
トマムの静寂で穏やかな時間の中で体感するリラクゼーショントマムの静寂で穏やかな時間の中で体感するリラクゼーション

《 営業時間 》16:00 ～ 24:00（最終受付 23:00） 　《予約》
 
080-9880-0566
 

 

《 場所 》 SPA Etuk  - スパ エトク -     リゾナーレトマム  ノース棟 2 階　

・妊婦のお客様の施術は、お身体の事を考え施術をお断りさせていただいております。
・当店の施術はリラクゼーションを目的としており医療行為ではございません。

アロマトリートメント
F a c i a l

表示価格は全て税込です。

30 分A. 顔・首
（クレンジング・オイルトリートメント仕上）

¥5,500

60 分B. 顔・頭・首・肩
（クレンジング・オイルトリートメント・パック仕上）

¥10,000

¥5,500

¥10,000

¥6,000

¥12,000

¥18,000

¥24,000

F o o t

30 分E. フットベーシック
（膝下〔足裏・表〕のオイルトリートメント）

60 分F. フットスペシャル
（脚全体〔表・裏〕のオイルトリートメント）

ボディケア

リフレクソロジー

B o d y  C a r e  

60 分全身もみほぐし ¥8,100

90 分全身もみほぐし ¥11,700

120 分全身もみほぐし

※10分単位で延長できます。

※その他ハンドコースもございます。

¥15,000

¥6,000

¥8,000

F o o t  

40 分リフレクソロジー

60分リフレクソロジー

¥3,000

¥4,200

H e a d

20 分ヘッド

30 分ヘッド

¥10,40080 分リフレクソロジー

B o d y

30 分G. ハーフボディ
（背中・肩のオイルトリートメント）

60 分H. フルボディ
（全身のオイルトリートメント）

90 分I. フルボディ＆フェイシャル
（全身＋フェイシャル＋パック）

120 分J. フルボディ＆フェイシャル
（全身＋フェイシャル＋パック〔Wパック・背中〕＋ヘッド）



《Open Hours 》16:00 ～ 24:00（Last reception 23:00） 　《Reservation》
   

 

《 Place 》 SPA Etuk  -スパ エトク -     Risonare Tomamu North Wing   2F　

・Please note that we are unable to accept pregnant customers. 
  Thank you for your understanding.
　未免增加怀孕贵宾的身体负担，无法对怀孕贵宾提供疗程，敬请理解。

・The treatments of our shop are intended for relaxation only 
   and not medical acts.
　本店疗程以放松为目的，非医疗行为。

Aroma Treatment
F a c e  

All prices include tax.
所有价格均为含税价。

30min.A. Face and neck
（Cleansing oil treatment finishing）
（清洁肌肤・美容美体护理）

（清洁肌肤・美容美体护理・面膜）

¥5,500

60min.B. Face, head, neck and shoulder

（Cleansing · Oil Treatment · Mask finishing）

¥10,000

¥5,500

¥10,000

¥6,000

¥12,000

¥18,000

¥24,000

F o o t

30min.E. Foot Basic
（Oil treatment of knee [soles and front]）

60min.F. Foot Special
（Oil treatment of whole legs [front and back]）

Whole body kneading

Reflexology

Body

60min.Whole body kneading
日式全身推拿 

面部・颈部 

脸，头，颈，肩

足部基本

足部特別

半身

全身

全身和面部

( 全身＋面部＋面膜）

( 全身＋面部＋面膜〔２面膜 , 背部〕＋头部）

( 全身精油护理 )

( 背部 , 到肩膀的护理 )

全身和面部

日式全身推拿 

日式全身推拿 

身体 

足部 

身体

面部 

¥8,100

90min.Whole body kneading ¥11,700

120min.Whole body kneading

※Can be extended by 10minute increments.

※ There is also a hand course.

¥15,000

¥6,000

¥8,000

F o o t  

40min.Reflexology

60min.Reflexology

¥3,000

¥4,200

H e a d

20min.Head

30min.Head

¥10,40080min.Reflexology

B o d y

30min.G. Half body
（Back and shoulder oil treatment）

60min.H. Full body
（Full body oil treatment）

90min.I. Full Body & Facial
（Full body + Facial + Mask）

120min.J. Full Body & Facial
（Full body + Facial + Mask〔W-mask  · Back〕+Head）

头部

头部护理

头部护理

足部

足部反射療法

足部反射療法

足部反射療法

美容美体护理 日式全身推拿

足部反射療法

还有一个手的课程。

Can be extended by 10minute increments.Can be extended by 10minute increments.

Relaxztion you can feel in quiet and peaceful time of Tomamu.Relaxztion you can feel in quiet and peaceful time of Tomamu.
在苫鹉的静寂且祥和的氛围中享受的休闲时光在苫鹉的静寂且祥和的氛围中享受的休闲时光

tel  080-9880-0566 


