
スプリング ブルーム

6213

ほんのり桜色に細かなグリッ
ターが奥行きをプラス。

シャイニー シルク

6219

絹糸のようなツヤ感が美
しいホワイトシルバー色。

コスモス メタリック

壮大な宇宙への憧れは、
希望の輝き。

クレオパトラ ジュエリー

6226

高貴な光沢はオリエンタ
ルストーリーのイメージ。

メタリック シルバー

6227

パーティシーンにもタウンで
も合わせやすいシルバー。

エレガント ホワイト

6228

プラチナのような優雅な
ツヤ感がステキ。

リスペクト

6229

スタイリッシュに決まるき
れいなブルー。

ノーブル グレー

6230

お洒落なアッシュグレーは
さりげなく高貴な印象。

フレッシュ ブルー

6231

清涼感あふれるきれいな
水色。

ひだまりのように、心にうれし
いサンシャインイエロー。

きれいに馴染む、透明感の
あるメタリックゴールド。

バラの存在感と、華やかさを
品よく感じさせるカラー。

爽快感がステキなパール
系グリーン。

ペパーミント パール

6232

サニー スポット

6233

ゴールド ミスト

6234

クラシック ローズ

6235

ハピネス ホワイト

6236

ブライダル気分もあふれる
純白ホワイト、花嫁の白。

ネイチャー マインド

6225

心和むテラコッタ色は肌映
りもいい色。

ピュア ブーケ

6243

純粋な心は、人を癒す美
しいブーケ。

ブリリアント シャワー

6244

キラキラ輝くラメが気持
ちまで輝かせてくれる。

ウィッシュ ドリーム

6245

夢を叶えるのは願う気持
ち。

ローリエ マインド

6246

知恵と栄光の象徴、月桂
樹カラーで心に勇気を。

ガールズ コレクション

6247

女子だから楽しめる、キレ
イ系ピンク。

正統派のお洒落に遊び心
をプラス。

ほろ苦いけれど優しい、大
人のダークカラー。

ヨーロッパの秋の街をイ
メージした枯葉カラー。

誠実な女性をイメージし
た優しいカラー。

シンシア ウーマン

6248

トラディッション グリーン

6249

ビター マインド

6250

イングリッシュ オータム

6251

スターダスト ビューティ

6252 6253

まばゆいばかりに輝く星
屑をネイルに。

ミラクル ルージュ

6220

ステキなことが起こりそ
うなきれいな赤。

ネオ グレー

6221

青みがかった綺麗系グ
レーで颯爽と出かけたい。

ナチュラル マインド

6222

オフホワイトマット系。肌
馴染みもよい。

シェル ピンク

6223

貝殻のようなつやつや感
が美しいピンク。

プリティー  ガール

6224

キュートな指先にしてくれる
かわいいチェリーカラー。

グレースフル ローズ 

6216

指先を上品に飾るスタイ
リッシュなバラ色。

シャイニー ギャラクシー 

6218

夜空に輝く銀河のように
心に暖かい輝き。

ストロベリー ミルク 

6217

イチゴ＆ミルクのカクテ
ルをイメージした大人の
ピンク色。

スウィート
シャーベット

6214

優しい感じの優しいサー
モン系ピンク。

トラディショナル
マインド

6215

オフィスでも活躍するきれ
いなベージュ系ピンク。

ラッキー リーフ

6237

幸せのお守り、四つ葉の
クローバーみたいな優し
いモスグリーン。

トゥルー フィーリング

6208

自分らしく、本当の気持ち
に向き合う女性に。

ポジティブ レッド

6209

細かいグリッター入り、き
れいに映える赤で気分も
上々。

シャイニー ドリーム

6210

細かなラメ入りが品よく輝
くシャンパンゴールド。

レインボー エンジェル

6211

カラフルなラメ入り。いた
ずら好きな天使のような
指先に。

ベスト フレンド

6212

カラー選びに迷った時は、
落ち着いたピンク系ベー
ジュがおすすめ。

スモーキー ピンク

6202

優しい透明感あふれるあ
わいピンク。

エンジェル ベージュ

6182

天使をイメージさせる、き
れいなコーラルピンク。

コスモポリタン ローズ

6203

さりげなく洗練された印
象のローズカラー。

グレースフル レディー

6204 6205

上品なお嬢様気分で楽し
みたい好印象ピンク。

フレッシュ ブリーズ

そよ風のような心地いい
透明感のあるアイボリー。

6206

マジカル ベール

優しく指先を彩ってくれる幻
想的なシースルーピンク。

6207

ビリーブ マイセルフ

自分を大切にできるから、
優しくできるんだよ。

ネイルズユニーク  ネイル ポリッシュ
サロンプロダクツ（速乾） 全48色
ご自宅で気軽に楽しめるように開発された「超速乾ポリッシュ」です。
ネイルサロンのように、ベースコート→お好きなカラーのポリッシュ→トップコートの順に塗るこ
とで、カラーがより長持ちします。

