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Inspired by Facial Skin Care. 
         Perfected for Clients’ Hands & Feet.

フェイシャルスキンケアから生まれたハンド&フットケアシステム
「オーピーアイ プロスパ」



■ デイジー（ヒナギク花）エキス
 肌のキメを整え、 透明感のある肌に

■ ペプチド
 潤いを与え、 ハリのある肌へ

■ ビタミン C
 肌にハリを与え、透明感のある肌に

The New Face of
 Mani/Pedi Skincare
フェイシャルスキンケアから生まれたハンド&フットケアシステム
「オーピーアイ プロスパ」が誕生！
プロフェッショナル ネイル＆ケアのリーディングブランドであるオーピーアイが、 
プロの皮膚科学の観点から手足のトータルケアに着目したスパシステムを開発
しました。

「オーピーアイ プロスパ」は、フェイシャルケアに使われる成分とテクノロジーを
ハンド、フットケアに取り入れた、プロフェッショナルサロンスキンケアシステム
です。 エイジングケア*に効果的な独自のフォーミュラで外的環境からお肌を守り
ふっくらとハリのあるお肌へと導きます。 

「オーピーアイ プロスパ」で、 至高のマニキュア&ペディキュアサービスを展開
しませんか。
*年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと

■ クプアスバター

■ ホワイトティ エキス   

プロスパに配合される主要成分

■ ラベンダーエキス
ラベンダーの花から抽出したエキスで肌を滑らかに 

■ アボカド リピッド コンプレックス
肌を健やかに整える、アボカドオイルやリン脂質を配合
したオーピーアイ独自の複合保湿成分

各プロスパ製品には、美しい素肌に導くための最適な成分が配合されています。

クプアスは、「神の果物」とよばれるカカオの仲間でアマゾン原産の熱帯植物です。
必須脂肪酸やビタミンを含む、 天然のクプアスの種子からコールドプレスされた
バターは、 体温でとろける柔らかさで肌なじみが良く、 シアバターよりもさらに水分
保持力に優れています。 また、 エイジングケア*に効果的なナイアシン（ビタミンB3）
やポリフェノールなどが含まれており、 乾燥したお肌の保湿バランスを整え、 より
長時間潤いをキープして滑らかな肌へと導きます。 

お茶の新芽から抽出したホワイトティエキスは、 緑茶エキスの2倍以上も多くポリフェ
ノールを含み、 お肌を紫外線などの外的環境から保護します。 お肌にハリや弾力を
もたらすなど、 エイジングケア*としての美肌効果が期待できます。
*年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと

Hero Ingredients  
   Featured Across All Products

日常生活において、紫外線や乾燥、水仕事など様々な外的環境にさらされる
手は体のどの部分よりも年齢がでやすく、足は体重を支えたり、地面
からの衝撃を吸収したりと、日々ダメージを受ける部分です。

実際にフェイシャルケアで使用されている成分とテクノロジーを取り
入れて開発されたプロスパは、爽やかなシトラスハーブの香りで気分を
リラックスさせながら、皆様の手足をより美しく仕上げます。

“
”



プロスパ  プロテクティブ  ハンドネイル＆キューティクルクリーム
ProSpa Protective Hand Nail & Cuticle Cream
AS P01 / 50ｍL  2,000円 (11-00)    AS P02 / 118ｍL  3,600円 (20-00)    AS P03 / 236ｍL  6,500円 (36-00)

皮脂に近い成分でお肌を保湿するシアバター、 カカオバターに加え、 肌への馴染みが良いクプアスバターでより長時間潤いをキープし、
肌を滑らかに整えます。 ふっくらとハリのあるお肌に保つペプチド、 タンパク質が豊富な加水分解ケラチン*が、 保湿しながら爪を健やかに
整え、乾燥しがちな手肌と甘皮周りを潤いのベールで保護します。 朝晩のお手入れだけでなく、 家事の後や外出先でも手軽にハンド&
ネイルのトータルケアができます。 
*加水分解ケラチン： ケラチンは表皮の角質層や毛髪、 爪などに含まれるタンパク質で、 加水分解することで皮膚や爪に対して親和性があり、 お肌に潤いを
与え、健やかに保ちます。

使用方法： 適量（使用目安：両手さくらんぼ1粒大）を手にとり、 手のひらで温めてから、 マッサージするようにやさしく手全体になじませもみほぐします。

プロスパ  プロテクティブ  ハンドセラム
ProSpa Protective Hand Serum
AS P20 / 60ｍL  4,300円 (24-00)    AS P21 / 112ｍL  6,300円 (35-00)

