2017 年 2 月 13 日
報道関係者各位
伊 勢 志 摩 リゾートマネジメント株 式 会 社
御 木 本 製 薬 株 式 会 社

「NEMU HOTEL & RESORT」×「ミキモト コスメティックス」
世界が選んだ伊勢志摩に、ミキモトグループ初の温浴施設併設型スパ

「PEARL SPA by MIKIMOTO COSMETICS」
2017 年 3 月 25 日（土） オープン！
■「伊勢志摩サミット」（2016 年 5 月）が開催された三重県志摩市に所在する「NEMU HOTEL & RESORT」に、
「PEARL SPA by MIKIMOTO COSMETICS」（以下「パールスパ」）がオープンいたします。
■「パールスパ」は、三井不動産グループが運営する「NEMU HOTEL & RESORT」と、伊勢志摩の地で世界初の真
珠養殖に成功したミキモトグループの「ミキモト コスメティックス」が連携し実現した、トリートメントサロンと温浴施
設「恵みの湯」が併設された施設です。
■「パールスパ」のオープンを機に、NEMU HOTEL & RESORT、ミキモト コスメティックスは、ホテル宿泊者や地元
のお客様に対し、これまで以上のくつろぎと癒しの時間を提供してまいります。

〔パールスパ概要〕
① ミキモトグループとしては初めてとなる、トリートメントサロン・
ミキモトグループとしては初めてとなる、トリートメントサロン・温浴施設併設型スパ
トリートメントサロン・温浴施設併設型スパ
② コンセプトは、＜癒し＞＜浄化＞＜再生＞
③ NEMU HOTEL & RESORT オリジナルトリートメントメニュー
④ 真珠の輝き
真珠の輝きと
の輝きと NEMU の自然をモチーフと
自然をモチーフとした
モチーフとした内装デザイン
した内装デザイン
◎パールスパオープン記念 お得な「宿泊プラン」・「体験プラン」もご用意

真珠をイメージした 2 ベッドトリートメントルーム（イメージ）

NEMU の自然の恵みを全身に取り込める温浴施設「恵みの湯」
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【パールスパ概要】
① ミキモトグループとしては初めてとなる、トリートメント
ミキモトグループとしては初めてとなる、トリートメントサロン
トリートメントサロン・
サロン・温浴施設併設型スパ
パールスパは、トリートメントサロンと温浴施設「恵みの湯」（※）で構成されます。温浴施設併設型のスパは、ミ
キモトグループとしては初の試みです。
※「恵みの湯」は、2015 年 3 月にミキモトグループとの連携により開業した温浴施設で、それぞれ特徴のある
「潮騒の湯」（天然温泉）、「合歓の木湯」、「真珠の湯」の３つの湯めぐりを楽しむことができます。今般、パー
ルスパの一部として再編成いたしました。

② コンセプトは、＜癒し＞＜浄化＞＜再生＞
トリートメントサロン、温浴施設「恵みの湯」の共通コンセプトは、＜癒し＞＜浄化＞＜再生＞です。
真珠も人も美しくあるためには ＜癒し＞＜浄化＞＜再生＞という営みがバランスよくめぐっていることが不可欠
です。パワースポットと言われる伊勢神宮から足を延ばすことができ、伊勢志摩国立公園内に立地する「NEMU
HOTEL & RESORT」 は、国内において、3 つの営みを調和・機能させるのにふさわしい滞在地です。NEMU の広
く豊かな自然、オールハンドのトリートメント、真珠のエッセンスによって、人に本来備わっている＜癒し＞＜浄化
＞＜再生＞のめぐりを呼び覚ましていきます。また、3 種類の湯めぐりで、全身の＜癒し＞、肌の＜浄化＞と＜
再生＞を促すことにより、輝くような美しさを生みだします。

