入館入浴料
後払い

滞在時間制の
後払いです。
お帰りの際に
申し受けます。

クイックスパ（1時間）
¥1,300
ショートスパ（3時間）
¥1,700
フリースパ（12時間）
¥2,100
深夜料金

プラス

¥600

23:00 〜 5：00 の間に入店の方は、深夜料金がプラスされます。
23:00 までに受付の際も、午前 2 時を過ぎての滞在の場合は
深夜料金が発生いたします。

深夜 TVリクライナー利用（ 23:00〜5:00）

¥1,000《サービスドリンク 1 杯付》

トリートメント 追加オプション

後払い

※館内でも受付しております※入館入浴料は含まれません

セラピスト指名料 ￥1,000

ボディケア

クリーン
洗体 15分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000

ヘッドスパ 15分 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000

全身あかすり 30 分 ・・・・・・・・・・・・・ ¥3,800
40 分 ・・・・・・・・・・・・・ ¥4,900

ボディケア 45分
55分
65分
80分

¥3,900
・
. ・・・・・・・・・・・・ ¥4,900
・・・・・・・・・・・・・ ¥5,800
・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

¥7,100

◎全身あかすり 40 分は A〜C いずれか１つお選びください

A アロエトリートメント B 塩トリートメント C ヘッドスパ

全身ボディスクラブ 50分・・・・・・・・・ ¥6,700
※オプションのご利用は 30 分以上のコースに限ります

◎あかすりオプション ・延長 10 分
¥1,500
・足裏角質取り 10 分 ¥1,500

タイ古式
タイ古式

顔・頭
フェイシャル 45分

・・・・・・・・・・・・・・

リンパオイル

３0分・・・・・・・ ¥4,400

◎A〜E いずれか１箇所お選びください

足裏健康法
中国式 or 英国式

リンパオイル

¥5,800

スキャルプ 35分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥4,200

60分 ・・・・・・・・・・・・・ ¥ 6,500
. ・・・・・・・・・・・・ ¥ 9,800
90分 ・
120 分 ・・・・・・・・・・・¥ 12,900

30 分 ・・・・・・ ¥4,200
50 分 ・・・・・・ ¥6,500

指圧
指圧 30 分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,200
60 分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥6,300
90 分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥8,400

A 背中

B 両足（表・裏）

C うつ伏せ全面（背中・脚裏）

全身リンパオイル 60分
90分
120分

D 顔・首・肩

E 首・肩・両腕

¥8,700
・・・・・・
¥13,000
・・・・・・
¥18,400
・・・・・・

◎ リンパオイル オプション ・延長 10 分

¥2,000

● 割引券、サービス券などはご入店時のみ有効です。ご精算時にはご利用出来ません。
● 途中退出は出来ません。

●ボディーアート（ 刺青、タトゥ、ペイントシール等 ）のある方、感染症の恐れがある方、18 歳未満の方、泥酔の方のご利用は固くお断りいたします。

●迷惑行為・危険行為をされた方や、当店をご利用いただくのに相応しくないと認められた方は、やむを得ずその場よりご利用をご遠慮いただきます。

● 所定場所以外での喫煙 及び携帯電話の使用はご遠慮ください。
● 館内でのカメラ、ビデオ機能の利用は禁止です。
● 館内への危険物の持ち込みは禁止です。

コースだと入館料がさらにお得

ボディケアコース（入館入浴料・洗体付き） 後払い
サウナ・スパ 入浴

洗体

各種全身ボディケア

フリータイム（1ドリンク付）

入館中はサウナ・スパを何度でもご利用出来ます

全コース指名OK。指名料￥1,000
※
「洗体なし」ボディケアコースもございます

ボディケアコース

スタンダード45
●全身ボディケア（45 分）

ロイヤル 55

¥8,900

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 全身ボディケア（ 65 分）

VIP80

¥8,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●全身ボディケア（ 55 分 ）

キング65

¥7,000

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 全身ボディケア（80 分）

¥10,200

※VIP80 は、お疲れの箇所や力加減のご要望に応じます。

リンパオイルコース

オイル 60

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オイル 90

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 全身リンパオイル（ 60 分）

● 全身リンパオイル（90 分）

オイル120

・・・・・・・・・・・・・・・

●全身リンパオイル（ 120 分）

¥11,800
¥16,100
¥21,500

タイ古式コース

タイ古式 60

・・・・・・・・・・・・・・・・・

タイ古式 90

・・・・・・・・・・・・・・・

●全身タイ古式（ 60 分）

●全身タイ古式（90 分）

タイ古式 120
●全身タイ古式（ 120分）

深夜料金

・・・・・・・・・・・・・

¥9,600

¥12,900
¥16,000

23:00 〜 5：00 の間に入店の方は、深夜料金が 300 円追加されます
23:00 までに受付の際も、午前 2 時を過ぎての滞在の場合は深夜料金が発生いたします。

● 延長料金 ＝60 分 300円
● 価格は消費税込みです。
● 割引券、サービス券などはご入店時のみ有効です。ご精算時にはご利用出来ません。
● 途中退出は出来ません。
●ボディーアート（ 刺青、タトゥ、ペイントシール等 ）のある方、感染症の恐れがある方、18 歳未満の方、泥酔の方のご利用は固くお断りいたします。
●迷惑行為・危険行為をされた方や、当店をご利用いただくのに相応しくないと認められた方は、やむを得ずその場よりご利用をご遠慮いただきます。
● 所定場所以外での喫煙 及び携帯電話の使用はご遠慮ください。
● 館内でのカメラ、ビデオ機能の利用は禁止です。
● 館内への危険物の持ち込みは禁止です。