美肌成分の持続型ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）とデイジーエキスが、 透明感のある肌に見せてくれます。 ハリのある
お肌にサポートするぺプチドが潤いを保ち、 みずみずしい手肌に導きます。

使用方法： 手の甲にワンプッシュとり、 やさしくすり込むよう手全体になじませます。

プロスパ  マイクロ  エクスフォリエート  ハンドポリッシュ
ProSpa Micro Exfoliating Hand Polish
AS M01 / 118ｍL  2,700円 (15-00)    AS M02 / 236ｍL  4,900円 (27-00)

手肌に優しいミクロ粒子のパラフィンスクラブで古い角質を取り除き、 ごわつきやかさついた肌のキメを整え、 柔らかなお肌に導きます。
肌にハリを与えるビタミンC配合で、透明感のある肌に整えます。

使用方法： 適量（使用目安：両手アーモンド1粒大）を手にとり、乾いた手全体にマッサージするようにやさしくすり込みます。 約2分後に温かいタオルでしっかり
              拭き取ります。

プロスパ  ネイル&キューティクルオイル  トゥゴー
ProSpa Nail & Cuticle Oil To Go
AS 203 / 7.5ｍL  2,000円 (11-00)

ネイル&キューティクルオイルをジェル状にし、 ポーチやバッグに入れて持ち運びができる便利なチューブタイプの甘皮用オイルです。
保湿力に富んだグレープシード、 ククイナッツ、サンフラワーオイルが指先に素早く馴染み、乾燥から守ります。 オーピーアイ独自の複合
保湿成分アボカド リピッド コンプレックスに加え、 伸びの良いクプアスバターで必要な保湿成分を補い、 ホワイトティエキスが指先を
柔軟に保ちます。 毎日のご使用により甘皮をささくれなどから守り、 甘皮だけでなく爪の裏側と指の付け根（ハイポニキウム）にも塗布
することで、 爪を健やかに整えます。

使用方法： チューブ本体を軽く押し、 乾燥した甘皮周りに塗布しマッサージするようになじませます。

プロスパ  ネイル&キューティクルオイル
ProSpa Nail & Cuticle Oil
AS 200 / 8.6ｍL  1,900円 (10-50)    AS 201 / 14.8ｍL  3,200円 (18-00)    AS 202 / 28ｍL  5,400円 (30-00)

保湿力に富んだグレープシード、 ククイナッツ、 サンフラワーオイルが指先に素早く馴染み、乾燥から守ります。 オーピーアイ独自の複合
保湿成分アボカド リピッド コンプレックスに加え、 伸びの良いクプアスバターで必要な保湿成分を補い、 ホワイトティエキスが指先を
柔軟に保ちます。 毎日のご使用により甘皮をささくれなどから守り、 甘皮だけでなく爪の裏側と指の付け根（ハイポニキウム）にも塗布
することで、 爪を健やかに整えます。

使用方法： 毎日のお手入れに、 乾燥した甘皮周りに塗布しマッサージするようになじませます。

プロスパ  エクスフォリエート  スクラブ
ProSpa Exfoliating Sugar Scrub
AS E01 / 136g  2,700円 (15-00)    AS E02 / 249g  4,900円 (27-00)

肌触りが柔らかいシュガークリスタルが硬くなった角質をやさしく取り除き、 シルクのような滑らかな足へと導きます。 お肌への柔軟効果が
あるカノラ油、 植物由来のフルーツエキス、 保湿効果の高いアボカドオイルに加え、 保水力に優れたクプアスバターなどが、 必要な潤いを
残しながら余分な角質を取り除き、お肌を柔らかく保ちます。

使用方法： 適量（使用目安：両足マスカット3粒大）を手にとり、 やさしくマッサージするように硬くなっている角質を取り除き、洗い流します。

プロスパ  スージング  ソーク
ProSpa Soothing Soak
AS A01 / 110g  2,000円 (11-50)    AS A02 / 204g  3,600円 (20-00)

お湯に溶けやすい粒状のソークで、 ペディキュアサービスの始めに足を清潔にすることができます。 温泉の成分としても含まれている
ミネラル成分の硫酸マグネシウムと、クプアスバターで保湿バランスを整えながら、 ホワイトティエキスで肌を引き締め、 カレンデュラ、
セイヨウトチノキ、 セージエキスが、 潤いのあるお肌に保ちます。

