QRコードを読み取って頂きますと、
ページが表示されます。

ＣＡＭＰＡＩＧＮ
表示価格は税込価格になります。

✸地爪で過ごしたいナチュラル派の方✸
♡二枚爪・乾燥お悩み
【ファイリング＆ハンドSPAショート１５分】

⇦

ホームページ

⇦

最新ご予約状況

お爪の長さを整える(爪切り)→マッサージクリーム保湿

￥２．２００－ ⇨

￥１．１００－

♡さかむけ・爪の横の角質が気になる
【本格ネイルケアコース】

サロンのご予約状況を更新しております

お爪の長さを整える→甘皮部分のお手入れ→ツヤ出し

￥３．６３０－

⇨

￥３．０８０－

♡指先にマニキュアの華やかさをプラス
【本格ネイルケア＆カラーリング】

⇦

美容のお話(コラム)

マニキュアの塗り方・保湿剤の選び方など
美容にまつわるお話、日々更新中です

ネイルスクール・ネイルサロン

お爪の長さを整える→甘皮部分のお手入れ→マニキュア

￥４．１８０－

⇨

￥３．６３０－

✸華やかさを演出したいジェルネイル派の方✸
♡ジェルMENUもハンドバス・丁寧なネイルケア・手浴保湿付♡

⇦ YouTube動画
S・pashネイルチャンネル
ネイル、セルフネイルさん向け、プロ向け
の動画を配信中です

※フットバスはフットSPAロングのみ

[ハンドorフット]ジェル 1色
フレンチ or カラグラ or ワンカラー
￥５．５００－ → ￥４．４００-

♡当日予約ＯＫ♡
ご予約優先にはなりますが、
当日お席がある場合、ご案内可能です

[ハンドorフット]ジェル1色＋お好きなアート2本付
(ストーン埋め込み・3Dはご利用頂けません)

￥５．７２０－ →

￥４．６２０－

✸当サロンのジェルオフは手技(やすり)で行います✸
他店ジェルオフの場合コーティングによってはマシーンを使用する場合もございます

♡ジェルMENUもハンドバス・丁寧なネイルケア・手浴保湿付♡
※フットバスはフットSPAロングのみ

ネイルスクール・ネイルサロン・ネイル教室

他店様オフ付[ハンドorフット]ジェル
フレンチ or カラグラ

￥６．７１０ →

1色

or フレンチ

￥５．６１０－

他店様オフ付[ハンドorフット]ジェル1色＋お好きなアート2本付
(ストーン埋め込み・3Dはご利用頂けません)

￥６．９３０－

→

￥５．８３０－

有効期限２０２１年４月末まで
上記クーポンのご利用は、ご新規様初回の方限定クーポンです。
皆様のご来店心よりお待ちしております。

ネイルケアを大切に考える

スパッシュ

TEL０６－６１０５－９６６４
定休日：水曜日・その他不定休
不定休はblogに更新しておりますm(_ _)m

営業時間：１０時～最終受付1７時
17時以降にご予約がない場合は17時closeとなります。

大阪府吹田市元町７－９
センチュリー２１オオトリ―ハウス内３階

スパッシュ

Nail

♡当サロンのこだわり♡
１、お客様のお爪を第一に考えていきます。
お一人、お一人、丁寧なカウンセリングを心がけておりますので、お爪
のお悩みごと(２枚爪・さかむけ・ダメージ…)など、お気軽にご連絡く
ださいませ。

２、基本の【ネイルケア】を大切に考えております。

Salon MENU

♡当スクールのこだわり♡

ハンドネイルケア MENU
♡さかむけ・二枚爪・深爪・爪の横の角質・・・など、お気軽にご相談ください♡
✦ハンド ファイリング＆ハンドSPAショート ￥2.200ｰ

マニキュアには、
約5分で乾く
OPI
インフィニットシャイン
使用

二枚爪やさかむけ・爪の亀裂…などの【ネイルケア】を大切にしており
ます。カサカサ・ガサガサ・・・気になってしまう・・・・そんなお悩
みの方にも、是非、ご利用頂きたく思っております。

