SHIDAX Beauty Care Management Corporation

Grand menu
お支払いはお部屋付け出来ます。
お気軽にお越しください。

リラクゼーションメニュー

エステメニュー

Relaxation menu

Esthe menu

全身もみほぐし

フットトリートメント
¥4,320

●ショート40分コース
（背面）

¥4,320

●30分コース
（足うら～ふくらはぎ・両面）

¥6,480

●基本60分コース
（背面・表面・ヘッド）

¥8,640

●60分コース
（足うら～太もも・両面）

¥7,020

●客室全身もみほぐし60分
（お部屋にお伺い致します）

フットリフレクソロジー
¥2,160

●おためし20分コース

ボディトリートメント
¥4,320

●30分ハーフボディコース
（首・肩・背・腰・腕）

¥6,480

●40分バックボディコース
（首・肩・背・腰・腕・脚・背面）

（足うら）

¥4,320

●基本40分コース
（足うら～ふくらはぎ～ひざ）

●60分フルボディコース

¥10,800

（首・肩・背・腰・腕・脚・両面）

¥6,480

●満足60分コース
（足うら重点～ふくらはぎ～ひざ）

●90分じっくりフルボディコース

¥16,200

（首・肩・背・腰・腕・手・胸元・脚・両面）

ヘッドケア

フェイシャルトリートメント

●20分コース

¥2,160

●30分コース

¥3,240

●60分コース

（頭・首）

●30分コース
（頭・首・肩）

¥4,320

（クレンジング・オイルトリートメント・整肌）

¥8,640

（クレンジング・オイルトリートメント・
パック・整肌・ヘッドケア）

ハンドリフレクソロジー

セットトリートメント
～組み合わせる事により更にリラックス～

¥2,160

●20分コース
（手のひら～肘）

●90分コース

¥16,200

（フルボディ＋フェイス<パック付>）

セットコース

●120分コース

¥21,600

（フルボディ+フェイス<パック・ヘッドケア付>）

¥6,480

●60分コース
（フットリフレクソロジー＋ヘッドケア）

¥8,640

●80分コース

（フットリフレクソロジー＋ヘッドケア＋ハンド）

●100分コース

¥10,800

（全身もみほぐし＋フットリフレクソロジー）
◆上記のコースはすべて延長可能です。（10分毎に¥1080）
◆全て税込価格で表示しております。
◆全てオールハンドの施術になります。

※医療行為ではありません。
妊婦の方は全てのコースお断りさせていただいております。

【 場所 】ホテル地下１階 【 ご予約 】内線 ２３０４番
【 受付時間 】16:00～23:30 （土・日・祝は24:00まで）

SHIDAX Beauty Care Management Corporation

Grand menu
Payment can be attached to the room bill.
Please feel free to pay us a visit.

Relaxation menu

Esthe menu

Full Body Massage

Foot Treatment

¥4,320

●Short 40 minute course
(Rear side)

¥4,320

●30 minute course
(Foot soles ~ calves, front and rear sides)

¥6,480

●Basic 60 minute course
(Rear side, front side, head)

¥8,640

●60 minute course
(Foot sole ~ thighs, front and rear sides)

¥7,020

●60 minute guest room full body
massage (Visiting your room)

(Neck, shoulders, back, lower back, arms)

¥2,160

(Soles)

¥4,320

●Basic 40 minute course
(Soles – calves – knees)

¥6,480

●Full 60 minute course

¥4,320

●30 minute half body course

Foot Reflexology
●Trial 20 minute course

Body Treatment

(Focus on the soles – calves – knees)

¥6,480

●40 minute back body course

(Neck, shoulders, back, lower back, arms, legs, rear side)

●60 minute full body course

¥10,800

(Neck, shoulders, back, lower back, arms,legs,
front and rear sides)

●90 minute complete full body
course

¥16,200

(Neck, shoulders, back, lower back, arms, hands,

Head Care

chest, legs, front and rear sides)

¥2,160

●20 minute course
(Head, neck)

●30 minute course

¥3,240

(head, neck, shoulders)

Facial Treatment
●30 minute course

¥4,320

(Cleansing, oil treatment, skin conditioning)

●60 minute course

¥8,640

(Cleansing, oil treatment, face pack, skin conditioning,
head care)

Hand Reflexology
●20 minute course

Set Treatment
¥2,160

(Palms – elbows)

~Further relax through combinations~

●90 minute course

¥16,200

(Full body + face <face pack included>)

Set Course

●120 minute course

¥21,600

(Full body + face <face pack/head care included>)

●60 minute course

¥6,480

(Foot reflexology + head care)

●80 minute course

¥8,640

(Foot reflexology + head care + hands)

●100 minute course

¥10,800

(Full body massage + foot reflexology)
◆The above courses can all be extended (¥1080 per 10 minutes)
◆All prices include tax.
◆All treatments are hands-on.

*No medical acts are performed
Pregnant women will be declined from full courses.

[Location] Hotel basement 1st floor [Reservations] Extension 2304
[Hours] 16:00~23:30 (Until 24:00 on Sat, Sun, holidays)

SHIDAX Beauty Care Management Corporation

Grand menu
付款可选择记在客房费用上。
请轻松前来。

疗愈菜单

美容菜单

Relaxation menu

Esthe menu

全身舒缓

脚部护理
¥4,320

●短程40分钟套餐
（背面）

¥4,320

●30分钟套餐
（脚底～小腿・两面）

¥6,480

●基本60分钟套餐
（背面・正面・头）

¥8,640

●60分钟套餐
（脚底～大腿・两面）

●客房全身舒缓60分钟

¥7,020

身体护理

（前往客房提供服务）

（颈・肩・背・腰・手臂）

¥2,160

●20分钟体验套餐

¥4,320

●30分钟半身套餐

脚底反射疗法

¥6,480

●40分钟背面套餐
（颈・肩・背・腰・手臂・脚・背面）

（脚底）

●基本40分钟套餐
（脚底～小腿～膝盖）

¥4,320

●満足60分钟套餐

¥6,480

¥10,800

●60分钟全身套餐
（颈・肩・背・腰・胸前・脚・两面）

（脚底重点～小腿～膝盖）

●90分钟全身细心套餐

头部护理
●20分钟套餐

脸部护理
¥2,160

（头・颈）

●30分钟套餐

¥16,200

（颈・肩・背・腰・手臂・手・胸前・脚・两面）

¥3,240

（头・颈・肩）

¥4,320

●30分钟套餐
（洁肤・精油护理・整肌）

¥8,640

●60分钟套餐
（洁肤・精油护理・面膜・整肌・头部护理）

护理套餐

手部反射疗法

～选择组合套餐令您更放松～

¥2,160

●20分钟套餐
（手掌～手肘）

●90分钟套餐

¥16,200

（全身＋脸部<附面膜>）

套餐

●120分钟套餐
（全身＋脸部<附面膜・头部护理>）

●60分钟套餐

¥6,480

（脚底反射疗法＋头部护理）

●80分钟套餐

¥8,640

（脚底反射疗法＋头部护理＋手部）

●100分钟套餐

¥10,800

（全身舒缓＋脚底反射疗法）
◆以上的套餐均可延时。（每10分钟¥1080）
◆全部价格均为含税价格。
◆全部菜单均为人手服务。

※不属于医疗行为 。
所有套餐均谢绝孕妇使用。

【 地点 】酒店地下１楼 【 预约 】内线 ２３０４号
【 受理时间 】16:00～23:30 （周六・日・节假日24:00为止）

¥21,600

