WOMEN

女性専用

BODY

WOMEN

女性専用

FACE

香草オイルリンパマッサージ

フェイス ＆ ショルダーマッサージ

Herbs Oil Lymph Massage

Face & Shoulder Massage

50 min ¥ 18,700

50 min ¥ 17,600

バリ直輸入の高品質オイルで全身リンパマッサージ。
疲労、ストレス、むくみ、
コリを解消します。

フェイシャルマッサージと潤い補給。
＋ 首・肩・背中・腕の血流アップマッサージ。

Full body lymph massage ( except head / face ) with high quality
oil imported directly from Bali.

Cleansing, Face massage, Body massage ( Neck, shoulder,
back and arms ), Moisturizing pack.

頭・顔以外の全身マッサージ、足裏シアツ、

筋肉の疲労ほぐしマッサージ、老廃物・むくみ排出

シアツ香草オイルリンパマッサージ
Herbs Oil Lymph Japanese Shiatsu Massage

60 min ¥ 21,450

クレンジング、
ヒアルロン酸コラーゲン潤いフェイスマッサージ、
首・肩・背中・腕の血流アップマッサージ、潤い保湿パック

フェイススリム ＆ フットマッサージ
Face Slimming ＆ Foot Massage

60 min ¥ 20,350

バリ直輸入高品質オイルの全身リンパマッサージと
日本伝統のシアツのポイントマッサージで血流改善。

顔の引締めマッサージと栄養補給。
＋ フットマッサージ付きで疲労回復。

Full body lymph massage ( except head / face ) with high quality oil
imported directly from Bali, along with Japanese shiatsu massage.

Cleansing, Face slimming massage with collagen lotion, Face
& decollete lymph massage, Aging pack, Foot massage.

頭・顔以外の全身マッサージ、
足裏シアツ、
筋肉の疲労ほぐしマッサージ、
老廃物・むくみ排出、各所にシアツマッサージ

クレンジング、
コラーゲンローション・ピールオフマッサージ、

フェイス＆デコルテ・リンパマッサージ、
エイジングパック＋フットマッサージ

極シアツ香草オイルリンパマッサージ
Herbs Oil Lymph Japanese Shiatsu Massage

and head massage or loosen up muscles strech massage

80 min ¥ 27,500

上記のシアツ香草オイルリンパマッサージに
ヘッドマッサージ or 筋肉ストレッチが付いたコース。

Full body lymph massage ( except head / face ) with high quality oil
imported directly from Bali, along with Japanese shiatsu massage
and head massage or loosen up muscles strech massage.
頭・顔以外の全身マッサージ、
足裏シアツ、
筋肉の疲労ほぐしマッサージ、
老廃物・むくみ排出、各所にシアツマッサージ ＋ ヘッドマッサージ or
筋肉ストレッチマッサージ

S PA

FOR FREE

- Bat h & S au na -

※ 施術を受けられるお客様は、施術の前後にスパエリア(バス・サウナ)を
無料でご利用頂けます。

Guest who receive a massage may enjoy complimentary spa
access ( sauna, shower & Japanse bath ) either before or after
the massage.
※ 表示価格は全て税込になります。 All prices are including tax.

一期一会

WOMEN

MEN

SPECIAL VIP

男女利用可

“OMOTENASHI” COURSE

we provide you special treatment & superb ser vices
in traditional Japanese tea room.

茶膳（ちゃぜん）コース

Special Course “Chazen”

150 min ¥ 52,800

シアツ香草オイルリンパマッサージ（60分）、
筋肉ストレッチマッサージ（20分）、
スペシャルヘッドマッサージ・フェイススリム
（70分）、抹茶のおもてなし

出 会いを一生に一度のものと思い最 善を尽くす。

Herbs oil lymph Japanese shiatsu massage (60min),
Loosen up muscles stretch massage (20min),
Special head massage・Face slimming massage (70min),
Japanese green tea service

このコースでは格 式 高い「 茶 室 」にて、
日本の伝統ある
「おもてなしの心」で
特別なトリートメントに抹茶を添えて提 供いたします。

清浄（せいじょう）コース

格別の茶葉の香りに包まれながら、
特 別な時間を心ゆくまでご堪 能ください。

Special Course “Seijyo”

120 min ¥ 40,700

シアツ香草オイルリンパマッサージ（60分）、
筋肉ストレッチマッサージ（20分）、
スペシャルヘッドマッサージ（40分）、抹茶のおもてなし

Herbs oil lymph Japanese shiatsu massage (60min),
Loosen up muscles stretch massage (20min),
Special head massage (40min), Japanese green tea service

華美（かみ）コース

Special Course “Kami”

90 min ¥ 31,900

香草オイルリンパマッサージ（50分）、
スペシャルヘッドマッサージ or フェイススリム
（40分）、抹茶のおもてなし

Herbs oil lymph massage (50min),
Special head massage or Face slimming massage (40min),
Japanese green tea service

WOMEN

MEN

HE A D

六根 頭セラピー

OPTION MENU

BODY, FACE コースのオプションとしてご利用頂けます。

Please use as an option of body or face courses.

Healing Head Massage

30 min ¥ 16,500

関西独占導入。六根(五感と心)の深い癒しと共に頭皮・毛髪・
顔色を健やかに蘇らせる、ゴッドハンド樋口賢介プロデュー
スの究極のヘッドマッサージ。

This head massage makes scalp and hair root to healthy
condition with deep healing.

かっさマッサージ

男女利用可

Guasha Head Massage

20 min ¥ 7,700

水牛の角で出来た「かっさ」を使用した東洋伝統の頭ほぐしマッ
サージ。肌を擦り、頭皮や筋肉の緊張をほぐします。
Oriental traditional massage using 'Guasha' made of water
buffalo horn.Unravel scalp tension and facial muscles.

