ご購入について
アクアジェルネイル™に必要な製品は、以下よりご購入いただけます。ご注文は24時間･365日受け付けております。

プロネイリスト･サロン経営者 専用サイト

炭酸ケアから始めるジェルネイルの新提案

プロサロン専用 WEB ショップ

SHINY PRO SHOP

http://shinygel.com/pro/

会員登録および証明書類のご提出が必要です。

PC･タブレット･スマホOK

シャイニージェル SHOP & SCHOOL（実店舗）
札幌店（ネイルスクールマジョリカ札幌校）

栃木店（SpaHULA）

北海道札幌市中央区南三条西 3 丁目
FA-S3 ビル 3F

東京 恵比寿本店
東京都渋谷区東 3 丁目 15-9
プライムハウスⅡ5F（501）

栃木県小山市東城南 4-27-7-R11

0285-31-3523
11:00 〜 21:00

011-272-7555
9:00 〜 20:00

03-3409-2320
11:00 〜 18:00

定休日／水曜

定休日／なし

東京 武蔵野店（Bell ネイルスクール）

東京 リラ恵比寿店

横浜店（ネイルサロン四季）

東京都武蔵野市境南町 2-11-25
プシュケー B1-A

東京都渋谷区恵比寿南 1-11-18
中島ビルⅡ202

神奈川県横浜市中区元町 2-99
ジェイプラザ元町 4F

0422-30-5245
9:00 〜 20:00( 最終受付 17:00)

03-4405-5223
10:00 〜 21:00（土日〜 19:00）

045-663-9229
10:00 〜 20:00（最終受付 18:00）

定休日／なし

定休日／不定休

相模原店（エムズネイル橋本店）

定休日／日･祝

熱海店（Pearl Planet）

定休日／日･月

京都 北山店（アリュームネイルスクール）

神奈川県相模原市緑区橋本 3-18-11
石野ビル 1F

静岡県熱海市海光町 15-13
熱海クリフサイド A-537

京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町 1
セレス北山 1F

042-770-5889
9:00 〜 21:00

050-3695-7030
10:00 〜 17:00

075-702-2255
10:00 〜 20:00（最終受付 18:00）

定休日／なし

定休日／不定休

定休日／土･日･祝･その他不定休

大阪 梅田店（LR ネイルサロン梅田店）

高知店（ブランローズ）

大阪府大阪市北区梅田 1-2-2
大阪駅前第 2 ビル 2F

出雲店（ネイルシュリー）
島根県出雲市大塚町 791-1
大塚青山ビル 307

高知県高知市愛宕町 3 丁目 9-7

088-824-3333
10:00 〜 19:00（土曜〜 16:00）

06-6343-1703
9:00 〜 21:00

0853-25-7675
10:00 〜 17:00

定休日／日･祝

定休日／なし

博多店（ACT JAPAN 博多リバレイン店）

大分店（ネイルスクール nature beau）

福岡県福岡市博多区下川端町 3 番 1 号

台湾 台北店（沙龍之星 Salon Planet）

大分県別府市秋葉町 7-24
センチュリーハイツ日名子 2F

台湾台北市中山區民生東路三段
73 巷 1 號

0977-26-6332
10:30 〜 18:30（土日祝 10:00 〜）

092-409-7158
10:30 〜 19:30

+886 2 2507 5561
11:00 〜 17:00

定休日／なし

定休日／元旦

お問い合わせ

定休日／日･祝

定休日／土･日

アクアジェルネイル™および製品についてのお問い合わせは以下までお願いいたします。

株式会社ワールドビューティワークス

075-956-7700

プロの方

〒617-0828

info@shinygel.com

一般の方

京都府長岡京市馬場2丁目4-7

http://shinygel.com/pro/
http://wbw-nail.com/

アクアジェルネイル

™

Aqua Gelnail

お客様（サロンユーザー）のホンネとは？

ネイルでオシャレしたい！

では、ウォーターケアできない理由は？

爪のトラブルで気になることは？

なぜウォーターケアをしない？

オフ時の乾燥で爪が白くなる

ジェルのもちが悪くなる

爪が薄くなったと感じる

グリーンネイルになりそう

二枚爪になりやすくなった

時間がかかる

でも爪が傷むのはイヤ

ジェルネイルにとって
爪上の水分油分は大敵！

爪周りの乾燥

市場では大手製薬会社もネイルケア分野に参入し、
ここ数年でオイルやクリームなど、ネイル専用の美容保湿剤が多く発売されています。
つまり、それだけ一般消費者が「 爪のダメージケア 」に注目しているということです。