③ [トリートメントサロン]
トリートメントサロン] NEMU HOTEL & RESORT オリジナルトリートメントメニュー
ミキモト コスメティックスの従来のスパメニューに加え、「オイルトリートメント」・「ディーププレッシャー（ドライトリ
ートメント）」を NEMU 限定メニューとして提供します。いずれも、ミキモト コスメティックス初の展開で、本施設をオ
ープンするにあたり、オリジナルのマッサージオイルを開発しました。「パール成分」とノバラ油など 4 種の精油を
オリジナルブレンドした香りで至福のひとときをお過ごしいただけます。卓越したオリジナルメソッドのオールハン
ドトリートメントを行うことで究極のリラクゼーションを提供いたします。「ディーププレッシャー」は、男性にもおすす
めです。

④ [トリートメントサロン]
トリートメントサロン] 真珠の輝きと NEMU の自然をモチーフとした
の自然をモチーフとした内装デザイン
新設のトリートメントサロンは、「NEMU の海をイメージした蒼色をアクセントに用いた一人用ルーム」、「真珠を育
むアコヤ貝に包まれるような白基調の二人用ルーム」、「施術後に落ち着いてメイクができるパウダーコーナー」
で構成されています。ミキモト コスメティックスの象徴である真珠と NEMU の自然をイメージした内装と心安らぐ
BGM により、リラックスして施術をご堪能いただけます。

～「トリートメントサロン
トリートメントサロン」
トリートメントサロン」と「恵みの湯」
恵みの湯」の相乗効果～
の相乗効果～
トリートメントの前後に、「恵みの湯」で真珠成分配合の湯や天然温泉などでゆっくりと心身を解放いただくとこと
で、トリートメントの効果が、より高まることが期待できます。
トリートメントにも温浴にも、血流やリンパの流れを活性化する効果があり、両方を同時に体験いただくと、老廃
物の排泄が相乗的に促進され、栄養物やホルモンがよりいき渡りやすくなります。
また温浴により、筋肉の緊張を緩めやすくなりますので、トリートメント＆温浴で日々のストレスや体の緊張を解
き放ち、凝りもほぐされやすくなり、心身ともにリラックスされます。
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【施設ご案内
施設ご案内】
ご案内】
＜トリートメントサロン＞
■施設概要 トリートメントルーム 2 室 （2 名用 1 室、1 名用 1 室）、ウェイティングルーム、パウダーコーナー
■営業概要
◇ご利用時間 15：00～23：00
◇メニュー例
詳細は、別紙参照
※のメニューを除き、すべてのメニューに関し、男性のご利用も可能です

＜税抜価格＞

フェイシャル
・エクストラクトコース（40 分）9,000 円※
※
・モイスチャーコース（60 分）13,500 円 ・ブライトニングコース（60 分）13,500 円 ・エイジングコース（60 分）15,000 円
・NEMU
NEMU フェイシャル（75
フェイシャル（75 分）17,000
分）17,000 円
ボディ
・スタンダードコース（60 分）14,000 円～
・ディーププレッシャーコース（60
・ディーププレッシャーコース（60 分）12,000
分）12,000 円～
・NEMU ボディ（75
＜青字は、NEMU
ボディ（75 分）17,000
分）17,000 円
＜青字は、NEMU HOTEL & RESORT オリジナル＞

NEMU の海をイメージした１ベッドトリートメントルーム（イメージ）

トリートメントサロン ウェイティングルーム（イメージ）

＜温浴施設 恵みの湯＞
恵みの湯＞
■施設概要
◇＜癒し＞ 「潮騒の湯」 ～大地の恵み～ 大自然のエネルギーが凝縮された自家源泉の天然温泉“癒しの湯”
◇＜浄化＞ 「合歓の木湯」 ～森の恵み～ ネムノキ樹皮エキスを配合した“浄化の湯”
◇＜再生＞ 「真珠の湯」 ～海の恵み～ 真珠やアコヤ貝から抽出される天然潤い成分を配合した“再生の湯”
※「合歓の木湯」と「真珠の湯」は、ミキモト コスメティックスとコラボレーションし、開発したオリジナルの湯です
※女性風呂では、ミキモト コスメティックスのスキンケアアメニティ（基礎化粧品）、インバスアメニティ（ヘアシャンプー・
ヘアトリートメント・ボディソープ）を常備しており、ご自由にお使いいただけます

