Menu Price
カスタマイズ・ボディケア
Customize・Body Care

フルボ酸ホホバオイルトリートメント&
もみほぐし&ストレッチを”今”のお客様に
最適カスタマイズ
Fulvic Acid Jojoba Oil Treatment &
Massage and Stretch this optimal
customization for "now" customers

ペアコース

（��分×�名分）
Course for two (��min×for � people)

※ペアコースは、別邸鴨川の客室のみお受けできます。
*Pair course is only available in the guest rooms
of the Bettei Kamogawa.
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フェイスパック コース

�� min

¥ ��,���

フェイスパック オプション
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¥
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Face Pack Course

Face Pack Option

延長料金

（�名��分）
Extended time charge (� person �� min.)
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【注意事項】

�. 最初にカウンセリングシートのご記入と注意事項へのご同意を
お願いします。
�. 各コースの時間にはカウンセリングの時間を含みます。
�. 施術開始までにご入浴を済ませていただくようお願いします。
�. 泥酔状態のお客様のご予約はお断りさせていただきます。
�. 施術当日の予約取消は代金の���％のキャンセル料を申し受け
ます。

Guidelines for your massage

�. Please ﬁll in the consultation sheet at the beginning.
�. This course includes time of counseling.

�. Please take a shower before the start of you treatment
session.

�. We reserve the right to decline drunken customers.

�. If you cancel on the day of the procedure, the cancellation
fee will be ���% of the course price.

Tel.: ���‐���‐����

Tel.: ���‐���‐����

ご予約は

ホテルレセプション�番 まで
Reservation with the Hotel reception

Dial �

Relaxatiо SPA
in room

エステ＆マッサージ

お部屋でゆっくりとくつろげる
インルームスパのご案内

他人を気にすることなく、また一切の移動なくお部屋で
ゆっくりと癒しとくつろぎの時間を堪能できます。
「オイルトリートメント」または「マッサージ＆ストレッチ
（着衣のまま）」お好みのコースをお選びください。

フルボ酸オイルトリートメント

極上ハンドスキルによるリンパ循環改善と、
フルボ酸のミネラル供給＆デトックスの相乗効果に
よって、コリやむくみ、名所のお疲れを効果的に癒します。

フルボ酸とは

Fulvic Acid and Jojoba Oil
Aroma Treatment

The improvement of lymph ﬂow by the best hand
skill, and the eﬀect of the mineral supply and the
detox by Fulvic Acid eﬀectively heal stiﬀness,
swelling and tiredness.

2

2

糖類酸素

保湿力、皮膚をやわらかくする作用、皮膚を保護する作
用があり、お肌のハリやツヤをもたらす効果があると言わ
れています。

浸透力が高く、抗酸化作用によるアンチエイジング効果
も期待されます。

Features of Jojoba Oil

Moisturizing, softening and protecting the skin,
and is said to have the eﬀect of bringing ﬁrmness
and luster to the skin.
It has high penetrating power and have an
anti-aging eﬀect due to antioxidant eﬀect.

もみほぐし・ストレッチ

フルボ酸
ミネラル
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古代植物堆積層が分解・発酵を繰り返す中で生成された高分
子有機化合物です。
当コースでは、米国ユタ州と長崎県の地層土から抽出されたフ
ルボ酸エキスを使用しています。
ビタミン

ホホバオイルの特徴

（オーガニックの最上級ホホバオイル使用）

Massage & Stretch

アミノ酸

��種以上の植物性ミネラル・アミノ酸・ビタミン・酸素等が含ま
れています。ナノ化・イオン化された体に吸収されやすい状態で
有用ミネラルがバランスよく含まれていることが特徴です。

着衣のまま、気軽にご利用いただけます。

What's Fulvic Acid?

Fulvic Acid is a polymeric organic compound generated
through the repeated disintegration and fermetation of
sedimentary layers of decomposing vegetation.
This massage uses Fulvic Acid extrated from the stratum soils
of United States Utah and Nagasaki Prefecture.
Fulvic Acid extract contains over �� kinds of botanical minerals, amino acids, vitamins and enzymes. If features a good
balance of ionized minerals that are easily absorbed by the
body.

筋肉の硬直を手のひらや指先でほぐすことによって、リンパと
血液の循環を良くして、コリや筋肉痛を和らげる効果が期待で
きます。ただし、やや強めの力で筋肉のコリをほぐすので、刺
激によって筋肉が炎症を起こす「もみ返し」の症状が出ること
があります。
これまでにマッサージを受けた後に「もみ返し」のような症状
が出たことがある方には、刺激の少ないフルボ酸オイルマッサ
ージをお薦めいたします。

「フルボ酸リンパ流し」を最後に行うことによって、もみほぐし
時に滞留したリンパの循環が促されて、施術効果が高まること
が期待されます。
You may stay clothed.

Improve the ﬂow of the lymph to enhance the
massage eﬀect.

