ご利用案内

Ciﬀon Beauty & Relax は ...

●ご利用時間 （日によって替わります）
10:00 〜 19:00（最終受付 18:00）
13:00 〜 21:00（最終受付 20:00）
●Ciﬀon B＆R は完全予約制となっております。
必ず事前予約をお願いします。営業日を確認の上ご連絡下さい。

BR

また、当日のご予約も可能です。
（※施 術中は電 話に出ることができません。こちらから折り返し
お電話又はメールさせていだたきます。ご了承くださいませ。）
●ご利用の際は、１階フロントにてフィットネスルームの鍵を受け取り、
サロンまで直接お越し下さい。

フィットネスエリア内に併設され
ています。日差しの降り注ぐ開放
感のある空間でごゆっくりおくつ
ろぎください。

お客様の
美と健康を ...

Ciffon Beauty & Relax

男性、女性どちらでも全てのトリートメントをお受け頂けます。
●フェイシャルをお受けのお客様は、コンタクトレンズを外した方が
よりリラックスして頂けますのでその場で外せるようコンタクトレン
ズ

容器をお持ち下さい。

●妊娠中のお客様は、デリケートな時期になりますので、心配な方は
お客様の美と健康を第一に考え

担当のお医者様にトリートメントを受ける旨、事前のご確認をお願

様々なメニューを取り揃えご提案

いします。

していきます。

●予約をキャンセルする場合は前日までに必ずご連絡下さい。

どうぞお気軽にご利用ください。

ボディトリートメント
ご予約
● xxxxxxxx１F フィットネスルーム左手奥「アロマルーム」内

全メニュー、施術後に英国製ハーブドリンク
『ハーブコーディアルシリーズ』をお飲み頂いております！
※2,300 円にて販売もしております。

特別の日のプレゼントにいかがでしょうか。

（ボディマッサージ、フェイシャルトリートメント）

■CIBTAC国際ライセンス
（ボディマッサージ、スキントリートメント、スパセラピー、解剖生理学）

円
円

60 分 上半身 or 下半身
1２,960 円→10,350 円

http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/CiﬀonBR/
空き状況のアクセスはこちらをご活用ください→

デトックスマッサージ

100 分 全身

16,200 円→12,950

円

最初に脂肪やセルライトをほぐしやすくするメソボディクリームを塗布し浸透
させ、発汗ジェルを使用して、やや強めにオールハンドで揉みほぐします。
最後にバンテージを巻いて、温めながらむくみを解消し身体に溜まった老廃物
を汗と共に排泄させます！

セラピスト：関野実麻（せきのみお）
マジックハンズ・セラピストアカデミー主任講師で、
実技指導に定評。
■ITEC国際ライセンス

8,640 円→6,900

Ciﬀon
90 分 11,800 円→9,500 円
全身オイルマッサージ
120 分 15,120 円→12,000 円
mail: xxxxxxx@docomo.ne.jp
心身をスローダウンさせ、筋肉のこりをほぐし、不調を解放していきます。
tel: 080-0000-0000
リラックスしながらも、しっかりとほぐれる独自のスタイルです。

● 関野 実麻（せきの みお）まで

● 空室状況
各種ギフト券ご用意しております。

30 分
60 分

フェイシャル

4,500 円→3,600

BR

漢方ストーンボディ

60 分 11,800 円→9,500 円
90 分 15,120 円→12,050 円

Ciffon Beauty & Relax

漢方オイルと温めた石を使用し、全身をマッサージしていきます。身体の上に
置き、置き石としても使用。筋肉の深部まで熱が伝わり全身を温めながら癒し
ます。冷えがある方や深いリラクゼーションをしたい方にお勧めです。

