
リフトアップコース     　90 分　￥16,830
クレンジング、洗顔、角質ケア、デコルテ & フェイシャルトリートメント、マスク、お仕上げ、ヘッド

当店人気No.1　

フェイシャル＆ボディコース

120 分　￥23,100

90 分　￥16,830

フェイシャル

ボディアロマオイルトリートメント

リフレクソロジー

スタンダードコース　 　　60 分　￥12,100
クレンジング、 洗顔、 角質ケア、 デコルテ＆フェイシャルトリートメント、 マスク、 お仕上げ

ファストコース　　　 　　　45 分 　 ￥9,900
クレンジング、 洗顔、 デコルテ & フェイシャルトリートメント、 マスク、 お仕上げ

お肌の状態に合わせたトリートメントで、 エイジングサインにアプローチ。

肌本来の美しさへと導きます。

リラックスしたい方におすすめで、 よりお得なコースです。

リフレクソロジー 　　   　50 分  　￥9,900
足裏にある反射区を刺激することで血行を促進させ疲れた体の機能回復を図ります。

フルボディ トリートメントコース     　90 分　￥17,600
脚から背中、 腹部、 腕、 胸元のオイルトリートメントです。

ハーフボディ トリートメントコース  　60 分　￥12,100
脚から背中、 胸元、 腕、 ヘッドのオイルトリートメントです。

ヘッド＆ショルダートリートメントコース　50 分　 ￥9,900
背中、 胸元、 腕、 ヘッドのオイルトリートメントです。

※上記コースのオプションです。オプション
□ ヘッド 15 分　￥2,750　　□ ショートリフレ 20 分　￥3,850　

□ ショートボディ 25 分　￥4,400

□ ショートフェイシャル 30 分　￥4,950

● 妊婦さんは事前にご申告ください。 　● カウンセリングと御着替えも含む時間となります。 　● 表示価格は税込み価格です。

　受付／内線　＃111

16:00 ～ 23:00 ／最終受付 20:00 （土日祝日は 21:00）　　

■営業時間外はお問合せください。



Most popular in our shop

Facial & Body Course

Recommended for those who want to relax, 
it is a more advantageous course.

※It is an option attached to this course. 

□ Head  15min￥2,750　　□ Short Reflexogy  20min￥3,850　

□ Short Body  25min￥4,400

□ Short Facial  30min￥4,950

OPTION

16:00 ～ 23:00／ Last call 20:00 （Last call 21:00 on Sat, Sun, Holidays）　

■Please contact us outside business hours.

EXT.　#111

Reflexology

Reflexology      　  50min  　￥9,900
By stimulating the reflex areas along the bottom of your feet, your blood circulation will be 

enhanced which in turn will help restore proper function to a tired body.

● Please inform us in advance if you are pregnant. ● It will be time including counseling and changing clothes. ● All prices include tax.

Lift Up Course         90min　￥16,830
Cleansing, face washing, keratin care, décolleté & facial treatment, mask, finishing, head

Facial

Fast Course            　45min　 ￥9,900
Cleansing, face wash, décolleté & facial treatment, mask, finish.

Standard Course     　60min　￥12,100
Cleansing, face washing, keratin care, décolleté & facial treatment, mask, finishing.

A treatment that matches the condition of your skin and approaches 

the aging sign. It leads to the original beauty of the skin.

Body Aroma Oil Treatment

Full Body Treatment Course  　90min　￥17,600
Oil treatment for legs, back, abdomen and arms.

Half Body Treatment Course  　60min　￥12,100
Oil treatment for head, legs, back, chest and arms.

Head & Shoulder Treatment Course 50min　 ￥9,900
Oil treatment for back, chest, arms and head.

120min　￥23,100

90 min　￥16,830


