〜瀬戸内海〜リゾートスパ
期間限定 ９月14(金)・21(金)・24(月)・28(金)
営業時間
10：00〜20:00(18時最終受付)
〜瀬戸内海を見渡す癒しの空間へようこそ〜
穏やかな海のヒーリングと津田の青松を感じる
期間限定のスパメニューで心と体をリセットしましょう

BODYCARE
・アロママリントリートメント

60分 ¥12,000 / 90分 ¥14,500

心地よく流れる波のヒーリングアロマボディ

・ホットシェルトリートメント
温かなホットストーンとアロマボディ

60分 ¥13,000 / 90分 ¥15,500

FACIAL＆HEADCARE

70分

・アロマボディ＆フェイシャル

￥13,500

上半身のアロマトリートメントとフェイシャルエステ
クレンジング→リフトマッサージ→お好きなパック→デコルテ＆ヘッドマッサージ
【パックは下記から選択】
①ひんやり炭酸ジェルパック
②ホワイトクレイパック

コラーゲン導入・化粧ノリUP・ニキビ肌向け
美白・美肌・透明度UP

・アロマヘッドスパ
小顔効果・眼精疲労回復・頭皮引き締め・リフレッシュ
★オプションオススメ人気★

30分

¥5,000

洗髪ナシなのでそのままおおでかけOK

★表示価格は全て税別価格です。★客室内への出張可能です（女性限定）
★当日キャンセルは50%お支払いいただきます

【ご予約・お問い合わせ】
［電話］

050-8699-8413

担当セラピスト・ミサと申します。 ［メール］
aromari.palmspa@gmail.com
トータルエステサロンにて5年勤務後、
バリ島スパサロンで修行、その後個人 ［ライン予約］ ［＠svb4061x］で検索
サロンを開業。
香川県内、県外海辺イベント出張、 ［Instagram]
[aromari.palmspa] で検索
海外ではバリ島へ行き
トリップセラピストとして活躍。
高松市アロママリンパームスパ が出張致します。
お客様のお悩みのオリジナルケアで
心と体へ癒しパワーをお贈りします。 （ご予約は21日前〜最終2日前までのご予約）
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〜SETOUCHI〜Resort SPA
SeptemberOnly 9/14・21・24・28

ReceptionhoursAM10:00~PM08:00(LastReservation6:00)
~ Welcome to the healing space that overlooks the Seto Inland Sea ~
Feel the quiet ocean healing and Tsuda pine,
letʼs restore the mind and body with a seasonal menu.
* Discounted price for stay guests

BODYCARE
・AromaMarine Treatment
Aroma body to match the wave rhythm of Setouchi

・Hot shell Treatment
Warm hot stone and aroma body

60Minute
90Minute
60Minute
90Minute

¥12,000
¥14,500
¥13,000
¥15,500

FACIAL＆HEADCARE

70Minute ¥13,500

・Aromabody&Facial

Tired area aroma body and facial care
Cleansing → Lift massage → Your favorite pack → Clavicle& Head massage
【Package selected from the following】
① cool carbonic gel pack collagen introduction · for acne skin
② White clay pack whitening · beautiful skin · transparency

・HEADSPA

Lift up · recovery · Scalp care ・Eye fatigue

30Minute ¥5,000

★tax is excluded in the price ★It is possible to go to the customerʼs room（women only）
★If you cancel the reservation on the day you will be charged 50%
Reservation must be made between 21 days and 2 days in advance

You can wear a Yukata♪
My name is Misa.Therapist
Kagawa prefecture, outside prefecture
seaside event business trip,
I am on a business trip to Bali overseas.
With original care of customerʼs troubles
I will heal power to heart and body.

【Reservation · Inquiries】
[Mail] aromari.palmspa@gmail.com
[LINE]
＠svb4061x
[WattsUpp]
+81-09-5146-5468
[instagram］ ＠aromari.palmspa
*Takamatsu Salon*
AromaMarinePALMSPA
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