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お客様へ
当店では、お客様のご 滞在中 ならびに ご旅行を
安全 かつ 快適 に お 過ごし頂くため、下記に該当

する方の施術をお断りさせていただいております。
泥酔されている方

痛みや腫れを伴う怪我・傷のある方
重度の内臓疾患

骨粗しょう症の方
また、妊娠中や妊娠の可能 性があるお客 様 は、

ご旅行中で普段より体調の変化を感じやすいため、
お身体のことを第一に考え、全ての施術をお断り
させていただいております。

その他 体調に関して ご不明 な 点 が ある場合は、
当スパセラピストまでご相談くださいませ。

何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
スパセラピスト一同

10:00 -18:00 ( L.0.17:00) Ext.3363

Spa Menu
- B ODY バリニーズ
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60分（首・肩・背中・腰・脚両面・デコルテ）
90分（60分の施術箇所 + 腕・頭）

もみほぐし
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40分（首・肩・背中・腰・脚後面）
60分（首・肩・背中・腰・脚両面・腕）

フットケア
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40分（足裏・足首・ふくらはぎ・膝裏）

- HE A D アロマ

ヘッドケア

Ӆ⏟⏋۱⏶⑹⑵⒁⏯

ᑉႤΕᭂΕᑉ␚ᎂ␉⏧ম⏳Јؒ⏘⏳⏲␒ʽ

⏑ެ␇⏶ᭅ␒⏯ᒵᇲ⏶ఙ␚ʾ

⏋⏔␆⏡ʾ

ເ⏋⑰⑯⑂⒁⑭⑹␚Ш⏟⏮⏋⏧⏨⏘␆⏡ʾ

TREE(木)
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FIRE(火)
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60分（首・肩・背中・腰・脚両面・デコルテ）
90分（60分の施術箇所 + 腕・頭）
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40分（頭・首・肩・肩甲骨まわり）
エレミス・フランジパニ
ニ
モノイ・ヘッドケア
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40分（頭・首・肩・肩甲骨まわり）

- SPA PR ICE L I S T -

- BODY -

Balinese

60 min (neck, shoulder, back , waist ,
legs, décolletage
90 min (60 min. areas + arms, head)

Aroma

60 min (neck, shoulder, back , waist ,
legs, décolletage
90 min (60 min. areas + arms, head)

+10 minutes extension

¥17,500
¥25,000
¥16,500
¥24,000
¥2,500

Dry Body (SEITAI)
40 min (neck, shoulder, back, hips,
back of legs)
60 min (neck, shoulder, back, hips,
whole legs, arms)

+10 minutes extension

Foot Care

40 min (soles, ankles, calves,
back of knees)

Head Care

¥9,900
¥13,000
¥2,000
¥9,900

- HEAD -

40 min (head, neck, shoulder, around
shoulder blades)

¥9,900

Elemis Frangipani Monoi Head Care
40 min (head, neck, shoulder, around
shoulder blades)

¥12,000

All Menu Tax Inclusive

- SPA PR ICE L I S T -

バリニーズ

- BODY -

60分（首・肩・背中・腰・脚両面・デコルテ）¥17,500
90分（60分の施術箇所 +

腕・頭）

¥25,000

アロマ

60分（首・肩・背中・腰・脚両面・デコルテ）¥16,500
90分（60分の施術箇所 +

もみほぐし

腕・頭）

¥24,000

10分 延長 ¥2,500

40分（首・肩・背中・腰・脚後面）
60分（首・肩・背中・腰・脚両面・腕）

¥9,900

¥13,000

10分 延長 ¥2,000

フットケア

40分（足裏・足首・ふくらはぎ・膝裏） ¥9,900

- HEAD ヘッドケア

40分（頭・首・肩・肩甲骨まわり）

¥9,900

エレミス・フランジパニ・モノイ・ヘッドケア
40分（頭・首・肩・肩甲骨まわり）

¥12,000

表示価格は全て税込価格です。

