エステメニュー
当店人気No.1 !

ラグジュアリーコース

フェイシャル＆ボディコース

90分 ￥15,000

フェイシャル＆ボディコース

120分 ￥20,000

単品のコースよりもお得なコースです。

旅の疲れをしっかり取りたい方におすすめです。
自分のご褒美にもどうぞ♪
リラックスしたい方におすすめです。
自分へのご褒美にもどうぞ。

フェイシャル

ソースマリンハイドレーション

ファストコース

30分

￥5,400

お試しとして簡単にお受け頂けるコースです。

（ポイントメイククレンジング、フェイシャルクレンジング、フェイシャルトリートメント、お仕上げ）

スタンダードコース

60分

￥10,800

フェイシャルの基本的なコースです。
お肌に水分や活力を与えるとともにゆったりとしたお時間を過ごせます。

（ポイントメイククレンジング、フェイシャルクレンジング、フェイシャル＆デコルテトリートメント、
マスク、お仕上げ）
フェイシャルトリートメントはフランス生まれの
「タルゴ」
を使用しております。
タルゴは
「タラソテラピー」
のトップブランドとして、全世界で愛用されています。

ボディオイルトリートメント
ハーフボディトリートメントコース

30分

￥5,400

60分

￥10,800

90分

￥16,200

背中から腰、
または腰から足先のオイルトリートメント

スタンダードトリートメントコース
背中から脚のオイルトリートメント

フルボディトリートメントコース
背中から脚、腕、腹部、胸元のオイルトリートメント

エステメニュー10分￥1,600で延長できます。

リラクゼーションメニュー
全身もみほぐし
40分 ￥４,３00

60分 ￥6,500

80分 ￥8,600

服の上からお身体をもみほぐしていきます。
お部屋にもお伺い致します。
（別途お一人様500円）

リフレクソロジー
フットケア・ハンドケア・ヘッドケア １0分

￥１,０
８0

お疲れの足・手・頭をご自由に組み合わせていただくことができます。

内線
営業時間

＃417

16:00〜23:30

（土日祝は24:00）

リラクゼーションメニュー10分￥1,080で延長できます。
＊表示した価格は税込価格です。
＊妊娠中の方はご遠慮いただいておりますのでご了承ください。

Esthetic Menu
Most popular in our shop! Luxury Course

Facial ＆ Body Course

90min ￥15,000

Facial ＆ Body Course

120min ￥20,000

This course is cheaper than the basic course.

旅の疲れをしっかり取りたい方におすすめです。
自分のご褒美にもどうぞ♪
Recommended for persons who want to
relax. Please treat yourself!

Facial

Source Marin Hydration

Fast Course

30min

￥5,400

This is a course that you can try as a trial course.

（point makeup cleansing, facial cleansing, facial treatment, ﬁnishing）

Standard Course

60min

￥10,800

This is a basic facial course.
You can spend a relaxing time while we give your skin moisture and vitality.

（point makeup cleansing, facial cleansing, facial and decollete treatment, mask, ﬁnishing）
We use Thalgo, which is made in France, for facial treatment.
Thalgo is popularly used around the world as the top brand used
in thalassotherapy.

Body Oil Treatment
Half Body Treatment Course

30min

￥5,400

Oil treatment from the back to the waist or from the waist to the bottom of the feet

Standard Treatment Course

60min

￥10,800

90min

￥16,200

Oil treatment of the back and legs

Full Body Treatment Course

Oil treatment of the back, legs, arms, stomach, and bust regions
Courses on the esthetic menu can be extended for 1,600 yen per 10 minutes.

Relaxation Menu
Whole Body
40min ￥４,３00

60min ￥6,500

80min ￥8,600

You can wear clothes while we give you a massage.
We also make house calls (500 yen extra per person)

Reﬂexology
Foot ・Hand ・Head

１0min

￥１,０
８0

You can freely choose a combination of feet, hands or head to be massaged.

EXT.
Open Hours

＃417
16:00〜23:30

（〜 24:00 on Sat/Sun/Holidays）

The relaxation menu can be extended for 1,080 yen per 10 minutes.
＊All prices include tax.
＊Please note that we are unable to accept pregnant customers.
Thank you for your understanding.