■営業概要
◇ご利用時間

： 6：00～10：30

15：00～24：00

天然温泉の大きな窓の向こうには NEMU の森

3 種の湯めぐりが楽しめる温浴施設「恵みの湯」
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【オープン記念】 NEMU オリジナル フェイシャル＆ボディ体験 宿泊プラン
～「トリートメントサロン」と「恵みの湯」を満喫
「トリートメントサロン」と「恵みの湯」を満喫する
を満喫する 1 泊 2 日の旅 ～

※1 日１室 2 名限定

期 間

2017 年 4 月 2 日（日）～6 月 30 日(金) ＜休前日・GW（4/28～5/6）を除く＞

内 容

1 泊 2 食 ＋ トリートメント（NEMU オリジナルコース 60 分）体験付き

メニュー

NEMU オリジナル フェイシャル（40 分）＆ NEMU オリジナル ボディ（20 分）

客 室

デラックスルーム（47 ㎡）

料 金

1 室 2 名様ご利用の場合の 1 名様料金

定価 46,940 円 ⇒ オープン記念料金 28,000 円

※消費税等込の料金です

※ご夫婦等の利用でトリートメント体験がないゲストの料金 18,280 円
※少なくとも 1 名のトリートメント体験がないと本料金は適用されません

特 典

トリートメント体験をされた方にはミキモト コスメティックス ムーンパール トライアルセット
（販売価格 5,400 円）をプレゼント

【オープン記念】
【オープン記念】 NEMU オリジナル フェイシャル＆ボディ体験コース
フェイシャル＆ボディ体験コース

※1 日 2 名限定

期 間

2017年4月2日（日）～6月30日(金)

メニュー

NEMUオリジナル フェイシャル（40分）＆ NEMUオリジナル ボディ（20分）

料 金

定価 19,440円 ⇒ オープン記念料金 9,720円
9,720円

特 典

ミキモト コスメティックス ムーンパールトライアルセット（販売価格5,400円）プレゼント

＜休前日・GW（4/28～5/6）を除く＞

※消費税込の料金です。

※外来で当コースをご利用のお客様は施術当日に限り、「恵みの湯」をご利用いただけます（別途、入湯税150円ご負担）

ご予約：予約専用電話番号
0599-52-1211（受付時間 9：00～18：00）
ご予約：
※3 月 1 日より電話番号が「0599-25-3121」（受付時間 8：00～20：00）へ変わります
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【NEMU HOTEL & RESORT 滞在イメージ
滞在イメージ】
イメージ】

NEMU ならではのグランピングが愉しめる「里山ラウンジ」

シーサイドリゾートコース「NEMU GOLF CLUB」

大きな窓からは NEMU の森の緑が一望できる「客室」

潮風を感じながら寛げるテラスのある「マリーナ」
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【施設概要】
所在地
宿泊施設
その他施設
交通

〒517-0403 三重県志摩市浜島町迫子 2692 番地 3 （伊勢志摩国立公園内）
HOTEL NEMU（客室 60 室）
ゴルフクラブ、マリーナ、温浴施設
[鉄道] 近鉄鵜方駅からタクシー約 10 分、
近鉄賢島駅から無料送迎バス約 15 分、賢島港からマリンタクシー約 10 分
[車] 伊勢自動車道玉城インターより約 50 分

都会の喧騒から離れた豊かな伊勢志摩国立公園内に立地する「NEMU HOTEL & RESORT」全景

本件に関するお問い合わせ先
トリートメントに関して

御木本製薬株式会社 PR 事務局 （株式会社プリンコーポレーション内）
TEL 03-5469-8226

施設に関して

担当 矢吹

E-mail: info@prin-inc.co.jp

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社
TEL 0599-25-3121

担当 小柳・濱岡
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参考資料

SPA Ladies’ Menu
コース

価格（税抜）

コース内容

【ＮＥＭＵ オリジナルメニュー】
ＮＥＭＵフェイシャル

17,000 円

施術 75 分（所要時間 105 分）

＜デコルテ～顔、頭皮と足先へのコンビネーションコース＞
真珠の恵み豊かなアイテムを贅沢に使用した、ミキモトコスメティックスオリジナルのオ
ールハンドフェイシャルトリートメントにＨＯＴＥＬ ＮＥＭＵ限定の頭皮ケアと足先への
ケアを融合させたスペシャルコース。
美肌効果の高いフェイシャルトリートメントと疲労の溜まりやすい身体の先端へのケア
で「癒し」「浄化」「再生」を叶え、美しさと快適な身体の両方をご実感いただきます。