1本 … 12ml  1,700 円



14ml  700 円

ネイルポリッシュ専用の薄め液。粘度を調整します。

〉液め薄〈 トンベルソ クーニユズルイネ
7003

95ml  1,200 円

ネイルポリッシュを除去するリムーバー。ホホバ種子油・マカデミア種子油
〈保湿成分〉配合の爪に優しい除光液です。

ネイルズユニーク ノンアセトン ポリッシュリムーバー マイルド
7004

12ml  1,700 円

カラーを塗る前に塗布することで、発
色と定着性を良くします。

ネイルズユニーク
ベースコート 

6000

12ml  1,700 円

ネイルポリッシュの仕上げに塗ること
で、光沢を良くし、カラーの持ちも良く
なります。

ネイルズユニーク
トップコート

6001

58ml  2,000 円

ネイルポリッシュの仕上げに、トップコート
を塗った後に吹き付けることで乾燥時間の
短縮に役立ちます。

ネイルズユニーク
〉性乾速〈 ーレプスイラドクッイク

7002

爪から20㎝以上離して
吹き付けてください。

100ml  1,100 円

ネイルズユニーク ノンアセトン
ポリッシュリムーバー
ノーマル 

7005

300ml  2,500 円7006

ラメ入りのポリッシュや素早くポリッシュを落としたい時
にオススメの、ネイルサロンでも使用しているリムー
バー。ホホバ種子油・オリーブ果実油・アロエベラ葉エキ
ス〈保湿成分〉を配合しています。

100ml  1,100 円

ネイルズユニーク ジェルリムーバー

7007

300ml  2,500 円7008

ソフトタイプのジェルをオフする専用のリムーバー。爪に
優しいホホバ種子油・オリーブ果実油・アロエベラ葉エキ
ス〈保湿成分〉を配合。

8.5ml  1,300 円

ベースコートの前に塗布し、地爪の水分
や油分を除去し、ネイルポリッシュのモ
チを良くします。

ネイルズユニーク プレプライマー
7001

12ml  2,000 円

ネイルズユニーク
リッジフィラー

6002

爪の表面のタテ筋や凹凸が気になる
方におすすめのベースコート。

12ml  2,500 円

ネイルズユニーク
マットトップコート

6003

光沢を抑えた、マットな仕上がりがお
しゃれに楽しめるトップコート。

12ml  2,500 円

ネイルズユニーク
スーパーシャイントップコート

6004 今冬発売予定

ツヤツヤしたジェルのような輝きを楽
しみたいときにぜひお試しください。

12ml  3,500 円

ネイルズユニーク
ネイルプレートグロウス
〈ネイルトリートメント〉

7009

爪や爪の周りに塗布して、爪のケアや普段
のお手入れにお使いください。

12ml  2,500 円

傷んでいる爪や弱い爪の方におすすめ。
地爪を健やかに保つことができるベー
スコートです。

ネイルズユニーク
ネイルストレングスナー
〈爪強化剤〉

7000 今冬リニューアル



Option
オプション

OR

※1　トップコートで仕上げたのち、クイックドライスプレーを吹き付けてから5分～7分で乾燥することを目指して開発しています。

ネイルズユニーク
ネイル ポリッシュ・サロンプロダクツ

目指したのは、超速乾。
サロンで人気のカラーを中心に、感性に応えるニュアンスカラーをお届けします。

一口にピンク色といっても、青みがかったピンクや黄系のピンク、
透明感のあるピンクなど、実際に爪に塗った時の印象は異なります。
ぜひ、実際に試してみてそのカラーの繊細な表情をお楽しみください。