使用方法： 温かいお湯を入れたフットバスに付属のスプーン1杯（3.7Lに対しスプーン1杯）を溶かし、 約2分間の足浴をおすすめします。

プロスパ  ディスポーザブル  フットファイル & ディスポーザブルシール
ProSpa Dual Sided Foot File with Disposable Grit Strip
人間工学に基づいた持ちやすいデザインの両面フットファイルで、 硬くなった角質を取り除きます。 80&120グリットの付け替え可能な
シール付きで、 80グリッドで気になる角質を取り除き、120グリッドで滑らかに仕上げます。 消毒可能なプラスチック製のフットファイル
で、お客様ごとにシールを取り換えて衛生的に使用することができます。

AS 100  プロスパ  ディスポーザブル  フットファイル  2,100円 (12-00) 
AS 102  プロスパ  ディスポーザブルシール  120グリット  20枚入   2,700円 (15-00) 
AS 103  プロスパ  ディスポーザブルシール    80グリット  20枚入   2,700円 (15-00) 

プロスパ  インテンシブ  カルススムージングバーム
ProSpa Intensive Callus Smoothing Balm
AS C50 / 118ｍL  2,700円 (15-00)    AS C51 / 236ｍL  4,900円 (27-00)

乾燥して硬くなった踵や角質を乳酸が柔らかく整えます。 オーピーアイ独自の複合保湿成分アボカド リピッド コンプレックスと、 保湿
バランスを整えるクプアスバターなどが、 お肌を滑らかな状態にキープします。 整肌効果のあるカモミールエキスで肌を保護します。
夜寝る前に塗布するのもお勧めです。

使用方法： 適量（使用目安：両足パール2粒大）を手にとり、 硬くなっている部分に塗布しなじませます。  洗い流す必要はありません。

プロスパ  アドバンス  カルスソフニングジェル
ProSpa Advanced Callus Softening Gel
AS C01 / 118mL  2,700円 (15-00)    AS C02 / 236mL  4,900円 (27-00) 

お肌にハリや弾力を与える水溶性コラーゲン、肌の潤いを保つアロエベラエキスなどが配合されたジェルで、硬くなった角質を柔らかくし、
必要な保湿成分を残しながら肌を引き締めます。 ティーツリーエキスとカモミールエキスが肌を保護します。

使用方法： タオル等で足を乾かした後、 適量（使用目安：両足パール1粒大）を角質の硬くなっている部分に塗布し、 約2分間なじませます。 フットファイルで
              気になる角質を取り除いた後、 洗い流しタオルドライします。
              ※ 硬くなった角質を柔らかくするための製品です。 使用する際は手に付かないようコットンまたは手袋などを使用し、 硬くなった角質にのみ塗布
                  してください。

