癒しの 空 間 で 、
心と身 体 をもっと元 気 に
Make your mind and body.
Feel better in a healing space.

British Style Reflexology “Salon rin”

ご予約 丸ノ内ホテル
営業時間

Te l : 03-3217-1111

15時～23時30分（最終受付23時）年中無休

▶男性や年齢問わずご利用いただけます。
▶外来のお客様もご利用いただけます。
▶リフレクソロジー専用ルームでの施術となります。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-3
▪JR「東京」駅（丸の内北口）
より徒歩1分 *地下通路から直結
▪東京メトロ「大手町」駅（B2b出口）
より徒歩1分 *地下通路から直結
▪東京メトロ 丸ノ内線「東京」駅（北改札）
より徒歩2分 *地下通路から直結

British Style Reflexology “Salon rin”

FOOT

（足のリフレクソロジー）
膝・ふく
らはぎ・足裏

遊 yuu

BODY

30 min ¥5,400 (¥5,940)

パウダー又はオイルのどちらかを使い、膝から足裏中心のクイックコース
A quick treatment from calf to back of foot either by powder or treatment oil

鼓 tuzumi

30min ¥11,000 (¥12,100)
60

パウダーとオイルの両方を使い、膝から足裏中心の満足コース
Treatment using both powder and treatment oil from calf to back of foot

藤 fuji

おすすめコース

30min ¥12,000
60

(¥13,200)

オイルのみを使い、うつ伏せ～仰向けで行う、ふくらはぎの究極コース
This oil treatment is excellent to thoroughly relax the calf area

都 miyako

30min ¥16,000 (¥17,600)
90

パウダーとオイルの両方を使い、じっくり、たっぷりほぐしていく贅沢コース
Treatment using both powder and oil relieves tiredness of calf and foot

（全身のリフレクソロジー）
頭・顔・背中・手・足

毬 mari

30min ¥18,000 (¥19,800)
90

時間のない方のショートコース
A course to relieve tension for guests with busy time schedule

舞 mai

120 min ¥22,500 (¥24,750)

心身のリラックス効果を高める標準コース
Basic 120-minute course to relax both body and mind

琴 koto

大人気コース

150 min ¥26,500 (¥29,150)

お疲れの個所や気になる所をしっかりほぐしていく集中コース
This course concentrates on sections where it is most stressed

雅 miyabi

（フェイシャル付）

180 min ¥32,500 (¥35,750)

優雅な気分でとろけるような深い刺激で贅沢に癒されるスペシャルコース
(Includes facial treatment) Special course designed to relax, release stress and tiredness

FACIAL

（お顔のトリートメント）
顔・頭・首

艶

OPTIONS
（オプション）

※上記のプランに
追加でご利用
いただけます。

tuya

30min ¥8,500 (¥9,350)
40

Neck & Back Reflexology

40 min ¥8,500 (¥9,350)

首・肩・肩甲骨・腰周りの凝りをオイルでほぐします
Oil treatment to soothe from neck to back

フェイス＆ヘッド・リフレ
Face & Head Reflexology

30 min ¥5,500 (¥6,050)

顔・頭の凝りをほぐします

Treatment to relieve eye strain by stimulating facial and head tension

顔・頭の凝りをほぐすオイルトリートメント ＊男性に人気

ハンド＆アーム・リフレ

Oil treatment to relieve tension on head and face

弦 gen

ネック＆バック・リフレ

Hand & Arm Reflexology

20 min ¥3,500 (¥3,850)

パウダーで、手や腕を中心に凝りをほぐします

Hand treatment by powder to relieve stress from hand to arm

30min ¥13,500 (¥14,850)
60

腸セラピー（女性限定）

顔・頭・首・鎖骨にかけてのオイルトリートメント（パック付）

lntestinal therapy (Ladies only)

※ 施術時間にはフットバスが含まれます。 ※表示価格は本体価格です。
（

）
内は消費税10%が含まれます。

30 min ¥6,000 (¥6,600)

腸の凝りをほぐします。特に便秘症の方にお勧めです

(With a facial pack) Oil treatment from head, face, neck and upper chest area

Prepare your intestinal environment

※写真はすべてイメージです。