● 表面だけでなく、しっかり乾くことを目指した「速乾」タイプのネイルポリッシュ。
● 発色の良さと光沢を保ちつつ、素速い乾燥を目指しました。※1

●ご自宅で手軽にカラーリングをお楽しみいただける、塗りやすさと操作性を実現。

カラーをお 楽しみ いただくため のカラーリングステップ

最初に、ネイルズユニー
ク プレプライマーを地爪
に塗布します。

ネイルズユニーク ベー
スコートを塗布します。爪
の側面も丁寧に塗ると持
ちがよくなります。 

爪が薄い、弱いと感じる方に
オススメ。

爪の表面の凹凸が気になる方に。

光沢を抑えた、マットな仕上がり。

ツヤツヤの光沢がお好きな方に。

1

OR

ポリッシュドライヤーなど
冷風にあてるとさらに早く
乾燥します。

ネイルズユニーク クイッ
乾速〈 ーレプスイラドク

性〉
※爪から20cm以上離し
て吹き付けてください。

4

ネイルズユニーク トップ
コートを塗布します。

3

ネイルズユニーク ネイ
ルポリッシュを、ブラシを
素早く動かしながら塗布し
ます。 2度塗りでボトルの
色になります。

2

ネイルサロンで塗ったポリッシュのように、発色が良くしかも長持ち。
ご自宅でも実現していただくために、カラーリングステップでお楽しみください。

Option
オプション

OR

OR
ネイルズユニーク
スーパーシャイントップ

ネイルズユニーク
マットトップコート

ネイルズユニーク
ネイルストレングスナー〈爪強化剤〉

ネイルズユニーク
リッジフィラー



ネイルズユニーク
ハンド&ボディスクラブ

お肌のキメを整えます。

健やかな爪のためのキューティクルクリームやオイル。
お肌の保湿に欠かせないローションなど、ネイルサロンでも活躍しているアイテムです。

2.6ml  2,200 円

外出先でも塗りやすいペンタイプのキューティクル
オイル。カチッとノックするだけで適量を甘皮に塗布
できます。ホホバ種子油・オレンジ油・アボカド油の3
種類のオイルとマスチック樹脂〈保湿成分〉で爪を健
やかに保ちます。

ネイルズユニーク
キューティクルオイル
〈ペンタイプ〉

8006

15g  2,500 円

加水分解ケラチン・水溶性コラーゲン・ヒアル
ロン酸・マスチック樹脂〈保湿成分〉配合のク
リーム。爪の周りに優しくなじませます。

ネイルズユニーク
キューティクルクリーム

8001

7ml  1,600 円

ホホバ種子油・オレンジ油・アボカド油の
3種類のオイルとマスチック樹脂〈保湿成
分〉で爪を健やかに保ちます。

ネイルズユニーク
キューティクルオイル

8004

15g  2,000 円

ヒアルロン酸・加水分解ケラチン・マスチック
樹脂〈保湿成分〉配合。ネイルサロンでネイル
ケアをする時に、甘皮を柔らかくするために使
用します。

ネイルズユニーク
キューティクルリムーバー

8000
プロユース

※サロンでネイルケア時に使用しています。
※ご自宅では、使用後に手洗いをし、キューティクルクリームで保湿をしてください。

30g     800 円

ネイルズユニーク
ハンド&ボディローション 

8002

250g  2,600 円8003

手、足、全身の乾燥が気になるお肌に潤いを与えるロー
ション。ヒアルロン酸で保湿、加水分解コラーゲン〈保湿
成分〉がお肌を健やかに保ちます。

110g  2,500 円

キメ細かなスクラブ粒子で優しくマッ
サージしてお肌のキメを整えます。ホホ
バ種子油や水溶性コラーゲン〈保湿成
分〉がお肌の水分、油分を補います。

ネイルズユニーク
ハンド&ボディスクラブ

8005

OR

ご自宅で のモイスチャーケア
清潔な手や指に、以下の順に使用します。

ネイルズユニーク
キューティクルクリーム

甘皮に馴染ませます。 マッサージするように
馴染ませます。

ネイルズユニーク
キューティクルオイル

ネイルズユニーク
キューティクルオイル
〈ペンタイプ〉

21

ネイルズユニーク
ハンド&ボディローション

3 4

Option
オプション

ネイルズユニーク アルティミッド
キューティクルセラム

甘皮部分に塗布して馴染ませます。甘皮部分に塗布し
やさしくすりこみます。



お肌のお手入れにうれしいエイジングケア※商品。
ネイルサロンでのお手入れを、ご自宅でもお楽しみいただけます。

12ml  3,000 円

爪を健やかに保つために欠かせないアルガンオイル
（アルガニアスピノサ核油）・4種類のセラミド・フ
ラーレン〈保湿成分〉を配合した美容液。キューティク
ルのお手入れにおすすめです。日常生活でもこまめ
に塗布してください。