お爪の長さを整える→マッサージクリーム保湿

✦本格ネイルケアコース ￥3.630お爪の長さを整える→甘皮部分のお手入れ→ツヤ出し

✦本格ネイルケア＆カラーリングコース ￥4.180お爪の長さを整える→甘皮部分のお手入れ→お好きなマニキュア1色

デザイン持ち込み
OK
(ご用意できないもの
もございます)

ハンド ソフトジェル MENU

ジェルのメニューもハンドバス・丁寧なネイルケア・手浴保湿がついています

３、ネイルケア、ジェルオフはマシーンを使用せず、手技で
行っていきます。

*タイプA(硬め)*タイプB(柔らかめ)*爪のタイプによってお選びいただけます

ネイルマシーンの不快感をお持ちの方にも安心してご利用頂ける様、当
サロンでは、ネイルケア・ジェルオフはマシーンを使用せず、手技で
行っております。
(他店様ジェルオフの場合やコーティングの種類によってはマシーンを使用する場合もございます)

✦ソフトジェル 1色 (ワンカラーorフレンチorグラデーション) ￥5.500✦お好きなアート2本付きジェル 1色 (ワンカラーorフレンチorグラデーション) ￥5.720✦定額デザインジェルAコース ￥6.600✦定額デザインジェルBコース ￥7.700-

マニキュアの様な地爪を削らないジェル

￥3.850-

✓自宅サロンネイリストを目指したい ✓資格を目指したい
✓ネイリスト技能検定試験３級・JNAジェルネイル技能検定試験初級対応

✸ピールオフジェル✸

●ZOOMオンラインレッスン

自分ではがしてオフできるジェルネイル

５、リラクゼーションＳＰＡメニューもご用意しております。

1色(単色orフレンチorグラデーション)

マッサージクリームを使用したトリートメント、足裏のカサカサ部分のお手入れ、
疲れをリフレッシュしたい…など、リラクゼーションメニューも多数ご用意してお
ります。

ハンド

スカルプ

白を基調としたインテリア
完全個室のプライベート空間

フット

その他、検定試験対策コース・各種セミナーなど、
ネイル初心者の方からプロ向けのセミナーを各種、ご用意しておりますので、
お時間のある際にホームページをご覧いただけると幸いです。
♡無料説明会、随時開催中です
♡資料請求、随時受付中です

MENU
￥7.700-

※当サロンのスカルプは、クリアスカルプの長さだし→ジェルでお色目をつけていきます
※スカルプでのお仕上はお時間がかかりますので、余裕をみたご予約をお願い致します。
※長さ出しは アクリル or ジェル どちらかお選び頂けます。

【blog】
最新
ご予約状況

ソフトジェル

MENU

丁寧なネイルケアがついています

デザイン持ち込み
OK
(ご用意できないもの
もございます)

*タイプA(硬め)*タイプB(柔らかめ)*爪のタイプによってお選びいただけます
✦ソフトジェル 1色 (ワンカラーorフレンチorグラデーション) ￥5.500✦お好きなアート2本付きジェル 1色 (ワンカラーorフレンチorグラデーション) ￥5.720ｰ

フットケア MENU
✦フットネイルケアコース ￥5.500-

こんな
カサカサが気になる・・・
疲れをリフレッシュしたい・・・ お悩みありませんか？

1h￥4.400-

✓オンラインミーティングアプリZOOMを使用したオンラインネイルレッスン
がスタートしました。

￥4.400-

✦スカルプ 1色 (ワンカラーorフレンチorグラデーション)
✦定額デザインジェルAコース ￥8.800✦定額デザインジェルBコース ￥9.900-

＼サロン内観／

＼スクール内観／
日本ネイリスト協会
本部認定講師による
マンツーマンレッスン
オンラインレッスン開講中

お爪の長さ・形整え→甘皮お手入れ→保湿→爪磨き or お好きなマニキュア1色
※マニキュアのお仕上ご希望の方は爪先が空いた履物をご持参ください。

当サロンでは、SPAメニューにも力を入れております

付替時オフＭＥＮＵ
✦付替時 ソフトジェルオフ 1本￥110-～10本￥1.210※フットジェルタイプAのみ1本￥200-～10本￥2.200✦付替時 スカルプオフ 1本￥220-～10本￥2.200✦付替時 ハードジェル 1本￥220-～10本￥2.200-