ウォーターケア後にpH調整剤（プレプライマー）を塗布して水分油分を除去することも可能ですが
使用しているpH調整剤がどのpH値に整えているのか、塗布することで爪がどのような状態になるのか、考えたことはありますか？

多くのお客様は、ネイルを楽しみながら

本当はお客様も

爪へのダメージを気にしています。

ネイルケアに高い関心を持っています｡

そこで今、注目されているのがウォーターケア

うるおい補給

保湿効果
血行促進

（温浴効果による）

皮脂汚れの除去

ジェルの定着性アップ

ウォーターケアが推奨されている理由は？
ドライケアでは取り切れない甘皮や硬い角質も丁寧に処理することができる
スッキリとした長く美しい爪になり見た目の印象が変わる
余分な甘皮や角質ををしっかりと除去することで、
オイルなどの保湿効果を得やすい指先になる

すべてのニーズにこたえ、爪先から手全体まで
オールケアを叶えるジェルネイルプログラム
それが炭酸ケア＋ジェルネイルの新提案

でも
ウォーターケアを実施している店舗は実は少ない

アクアジェルネイル™

（10,030店舗中1,333店舗）※

13%

実施している 約

87%

実施していない 約

※サービスメニューに「ジェルネイル」を含む店舗のうち、
「ウォーターケアをする」
という旨の記載がある店舗数（弊社調べ／2017年4月時点）

お客様はネイルケアを気にしているけど

サロンでは理想的なケアができていない｡

炭酸美容理論を利用した新しいウォーターケア、
さらにジェルネイルのもちが良くなる

理想的なリラクゼーションメニュー。
大切なお客様の爪を健康的に、美しく、ずっとキレイでいていただくために。
アクアジェルネイルは、地爪の美と健康をいたわりながら
ジェルの定着性もアップする、
まったく新しいサービスプログラムです。

炭酸美容理論を利用した新しいサービス

アクアジェルネイル って？
™

What is Aqua Gelnail?
アクアジェルネイル™とは、シャイニージェルが提案する炭酸美容理論を利用したケア＆リラクゼーションサービスです。
新しいメニュー展開と、より質の高いサービスをサロンに取り入れ、他店との差別化を目指します。

アクアジェルネイル™の施術プログラム

アクアジェルネイル™の導入メリット

施術前のウォーターケア
Step

1

手軽に

炭酸バブルトリートメント
うるおいを与える

肌のキメを整える

温浴効果による血行促進

ルーススキンの除去

炭酸スキンケア

施術前に

ウォーターケア

ジェルの

定着アップ

※パワーベース使用時

他店にはない

プレミアム感で

特別メニュー

客単価アップ

炭酸バブルトリートメントの高濃度炭酸水による手全体のスキンケアをします。

その後、手浴（足浴も可）をしながら甘皮処理など、
ウォーターケアでプレパレーションを行います。

炭酸美容メニューを
手軽に導入できます。

ウォーターケアと
ドライケアよりも美しく
サービスに付加価値をつけ
パワーベースの組み合わせで、
プレパレーションできます。
他店と差別化できます。
定着性がアップします。