リメディアルマッサージ

60 分 背中・肩・首・腰
9,720 円→7,750 円
100 分 全身
12,960 円→10,350 円

トリガーポイントを指や肘で押し、筋肉にアプローチし、不調の部分を改善
させるためのコースです！強めがお好みの方、とにかくスッキリさせたい方に
お勧めです。

お尻ほぐし

初めての方、リフレッシュ＆リラックスしたい方、毎月のお手入れとしてご利用されたい方。

ベーシックコース

45 分
60 分

45 分

5,940 円→4,750

5,400 円→4,300

円
7,020 円→5,600 円

マッサージは
顔のみです

基本的なお肌のお手入れを行うコースです。お肌の汚れを取り除き、血行促進
し、水分補給をします。クレンジング / 角質ケア / マッサージ（顔からデコルテ
まで※60 分の場合）/ ローションパック / 仕上げ

お肌の老化が気になる方。年齢と共に起こる肌の変化を予防したい方へ。

スペシャルコース

75 分 12,960円→10,350 円

ベーシックコースに加え、更にリフトアップを目的としたマッサージで、シワ、
タルミをケアします。エイジング専用化粧品の成分で、内側からハリ・ツヤを
よみがえらせます。クレンジング / 角質ケア / マッサージ（顔からデコルテ）/
クリームパック（フット or ハンドマッサージ）/ 仕上げ

特に冷え、むくみのある方にお勧めです。より深くリラックスしたい方。肩こりのある方。

漢方ストーンフェイシャル

Sal on I nf ormati on

■オーストラリアWATEC認定 アロマリメディアルセラピスト

オプションメニュー

90 分 16,200円→12,950 円

即効性の高い漢方オイルを使用し、東洋医学的なアプローチにより、血流を良
くし肌を明るくします。身体に温めた石を置き、内臓から温めていきます。顔
の血行を促進し、むくみを解消させます。マッサージでは、ホットストーンと
コールドストーンと両方使用します。
背中のオイルマッサージ / クレンジング / 角質ケア / ブレスセラピー / ストーン
マッサージ（顔からデコルテ）/ 海藻パック / 仕上げ

※フェイシャルコースのみ

延長マッサージ

10 分

ミネラル豊富な海藻から作られたピールオフタイプのマスク。リフトアップ・
保湿・引締め・ツヤ・美白効果など優れたマスクです。

ボディスクラブ

20 分1,620 円→1,250 円

植物の種子を細かくした粒子で、身体の角質を滑らかに落とし、お肌をツルツル
に仕上げます。

バンテージ

30 分2,700 円→2,150 円

脚・骨盤・ウエスト組み合わせ出来ます。脚のむくみ、疲れが解消できスッキリ
します。フェイシャルのオプションとしてパック中可能です。
※デトックスコースで使用しています。

ヘッドマッサージ

※誕生日月は半額！

一番人気！

11,650 円

14,580 円→

120 分 22,350 円→17,850 円

※すべて税込み価格です。

30 分 3,240 円→2,600 円

頭をとにかくほぐされたい。眼精疲労や首肩こりをスッキリさせたい方に
おススメです。単発コースとしても OK です。

漢方ストーン
ボディ＆フェイシャル

別メニュー表をご用意しております。
お子様連れも可能です！ 詳しくはお問い合わせください。

1,080 円→900 円

Seaweed マスク
（海藻マスク）※フェイシャルオプション 20 分2,160 円→1,700 円

120 分

●学割特別メニュー●

1,080 円→850 円

もう少し長く・・・そんな方へ。

ボディ＆フェイシャル

●妊婦用特別メニュー●

10 分

毛穴にたまった汚れを取り除き、くすみをケアし、キメ細やかな肌に導きます。

お得なセットメニュー

円

お尻から、太もも、腰にかけてうつ伏せ、横向きの体勢になりほぐしていき
ます。最後は仰向けになり首や頭もしっかりほぐしますので、頭、腰が軽く
なりスッキリします！服を着たままで OK

価格は全てグランエスタ住人割引にてご提供しております。

毛穴吸引ケア

Ciﬀon
おすすめ！
両方たっぷり堪能し、
身体が温まり
全身リラックス出来ます！