＜コース詳細＞
ヘッドマッサージ⇒ ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング～ディープクレンジ
ング（20 分） ⇒ デコルテトリートメント（5 分） ⇒ フェイストリートメント（20 分） ⇒
モイストパック・整肌（15 分） ⇒ 覚醒（ヘッド・足先へのトリートメント）（5 分）

ＮＥＭＵボディ

17,000 円

施術 75 分（所要時間 105 分）

＜顔を除く全身へのボディケア・トータルコース＞
ボディスタンダードコースとボディディーププレッシャーコースの要素に加え、ＨＯＴＥＬ
ＮＥＭＵ限定の頭皮ケアと足先へのケアを融合させたスペシャルコース。
「癒し」「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテクニックを巧みに組み合わせた本
コースでは疲労の除去はもちろん、深くまどろみ、やがてやわらかく覚醒していく極上
の時間をご堪能いただきます。

＜コース詳細＞
ヘッドマッサージ⇒ ドライマッサージ（10分） ⇒オイルトリートメント；背中（15分）⇒脚
（裏）（15分）⇒脚（表）（10分）⇒お腹（5分）⇒前腕（6分）⇒デコルテ（4分） ⇒ 覚醒（ヘ
ッド・足先へのトリートメント）（5 分）

【フェイシャル】

モイスチャーコース

価格 13,500 円

施術 60 分（所要時間 90 分）

＜デコルテ～顔までのフェイシャルケア・トータルコース＞
深いリラクゼーションをもたらすとともに、気になる肌の乾燥に働きかける、オリジナル
のオールハンドによるトリートメントコースです。真珠の恵み豊かなアイテムと「癒し」
「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテクニックで、うるおいに満ちた真珠肌へ導
きます。

＜コース詳細＞
ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング～ディープクレンジング（20 分） ⇒ デコ
ルテトリートメント（5 分） ⇒ フェイストリートメント（20 分） ⇒ モイストパック・整肌（10
分）

ホワイトニングコース

価格 13,500 円

施術 60 分（所要時間 90 分）

＜デコルテ～顔までのフェイシャルケア・トータルコース＞
深いリラクゼーションをもたらすとともに、気になる肌の色むらに働きかける、オリジナ
ルのオールハンドによるトリートメントコースです。真珠の恵み豊かなアイテムと「癒
し」「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテクニックで、透けるような明るい真珠肌
へ導きます。

＜コース詳細＞
ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング～ディープクレンジング（20 分） ⇒ デコ
ルテトリートメント（5分） ⇒ フェイストリートメント（20分） ⇒ ホワイトパック・整肌（10
分）

アンチエイジングコース
施術 60 分（所要時間 90 分）

価格 15,000 円

＜デコルテ～顔までのフェイシャルケア・トータルコース＞
深いリラクゼーションをもたらすとともに、気になる肌のエイジングサインに働きかけ
る、オリジナルのオールハンドによるトリートメントコースです。真珠の恵み豊かなアイ

テムと「癒し」「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテクニックで、ハリと透明感の
ある真珠肌へ導きます。

＜コース詳細＞
ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング～ディープクレンジング（20 分） ⇒ デコ
ルテトリートメント（5 分） ⇒ フェイストリートメント（20 分） ⇒ リフトパック・整肌（10
分）

エクストラクトコース

価格 9,000 円

施術 40 分（所要時間 70 分）

＜デコルテ～顔までのフェイシャルケア・トータルコース＞
滞在中お時間の無い方にもお受けいただける、オリジナルのオールハンドによるトリ
ートメントコースです。真珠の恵み豊かなアイテムと「癒し」「浄化」「再生」を叶えるオリ
ジナルのハンドテクニックで、心地よいリラクゼーションと潤いのある真珠肌をご実感
いただきます。

