English and Chinese on the back.

客室リラクゼーション

営業時間 午後 8:00 〜 翌午前 4:00
（最終受付 午前 3:00）
すべてのコース 男女問わず受けていただけます。

施術スタッフはすべて女性ですので安心して受けていただけます。

ボディケア、タイ風ストレッチ
定番！

人気！

A ボディケア

肩こり、腰の痛みなどのお疲れを
緩和します。

90 分

B タイ風ストレッチ

40 分

ストレッチを中心とした「疲労回復」
人気メニューです。

C

足つぼ

5,000円

5,500円

D 脚のむくみ解消

50 分

6,500円

E

ヘッド＆眼精疲労

40 分

5,500円

F

セットメニュー

60 分

8,500円

Ａ〜E の中からお好みのコース 2 種を
組み合わせていただきます。

6,900円

60 分

7,400円

90 分 10,500 円 120分 14,000円

5,500円

肩〜頭部にかけて丁寧にほぐし
眼、頭の疲れをリセットします。

60 分

10,000 円 120分 13,500円

40 分

足裏をイタ気持ち良い圧で
刺激します。（ひざ下〜足裏）

脚のだるさ、むくみが
気になる方におすすめです。

おすすめ！

40 分

＊ボディケア、整体の延長は10 分 1500 円で承ります。

アロマセラピートリートメントで癒しの時間を

G

メンズ・オイルボディケア
・45 分は上半身

＜オイル使用＞ ・60 分以上は全身
オイルでリンパに沿って老廃物を流すことで
コリやだるさをしっかり取り去ります。

H

レディース・アロマオイル
トリートメント
＜アロマオイル使用＞

・45 分は上半身
・60 分以上は全身

アロマオイルでゆったりとリンパを流すことにより
心身ともにリラックスできるとともに自然治癒力を
高めます。

45 分

8,50 0 円

60 分 11,000 円
90 分 15,000 円
120 分 19,000円
45 分

8,800 円

60 分 11,200円
90 分 15,500 円
120 分 20,500円
＊アロマセラピートリートメントの延長は10 分 1800 円で承ります。

ご予約は

0800-080-3700 までお電話下さい。

混み具合により、多少お時間いただく場合がございます 。 ※表示価格には消費税が含まれております。

日本語は裏面にございます。

Room Relaxation Service
客房放松按摩指南

Business hours are 8:00p.m. to 4:00a.m. (last order 3:00a.m.)
营业时间 8:00p.m. 〜 4:00a.m.（最终受理 3:00a.m.）
Anyone can receive all the courses. Since all the staff is women, is safe. 所有按摩男女客人均可得利用，女按摩师为您服务让您放心

Body care (acupressure, or finger pressure therapy), Stretch of the Thailand-style
全身理疗、泰式舒展
<Without oil>

A

or ﬁnger pressure therapy
Body care Acupressure,
eases stiﬀ shoulders, back pain and more.
经典全身按摩 为您缓解腰酸、肩痛等疲劳。

90 (mins.) ￥10,000 120 (mins.)￥13,500

B

Stretch of the Thailand-style

40 (mins.) ￥5,500

泰式舒展 是以伸展为主舒缓疲劳的人气理疗。

90(mins.) ￥10,500 120 (mins.) ￥14,000

C

Acupressure of soles

The popular stretch for recovery from fatigue.

40 (mins.) ￥5,000

适当刺激脚底会让您得到酸胀的舒服享受。
（膝盖下〜脚底）

D For the swelling of legs
It is canceled by acupressure.

解除腿涨

E
F

50 (mins.) ￥6,500

腿乏，肿涨的客人建议您选择

Scalp massage

40 (mins.) ￥5,500

Acupressure from the shoulders to the head.

头和眼睛疲劳

从头到肩进行细心揉按，解除头和眼的疲劳。

Combination

You can choose two kinds of menus from A 〜 E.

套餐

60 (mins.) ￥7,400

40 (mins.) ￥5,500

The tiredness of soles becomes easy.

足底

60 (mins.) ￥6,900

60 (mins.) ￥8,500

从Ａ〜E 中选择 2 种进行搭配
＊Extend a session -additional charge￥1500 for every 10mins. ＊全身理疗，按摩延长 10 分 1500 円

Aromatherapy treatment
您需要精油按摩服务吗！

G

The oil massage
<massage with oil> (upper body:45mins whole body:
more than 60mins )A massage along the lymph with oil
removes your body waste , physical stiﬀness and fatigue.

全身油按摩

H

＜精油的使用＞・45 分钟上半身・60 分钟以上是全身
随着精油按摩使得人体废物的流出和排毒，
可以人身心放松，消除身体疲劳。

Aromatherapy body treatment
<massage with aroma oil> (upper body:45mins whole
body:more than 60mins )A massage slowly ﬂows
the lymph with relax and enhances self healing
power of your body.

全身精油按摩
＜芳香型精油的使用＞・45 分钟上半身・60 分钟以上是全身
相比精油的淋巴的排毒按摩，芳香型精油的使用通过精油的
芳香可以使您身心放松，从而让您的身体达到很高的自然治愈效果。

45 (mins.) ￥8,500
60(mins.) ￥11,000
90(mins.) ￥15,000
120(mins.) ￥19,000
45 (mins.) ￥8,800
60(mins.) ￥11, 200
90(mins.) ￥15,500
120(mins.) ￥20,500
＊ Extend a session -additional charge￥1800 for every 10mins. ＊精油按摩延长 10 分 1800 円

Please dial

预约请与前台

0800-080-3700

for an appointment.

号联系

Depending on circumstances, waiting is necessary. 如果预约客人多会让您稍等，请谅解。 ＊Consumption tax included. ＊包含消費稅