特別プログラムとして
プレミアム感を演出することで
客単価アップが期待できます。

ジェルネイル施術
Step

2

パワーベースを使用して施術
ウォーターケアとの組み合わせで定着力アップ

爪を傷めない弱酸性ジェル

ウォーターケアでうるおいを与えた爪に、
ジェルネイルの施術をします。

サロンユーザーであるお客様も実感

ウォーターケア後のベースジェルは、水分に反応して密着力を高める機能をもつパワーベースを使用します。

手全体に

ジェルオフ（ネイルチェンジ）
Step

3

うるおい補給

リムーバーで簡単オフ
パワーベースだから簡単スピードオフ

なめらかな
指先に

時短オフで効率アップ

ジェルリムーバー（アセトン）
でオフします。パワーベースはオフが簡単だからスピードも効率もアップ。
ネイルチェンジをする場合はステップ1へ、オフで終了する場合はステップ4へ進みます。

爪先だけでなく手全体に
うるおいを与えます。

ウォーターケアにより
皮脂汚れや角質を除去し
スッキリとなめらかな指先に。

ジェルの

定着アップ

※パワーベース使用時

ジェルのもちが良くなり
顧客満足度もアップ。

手浴による

健康的で

血行促進

美しい爪に

温浴効果で血行促進が
期待できます。

炭酸美容と弱酸性ジェルで
健康的で美しい爪へと
導きます。

施術後の保湿トリートメント
Step

4

炭酸バブルトリートメント
うるおいを与える

肌のキメを整える

温浴効果による血行促進

しっとり保湿

オフ後も炭酸バブルトリートメントで手全体のスキンケアをし、オイル等で保湿します。

「もう､このサロンじゃないとダメ」と思わせる
クオリティの高いサービスを｡

マッサージやパック等を同時に行うと保湿効果が得やすくなり、お客様にも喜ばれます。

水分がジェルの定着力アップのカギに！
ウォーターケアと相性◎のパワーベースだからできる
特別なジェルネイルプログラムです。

サロン様にも､お客様にも､

アクアジェルネイル™で満足をご提供します｡

ポイントをしっかり抑えてお客様にご提案しましょう

The point of Aqua Gelnail

アクアジェルネイル™のポイント①

炭酸バブルトリートメント

①容器にお湯を張り
1剤を入れよく混ぜる

アクアジェルネイル™で使用するもの
アクアジェルネイル™では以下のものを使用します。

炭酸バブルトリートメントは、炭酸浴を利用したスキンケア剤です。

アクアジェルネイル™と同時にパックやマッサージ等をする場合は、必要なものを事前に準備しておきましょう。

使用方法

手軽に始められるリラクゼーションメニューとして、サロンメニューの拡大と
客単価アップ、サービス内容の向上、お客様の満足度アップが期待できます。

②2剤を入れてよく混ぜる

③手または足を入れて温浴

パワーベースは水分に反応
※イメージ

アクアジェルネイル™のポイント②

パワーベースと相性◎

SHINYGEL professional

SHINYGEL professional

パワーベース

シャイニーピュアオイル

1セット￥350 [2-40]／10セット￥2,160（業務用）

25g￥8,800／12g￥4,500／ 5g￥2,000

10mL･2.5mL￥1,500 [10-50]

パワーベースは水分によって定着性が高まる機能があります。アクアジェルネイ

水分
水分に反応

SHINYGEL professional
炭酸バブルトリートメント1剤･2剤

ル™は、ジェルネイル施術前に炭酸バブルトリートメントの手浴･足浴によって
水分

爪

ジェル
爪

肌や爪先にうるおいを与えるため、パワーベースの定着性がさらにアップし、リ
フトしにくい施術を提供することができます。

35〜38℃前後のお湯

ウォーターケア道具

炭酸浴用の容器

アクアジェルネイル™のポイント③

タオル

（ハンドバス･フットバス等）

他店との差別化
アクアジェルネイル™の導入には多くのメリットがあります。パワーベースとア
クアジェルネイル™を同時に導入することで、客単価アップ、ジェルの定着性ア
ップなどサロン側のメリットも大きいですが、爪先から手全体まで健康的で美し
い肌へと導くメニューは、施術を受けるお客様に大変喜ばれます。「このサロン
じゃないとダメ」と思わせる魅力的なサービスを提供することができます。