ネイルズユニーク アルティミッド
キューティクルセラム

9000

7ml  2,000 円

キューティクルを保湿して、健やかな爪を保ち
ます。ほんのりやさしい香りです。アルガンオイ
ル（アルガニアスピノサ核油）・4種類のセラミ
ド・マスチック樹脂〈保湿成分〉でエイジングケ
ア※へも配慮しています。

ネイルズユニーク アルティミッド
キューティクルオイル

9003

30g  1,000 円

ネイルズユニーク アルティミッド
ハンド&ボディローション

9001

250g  3,300 円9002

美しく年齢を重ねるためのエイジングケア※で、潤い
に満ちたお肌へ。5種類のセラミド・ヒアルロン酸・水
溶性コラーゲン・アルガンオイル（アルガニアスピノ
サ核油）〈保湿成分〉配合のローションをたっぷり全身
にお使いください。

ご自宅でのエイジングケア※

清潔な手や指に、以下の順に使用します。

ネイルズユニーク
キューティクルクリーム

甘皮を保湿します。 マッサージするように
馴染ませます。

ネイルズユニーク
アルティミッド
キューティクルオイル

甘皮に塗布します。
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ネイルズユニーク
ハンド&ボディスクラブ

お肌のキメを整えます。

ネイルズユニーク アルティミッド
ハンド&ボディローション
オリジナル

3

お肌に吹き付けて
優しく馴染ませます。

ネイルズユニーク アルティミッド
ハンド&ボディオイル
スプレー

ネイルズユニーク
アルティミッド
ハンド&ボディバター

5 64

Option
オプション

塗布します。

ネイルズユニーク
アルティミッド
キューティクルセラム

甘皮に塗布します。

110g  3,000 円

特に乾燥が気になる部分に潤いを与えるボ
ディバター。アルガンオイル（アルガニアスピノ
サ核油）、4種類のセラミド、加水分解コラーゲ
ン〈保湿成分〉で、年齢を重ねた肌へのエイジン
グケア※に配慮しています。

ネイルズユニーク アルティミッド
ハンド&ボディバター

9005

150ml  3,600 円

乾燥が気になるところに吹き付けてから軽くなじま
せます。さらっとした感触とほのかな香りが心地いい
ボディオイル。4種類のセラミド・アルガンオイル（ア
ルガニアスピノサ核油）・フラーレン・ヒアルロン酸
〈保湿成分〉でエイジングケア※へも配慮しています。

ネイルズユニーク アルティミッド
ハンド&ボディオイルスプレー

9004

※年齢を重ねた肌に潤いを与えること

Hand & Body
Lotion

Hand & Body
Lotion

30g  1,100 円

ネイルズユニーク アルティミッド
ハンド&ボディローション オリジナル

9006

250g  3,500 円9007

アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油） 4種類の
セラミド、3種類のコラーゲンと、ヒアルロン酸〈保湿
成分〉を配合したローション。濃密で華やかな香りが
より一層お楽しみいただけます。

NEW



爪と手足のお手入れに、さらに、機能性を高めた製品をご提案。
エイジングケア※やダメージについても配慮して、
より高いご要望にお応えして
長くご愛用いただけるアイテムをお届けします。

日本 の ネイル 業 界 を牽 引する
ネイルズユニークが
長 年 の サロンワークでお 世 話 になった
お 客 様 のため に 商 品 を開 発しました。

「ご自宅で手軽にネイルを楽しんでいただきたい」
「ネイルサロンでの時間もより、楽しんでいただきたい」
そんな想いをベースに、今、ネイルサロンが提供できることをカタチにしていきたい。
それが、プライベートブランドの誕生へとつながりました。

ネイルズユニーク プライベードブランドの特長

● 全国に90店舗以上の直営サロンで使用する「サロンユース」商品です。
●日本の気候、風土に合った品質と安心安全に配慮したMADE IN JAPAN 商品です。
●ご自宅での使用に応えるために、使いやすさ、快適性を考慮しています。
● 長くご愛用いただくためのホームケア商品も展開しました。

［ ネイル ポリッシュ］

［ モイスチャーケア ］

［ エイジング ケア ※］

ネイルサロンのノウハウで生まれた、超速乾ポリッシュ。
美しい光沢、きれいなカラーを、
「おうちで」楽しんでいただけます。

幅広い年代のお客様が気軽に楽しんでいただける、
爪と手足のケアを中心にした製品開発。
普段のお洒落やお手入れにご愛用いただける
アイテムをお届けします。

※年齢を重ねた肌に潤いを与えること


