, rough and scaly 

skin. Also, soothes chronic joint pain and relaxes stiff muscles, and 

improves blood flow. 

 

9:00am-12:00AM 

(midnight) 

801 Kaheka St. Hon, HI 96814  

(Inside Don Quijote) 
 

TEL 955-1121 

www.pure-nails.com 

     
 

We disinfect our implements after each service. 
(Following with Hawaii Dept. of Health) 

 

   Like us ! http://facebook.com/purenailsHI 

             Follow us on Instagram @PureNails808 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 

         
 

Nail Technician Licensed Course Available 

at Honolulu Nail Academy!! 

 

http://www.pure-nails.com/


                    ハンド     フット 

☆ ベーシック   $6 OFF コンボ (48)    22     32 

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 
 

           * スペシャル角質取りトリートメント      +7 (フット) 

           * パラフィンパックトリートメント             (ハンド +6, フット +8)            
           * UV ケアコラーゲンパック                  (ハンド +10, フット +10)          
           * 追加ハンド/フットマッサージ                  +10/10min 
 

☆ スパ   $6 OFF コンボ (69)      30     45 
 

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 
 

    ＊パラフィンパックトリートメント             (フット +8)            
           * UV ケアコラーゲンパック                  (ハンド +10, フット +10)          
           * 追加ハンド/フットマッサージ                  +10/10min 
 

 

☆デラックス $10 OFF コンボ (87)   42     55 
 

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 
 

次からお選びください> *ジャスミン        *ビタミンリチャージ                                 

                             *マンゴ           *オーシャンリフレッシュ 
                            *ラベンダー      *きゅうり 
                           *オレンジ            *レモン 

                             *オリーブ         *グリーンティー 
    

    ＊UVケアコラーゲンパック                  (ハンド +10, フット +10)          
           * 追加ハンド/フットマッサージ                  +10/10min 
 

☆エクスプレスペディキュア(30min)   25 
 

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、キューティク

ルオイル、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 $18 (1色塗り込み) 

乾かす時間不要、そのままシューズを履いて帰れます。 

*ジェルオフ料金 ＄７ 

 

 

ポリッシュチェンジ（１色塗り）                              ハンド １５/ フット１５ 

ポリッシュで行うフレンチ/グラデーション                         ＋７ 

キッズ（１０歳以下）のポリッシュチェンジ（ステッカー２枚付き）            １０ 

ジェルポリッシュ（１色塗り）                        ハンド３５/フット３８ 

フレンチ/グラデーション With ジェルポリッシュ                    ＋１５ 

ジェルポリッシュのリムーブのみ                               １５  

ジェルネイルのリムーブのみ                                 ２０  

アクリルネイルのリムーブのみ                               ２５~ 

アクリルのリムーブ With新しいセット                           ２０ 

ハンド OR フットマッサージ                            １０（１０分） 

ハンドペイントネイルアート                             3~/1ネイル 

３Dネイルアート                                   4～/ネイル 

爪の修理(ネイルラップ)                              5~10/ネイル    

                                                          
                                                                    Hand       Toe 

☆ジェルネイル (クリア)       38       40 

 地爪の上（長さ出しなし） 
                                                                         S/M           Long 

☆スカルプチャー (クリア)   65         - 
ネイルエクステンション（長さ出し） 

                                                                               S/M/L 

☆ポリジェルスカルプチャー(クリア)  70 
 

アクリルより柔らかく、ジェルよりも固い新しいタイプのジェルネイル。長さをたくさん出

されたい方へお勧めします。 
 

 

*ジェルのオフ（新しいセットをされる方）       +7 

*ジェルのオフ（他のサロンからのジェルオフ＋新しいセット） +10  
 
 
 

ジェルの前のキューティクルクリーン  +$10  
 
 
 

*クリアジェルでのタッチアップ                                 35                   

*同色カラーでのタッチアップ (35+5)                 40          

*別のカラーでのタッチアップ  (40+5)                 43         

*デザインを変更しながらのタッチアップ     40+デザイン 

*ジェルのオフ（新しいセットをされる方）       +7 

*ジェルのオフ（他のサロンからのジェルオフ＋新しいセット） +10  
 

*1色塗り       +7(地爪) / +10(スカルプチャー)   

*ラメグラデーション(1~2色)                     +10                                   

*フレンチ／カラーグラデーション                 +15  

*ホログラム                                     +10             

*セットデザイン                                 +20 up    

 UV ケアコラーゲンパック                     +10                          
シアバターとコラーゲンのパックが、お肌にうるおいをもたらし、

すべすべのスキンに変身します。超ミクロの UV ライも９８．９％カ

ットしますので、ジェルネイルで使用する UVからも。  

 パラフィンパックトリートメント        ハンド+6 / フット+8 

乾燥した手足をワックスパックにて集中的に保湿します。関同時に血行を

促進させ、関節や筋肉などの痛みも和らげると言われています。 

 
 

9:00am-12:00am (夜中) 

801 Kaheka St. Hon, HI 96814 

(ドン・キホーテ-内) 

TEL 955-1121 

www.pure-nails.com 
 

We disinfect our implements after each service.
(Following with Hawaii Dept. of Health) 

 

 http://facebook.com/purenailsHI 

インスタグラム Instagram @ PureNails808 

http://honolulunailacademy.com 

 

http://www.pure-nails.com/
http://honolulunailacademy.com/