SPAご利用時
＋￥２．２００－
ハンドネイルケア
(爪の整形・甘皮お手入)
＋￥３．３００－
フットネイルケア
(爪の整形・甘皮お手入)

※他店様のジェルオフは厚めのコーティング・アートによっては、マシーンを使用する場合がございます。

【ハンドSPA】
♡オフのみの方♡
＋￥1.100本格ネイルケア
＋￥1.650本格ネイルケア
＆カラーリング
ご利用頂けます

YouTube
チャンネル
開設
しました

※マニキュアオフ(マニキュアをオフするのみになります)￥550-※
✸お仕上内容✸
ジェルorスカルプオフ→地爪の長さを整える→ツヤ出しorトップコート仕上

【趣味でセルフネイルを楽しむコースもご用意しております】
当セルフネイル教室の特徴：美容を趣味にしてみませんか？
１、1回(単発)完結セミナーもご用意しております。
２、コースで使用する教材は本格プロ仕様。
３、おけいこ感覚で学べるレッスンを心がけております。

✦ソフトジェルオフ 1本～5本 ￥3.300✦ソフトジェルオフ 6本～10本 ￥3.630✦スカルプorハードジェルオフ 1本～5本 ￥3.630✦スカルプorハードジェルオフ 6本～10本 ￥4.180-

●1回完結！オープンセミナー 1回 ￥4.400ｰ
●セルフピールオフジェルコース￥20.000-教材費込
●セルフネイルケア＆カラーリングコース￥30.000-教材費込
●本格セルフジェルコース￥35.000-教材費込

オフのみ

ＳＰＡのみのご利用もお待ちしております

♡ショート(保湿) 15分 ¥1.100♡ミディアム(滑らかマスク・保湿) 30分 ¥3.300♡ロング(かかとケア・滑らかマスク・保湿) 50分 ¥5.500-

●トライアルネイルケアコース全9h(3h×3回)
受講料￥39.600- 教材費￥16.500●自宅サロンネイリストコース全40h(3ｈ×12回＋4ｈ×1回)
受講料￥187.000- 教材費￥66.000-

✸マニキュアジェル✸ストーンアートなどのアートはご利用頂けません
1色(単色orフレンチorグラデーション)

お客様に気持ちよくご利用頂ける様、サロン内の衛生管理はもちろんのこと、ニッ
パーややすりなどはお客様毎に消毒済みのものを使用していきます。

【フットSPA】

【自宅サロンを目指す、プロネイリストを目指す、セカンドスクー
ルをお探しの方・・・など様々なコースをご用意しております。】

※ストーン埋め込み・3Dはご利用いただけません
亀裂・・・など、
お気軽にご相談下さい
補強 +¥110ｰ
長さ出し +¥330-

４、サロン内・ネイル用具の衛生管理を徹底しております。

♡ショート(保湿) 15分 ¥1.100♡ミディアム(滑らかマスク・保湿) 30分 ¥3.300♡ロング(角質ケア・滑らかマスク・保湿) 40分 ¥4.400-

１、担当講師はJNA(日本ネイリスト協会)本部認定講師
最新のネイル情報や検定試験対策なども近くでサポートさせて頂きます。
２、マンツーマンレッスン
個人ネイルスクールなので、講師と生徒様の距離が近く、
生徒様の目標や将来に合わせたレッスンを心がけております。
３、フリータイム(ご予約制)
10:00～16:00(3hレッスンの場合)の間でお好きなお時間をご予約頂けます。
４、サロン併設ネイルスクール
担当講師は現役ネイリスト15年目。
トレンドのアートや最新のネイル用品など目の前で感じて頂けます。
５、卒業後のサポート
スクールコース修了された方は、修了生同士での練習会＆交流会にご参加頂け
ます。

(ソフトジェル・スカルプ) MENU

≪表示価格は全て税込です≫

最後までお読み頂きありがとうございました。