For Hands ハンドケア For Feet フットケア

 ※ 表示価格はすべて税抜希望小売価格です。



マイクロ エクスフォリエート
ハンドポリッシュ

乾いた手全体にマッサージするように
やさしくすり込みます。

1

スージング
ソーク

温かいお湯を入れたフットバスに
ソークを入れ、約2分間足浴します。

モイスチャーホイップ
マッサージクリーム

手のひらで温め、やさしくマッサージする
ようになじませ、もみほぐします。

アドバンス
カルスソフニングジェル

手につかないよう、 硬くなっている部分に
塗布し約2分間なじませ、フットファイルで
気になる角質を取り除き洗い流します。

ネイル&
キューティクルオイル

甘皮周りに塗布し
マッサージするようになじませます。

 エクスフォリエート
スクラブ

タオルドライ後、 マッサージするように
硬くなっている角質を取り除き、

洗い流します。

インテンシブ
カルススムージングバーム
角質の硬くなっている部分に塗布し

なじませます。 洗い流す必要はありません。

スージング
モイスチャーマスク

爪先以外に塗布しビニールなどで包み、
約5分後にホットタオルで拭き取ります。

モイスチャー
ボンディングスプレー

足全体にスプレーして
潤いを保ちます。

2

5 6

3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

OPI ProSpa Manicure ハンドケア使用手順 

スージング
モイスチャーマスク

爪先以外に塗布しミトンなどで包み、
約5分後にホットタオルで拭き取ります。

モイスチャーホイップ
マッサージクリーム

手のひらで温め、やさしくマッサージする
ようになじませ、もみほぐします。

ネイル&
キューティクルオイル

甘皮周りに塗布し
マッサージするようになじませます。

プロテクティブ
ハンドセラム

手の甲にワンプッシュとり、やさしく
すり込むよう手全体になじませます。

モイスチャー
ボンディングスプレー

手全体にスプレーして
潤いを保ちます。

OPI ProSpa Pedicure フットケア使用手順

角質を取り除く お肌を引き締める お肌に潤いとハリを与える 甘皮に潤いを与える

お肌に透明感とハリを与える お肌を保護しながら潤いを保つ

足浴でリラックス 角質を柔らかくする 角質を取り除く お肌を引き締める

お肌に潤いとハリを与える 甘皮に潤いを与える 角質を滑らかに整える お肌を保護しながら潤いを保つ

プロスパ  マニキュア  トライアルキット
ProSpa Manicure Trial Kit
AS Z02  10,000円 (55-00)

プロスパのハンドケアをお試しいただける4点セットです。

製品内容：
AS  M01  マイクロ  エクスフォリエート  ハンドポリッシュ  118mL   AS  P01 プロテクティブ  ハンドネイル＆キューティクルクリーム 50mL
AS  201  ネイル&キューティクルオイル 14.8mL                       AS  P20 プロテクティブ ハンドセラム  60mL                               

プロスパ  ペディキュア  トライアルキット
ProSpa Pedicure Trial Kit
AS Z03  12,700円 (70-00)

プロスパのフットケアをお試しいただける4点セットです。

製品内容：
AS C01  アドバンス  カルスソフニングジェル  118mL　　　　  AS A02  スージング  ソーク  204g                                          
AS E01  エクスフォリエート  スクラブ 136g                            AS M21  モイスチャーホイップ  マッサージクリーム  236mL

プロスパ  スージング  モイスチャーマスク
ProSpa Soothing Moisture Mask
AS A50 / 118ｍL  2,700円 (15-00)   AS A51 / 236ｍL  4,900円 (27-00)

余分な汚れを落として肌を清潔に保つカオリンクレイが、 キメの細かい滑らかな肌へと導きます。 肌への伸びが良いクプアスバターで
しっかり保湿しながらスムーズに塗布でき、 拭き取りがしやすいマスクです。 爽やかなメンソールが気分をすっきりさせます。 手足両方
に使用できます。

使用方法： 適量（使用目安：両手さくらんぼ1粒大／両足マスカット1粒大）を手にとり、 手または足の爪先以外に薄く塗布し、 ビニールやミトンなどで包み
               ます。  約5分後、 ホットタオルでしっかり拭き取ります。

For Hands & Feet  ハンド&フットケア

Trial Kits トライアルキット

プロスパ  モイスチャーボンディング  スプレー
ProSpa Moisture Bonding Ceramide Spray
AS M50 / 112ｍL  2,500円 (14-00)    AS M51 / 225ｍL  4,000円 (22-00)

ハンド／フットケアの仕上げに、 肌を保護しながら潤いを保つスプレーです。 保湿効果のあるビタミンEや、 乾燥した肌にハリと潤いを
与えるセラミド* が、 肌に水分を閉じ込めバリアを作ります。 粒子の細かいミストがお肌に素早く浸透* し、 保湿された状態を長時間
キープします。
*  セラミド：フェイシャルスキンケアにおいて評価が高く、 水分が蒸発するのを防ぎ、肌の潤いを保つ成分です。 肌に浸透* しやすく、 外的環境から守る肌本来
のバリア機能を引き出します。
*  角質層まで

使用方法： ハンド／フットケアの仕上げに、 手または足全体にスプレーしてなじませます。

 ※ 表示価格はすべて税抜希望小売価格です。

プロスパ  モイスチャーホイップ  マッサージクリーム
ProSpa Moisture Whip Massage Cream
AS M20 / 118ｍL  2,700円 (15-00)    AS M21 / 236ｍL  4,900円 (27-00)

皮脂に近い成分でお肌を保湿するシアバター、 カカオバターに加え、 より長時間保湿効果を維持するクプアスバターが配合されて
います。 ホイップクリームのように滑らかで伸びの良いクリームが、 お肌にやさしく馴染みます。 ふっくらとハリのあるお肌にサポート
するペプチドが肌の潤いを保ちます。 べたつかず、 さらっとしたつけ心地でマッサージクリームとしても使用できます。

使用方法： 適量（使用目安：両手さくらんぼ1粒大／両足さくらんぼ3粒大）を手にとり、 手のひらで温めてから、 やさしくマッサージするように手または足に
               なじませ、 もみほぐします。
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