＜コース詳細＞
ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング（5 分） ⇒ デコルテトリートメント（5 分）
⇒ フェイストリートメント（20 分） ⇒ 整肌（5 分）

【ボディ】
スタンダードコース

価格 14,000 円

施術 60 分（所要時間 90 分）

＜足先～肩・首までのボディケア・トータルコース＞
やわらかなハンドタッチに加え疲労部位へのしっかりとしたアプローチを融合させた、
オリジナルのオールハンドによるオイルトリートメントコースです。「癒し」「浄化」「再生」
を叶える心地よいハンドテクニックがリラクゼーションをもたらすとともに全身の疲れを
やわらげ、生き生きとした軽やかな身体へと導きます。

＜コース詳細＞
背中（20 分）⇒脚（裏）（15 分）⇒脚（表）（10 分）⇒お腹（5 分）⇒前腕（6 分）⇒デコルテ（4
分）

スタンダードコース

価格 20,000 円

施術 90 分（所要時間 120 分）

＜足先～肩・首までのボディケア・トータルコース＞
やわらかなハンドタッチに加え疲労部位へのしっかりとしたアプローチを融合させた、
オリジナルのオールハンドによるオイルトリートメントコースです。「癒し」「浄化」「再生」
を叶える心地よいハンドテクニックがリラクゼーションをもたらすとともに全身の疲れを
やわらげ、生き生きとした軽やかな身体へと導きます。90 分コースではご要望を伺い、
カスタマイズさせていただきます。

＜コース詳細＞
背中（25分）⇒ヒップ（10分）⇒脚（裏）（15分）⇒脚（表）（15分）⇒お腹（5分）⇒腕（10分）
⇒デコルテ（10 分）

ディーププレッシャーコース

価格 12,000 円

施術 60 分（所要時間 90 分）

ドライトリートメントとオイルトリートメントの両方をご堪能いただける、オリジナルのオ
ールハンドによるトリートメントコースです。スタンダードコースに比して、より深部への
アプローチとなるため、ゴルフなどのアクティビティ後や疲労度の強い方にお勧めのコ
ースです。「癒し」「浄化」「再生」を叶えるメリハリあるハンドテクニックが、深いリラクゼ
ーションと爽快なリフレッシュ感をもたらします。

＜コース詳細＞
ドライマッサージ；背中（15 分）⇒ヒップ（5 分）⇒脚（裏）（10 分）
オイルトリートメント；背中（20 分）⇒脚（裏）（10 分）

ディーププレッシャーコース
施術 90 分（所要時間 120 分）

価格 18,000 円

ドライトリートメントとオイルトリートメントの両方をご堪能いただける、オリジナルのオ
ールハンドによるトリートメントコースです。スタンダードコースに比して、より深部への
アプローチとなるため、ゴルフなどのアクティビティ後や疲労度の強い方にお勧めのコ
ースです。「癒し」「浄化」「再生」を叶えるメリハリあるハンドテクニックが、深いリラクゼ
ーションと爽快なリフレッシュ感をもたらします。90 分コースではご要望を伺い、カスタ
マイズさせていただきます。

＜コース詳細＞
ドライマッサージ；背中（15 分）⇒ヒップ（5 分）⇒脚（裏）（10 分）
オイルトリートメント；背中（25分）⇒ヒップ（10分）⇒脚（裏）（15分）⇒脚（表）（15分）⇒お
腹（5 分）⇒腕（10 分）⇒デコルテ（10 分）

コース延長
施術 15 分

価格 3,500 円

＜15 分単位でのオイルトリートメントコース＞
ボディメニューのスタンダードコースおよびディーププレッシャーコースをお受けいた
だくお客様に限り、オイルトリートメントを延長していただけます。
フェイシャルメニューをお受けいただくお客様には、ボディパーツのオプショナルコー
スとしてご利用いただけます。