保温用ミトンまたは保温用タオル
（パックなどする場合）

ジェルネイル道具

ご購入について
アクアジェルネイル™に必要な製品は、以下よりご購入いただけます。ご注文は24時間･365日受け付けております。

プロネイリスト･サロン経営者 専用サイト

炭酸ケアから始めるジェルネイルの新提案

プロサロン専用 WEB ショップ

SHINY PRO SHOP

http://shinygel.com/pro/

会員登録および証明書類のご提出が必要です。

PC･タブレット･スマホOK

シャイニージェル SHOP & SCHOOL（実店舗）
札幌店（ネイルスクールマジョリカ札幌校）

栃木店（SpaHULA）

北海道札幌市中央区南三条西 3 丁目
FA-S3 ビル 3F

東京 恵比寿本店
東京都渋谷区東 3 丁目 15-9
プライムハウスⅡ5F（501）

栃木県小山市東城南 4-27-7-R11

0285-31-3523
11:00 〜 21:00

011-272-7555
9:00 〜 20:00

03-3409-2320
11:00 〜 18:00

定休日／水曜

定休日／なし

東京 武蔵野店（Bell ネイルスクール）

東京 リラ恵比寿店

横浜店（ネイルサロン四季）

東京都武蔵野市境南町 2-11-25
プシュケー B1-A

東京都渋谷区恵比寿南 1-11-18
中島ビルⅡ202

神奈川県横浜市中区元町 2-99
ジェイプラザ元町 4F

0422-30-5245
9:00 〜 20:00( 最終受付 17:00)

03-4405-5223
10:00 〜 21:00（土日〜 19:00）

045-663-9229
10:00 〜 20:00（最終受付 18:00）

定休日／なし

定休日／不定休

相模原店（エムズネイル橋本店）

定休日／日･祝

熱海店（Pearl Planet）

定休日／日･月

京都 北山店（アリュームネイルスクール）

神奈川県相模原市緑区橋本 3-18-11
石野ビル 1F

静岡県熱海市海光町 15-13
熱海クリフサイド A-537

京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町 1
セレス北山 1F

042-770-5889
9:00 〜 21:00

050-3695-7030
10:00 〜 17:00

075-702-2255
10:00 〜 20:00（最終受付 18:00）

定休日／なし

定休日／不定休

定休日／土･日･祝･その他不定休

大阪 梅田店（LR ネイルサロン梅田店）

高知店（ブランローズ）

大阪府大阪市北区梅田 1-2-2
大阪駅前第 2 ビル 2F

出雲店（ネイルシュリー）
島根県出雲市大塚町 791-1
大塚青山ビル 307

高知県高知市愛宕町 3 丁目 9-7

088-824-3333
10:00 〜 19:00（土曜〜 16:00）

06-6343-1703
9:00 〜 21:00

0853-25-7675
10:00 〜 17:00

定休日／日･祝

定休日／なし

博多店（ACT JAPAN 博多リバレイン店）

大分店（ネイルスクール nature beau）

福岡県福岡市博多区下川端町 3 番 1 号

台湾 台北店（沙龍之星 Salon Planet）

大分県別府市秋葉町 7-24
センチュリーハイツ日名子 2F

台湾台北市中山區民生東路三段
73 巷 1 號

0977-26-6332
10:30 〜 18:30（土日祝 10:00 〜）

092-409-7158
10:30 〜 19:30

+886 2 2507 5561
11:00 〜 17:00

定休日／なし

定休日／元旦

お問い合わせ

定休日／日･祝

定休日／土･日

アクアジェルネイル™および製品についてのお問い合わせは以下までお願いいたします。

株式会社ワールドビューティワークス

075-956-7700

プロの方

〒617-0828

info@shinygel.com

一般の方

京都府長岡京市馬場2丁目4-7

http://shinygel.com/pro/
http://wbw-nail.com/

アクアジェルネイル

™

Aqua Gelnail