※ミキモト コスメティックス パール スパは完全予約制のため、事前にご予約ください。

参考資料

SPA Men’s Menu
コース

価格（税抜）

コース内容

【ＮＥＭＵ オリジナルメニュー】
ＮＥＭＵフェイシャル

17,000 円

施術 75 分（所要時間 105 分）

＜デコルテ～顔、頭皮と足先へのコンビネーションコース＞
真珠の恵み豊かなアイテムを贅沢に使用した、ミキモトコスメティックスオリジナルのオ
ールハンドフェイシャルトリートメントにＨＯＴＥＬ ＮＥＭＵ限定の頭皮ケアと足先への
ケアを融合させたスペシャルコース。
美肌効果の高いフェイシャルトリートメントと疲労の溜まりやすい身体の先端へのケア
で「癒し」「浄化」「再生」を叶え、美しさと快適な身体の両方をご実感いただきます。

＜コース詳細＞
ヘッドマッサージ（5 分） ⇒ ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング～ディープク
レンジング（20 分） ⇒ デコルテトリートメント（5 分） ⇒ フェイストリートメント（20 分）
⇒ モイストパック・整肌（15 分） ⇒ 覚醒（ヘッド・足先へのトリートメント）（5 分）

ＮＥＭＵボディ

17,000 円

施術 75 分（所要時間 105 分）

＜顔を除く全身へのボディケア・トータルコース＞
ボディスタンダードコースとボディディーププレッシャーコースの要素に加え、ＨＯＴＥＬ
ＮＥＭＵ限定の頭皮ケアと足先へのケアを融合させたスペシャルコース。
「癒し」「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテクニックを巧みに組み合わせた本
コースでは疲労の除去はもちろん、深くまどろみ、やがてやわらかく覚醒していく極上
の時間をご堪能いただきます。

＜コース詳細＞
ヘッドマッサージ（5 分） ⇒ ドライマッサージ（10 分） ⇒オイルトリートメント；背中（20
分）⇒脚（裏）（10分）⇒脚（表）（10分）⇒腕（10分）⇒デコルテ（5分）

⇒ 覚醒（ヘッド・

足先へのトリートメント）（5 分）

【フェイシャル】

モイスチャーコース

価格 13,500 円

施術 60 分（所要時間 90 分）

＜デコルテ～顔までのフェイシャルケア・トータルコース＞
深いリラクゼーションをもたらすとともに、気になる肌の乾燥に働きかける、オリジナル
のオールハンドによるトリートメントコースです。真珠の恵み豊かなアイテムと「癒し」
「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテクニックで、うるおいに満ちた真珠肌へ導
きます。

＜コース詳細＞
ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング～ディープクレンジング（20 分） ⇒ デコ
ルテトリートメント（5 分） ⇒ フェイストリートメント（20 分） ⇒ モイストパック・整肌（10
分）

ホワイトニングコース

価格 13,500 円

施術 60 分（所要時間 90 分）

＜デコルテ～顔までのフェイシャルケア・トータルコース＞
深いリラクゼーションをもたらすとともに、気になる肌の色むらに働きかける、オリジナ
ルのオールハンドによるトリートメントコースです。真珠の恵み豊かなアイテムと「癒
し」「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテクニックで、透けるような明るい真珠肌
へ導きます。

＜コース詳細＞
ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング～ディープクレンジング（20 分） ⇒ デコ
ルテトリートメント（5分） ⇒ フェイストリートメント（20分） ⇒ ホワイトパック・整肌（10
分）

アンチエイジングコース
施術 60 分（所要時間 90 分）

価格 15,000 円

＜デコルテ～顔までのフェイシャルケア・トータルコース＞
深いリラクゼーションをもたらすとともに、気になる肌のエイジングサインに働きかけ
る、オリジナルのオールハンドによるトリートメントコースです。真珠の恵み豊かなアイ

テムと「癒し」「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテクニックで、ハリと透明感の
ある真珠肌へ導きます。

＜コース詳細＞
ポイントメイク落とし（5 分） ⇒ クレンジング～ディープクレンジング（20 分） ⇒ デコ
ルテトリートメント（5 分） ⇒ フェイストリートメント（20 分） ⇒ リフトパック・整肌（10
分）

ファーストエクスペリエンスコース

価格 9,000 円

施術 30 分（所要時間 50 分）

＜フェイシャルケア・トータルコース＞
滞在中お時間の無い方や、フェイシャルケアが初めての方にも気軽にお受けいただけ
る、オリジナルのオールハンドによるトリートメントコースです。真珠の恵み豊かなアイ
テムによるディープクレンジングと「癒し」「浄化」「再生」を叶えるオリジナルのハンドテ
クニックで、心地よいリラクゼーションと潤いのある真珠肌をご実感いただきます。

＜コース詳細＞
クレンジング～ディープクレンジング（10 分） ⇒ フェイストリートメント（15分） ⇒整肌
（5 分）

【ボディ】
スタンダードコース

価格 14,000 円

施術 60 分（所要時間 90 分）

＜足先～肩・首までのボディケア・トータルコース＞
やわらかなハンドタッチに加え疲労部位へのしっかりとしたアプローチを融合させた、
オリジナルのオールハンドによるオイルトリートメントコースです。「癒し」「浄化」「再生」
を叶える心地よいハンドテクニックがリラクゼーションをもたらすとともに全身の疲れを
やわらげ、生き生きとした軽やかな身体へと導きます。

＜コース詳細＞
背中（20 分）⇒脚（裏）（15 分）⇒脚（表）（10 分）⇒腕（10 分）⇒デコルテ（5 分）

スタンダードコース

価格 20,000 円

施術 90 分（所要時間 120 分）

＜足先～肩・首までのボディケア・トータルコース＞
やわらかなハンドタッチに加え疲労部位へのしっかりとしたアプローチを融合させた、
オリジナルのオールハンドによるオイルトリートメントコースです。「癒し」「浄化」「再生」
を叶える心地よいハンドテクニックがリラクゼーションをもたらすとともに全身の疲れを
やわらげ、生き生きとした軽やかな身体へと導きます。90 分コースではご要望を伺い、
カスタマイズさせていただきます。

＜コース詳細＞
背中（30 分）⇒脚（裏）（15 分）⇒脚（表）（15 分）⇒腕（15 分）⇒デコルテ（15 分）

ディーププレッシャーコース

価格 12,000 円

施術 60 分（所要時間 90 分）

ドライトリートメントとオイルトリートメントの両方をご堪能いただける、オリジナルのオ
ールハンドによるトリートメントコースです。スタンダードコースに比して、より深部への
アプローチとなるため、ゴルフなどのアクティビティ後や疲労度の強い方にお勧めのコ
ースです。「癒し」「浄化」「再生」を叶えるメリハリあるハンドテクニックが、深いリラクゼ
ーションと爽快なリフレッシュ感をもたらします。

＜コース詳細＞
ドライマッサージ；背中（20 分）⇒脚（裏）（10 分）
オイルトリートメント；背中（20 分）⇒脚（裏）（10 分）

ディーププレッシャーコース
施術 90 分（所要時間 120 分）

価格 18,000 円

ドライトリートメントとオイルトリートメントの両方をご堪能いただける、オリジナルのオ
ールハンドによるトリートメントコースです。スタンダードコースに比して、より深部への
アプローチとなるため、ゴルフなどのアクティビティ後や疲労度の強い方にお勧めのコ
ースです。「癒し」「浄化」「再生」を叶えるメリハリあるハンドテクニックが、深いリラクゼ
ーションと爽快なリフレッシュ感をもたらします。90 分コースではご要望を伺い、カスタ
マイズさせていただきます。

＜コース詳細＞
ドライマッサージ；背中（20 分）⇒脚（裏）（10 分）
オイルトリートメント；背中（30 分）⇒脚（裏）（15 分）⇒脚（表）（15 分）⇒腕（15 分）⇒デコ

ルテ（15 分）

コース延長

価格 3,500 円

施術 15 分

＜15 分単位でのオイルトリートメントコース＞
ボディメニューのスタンダードコースおよびディーププレッシャーコースをお受けいた
だくお客様に限り、オイルトリートメントを延長していただけます。
フェイシャルメニューをお受けいただくお客様には、ボディパーツのオプショナルコー
スとしてご利用いただけます。

※ミキモト コスメティックス パール スパは完全予約制のため、事前にご予約ください。
※ファーストエクスペリエンスコースは、デコルテへのトリートメントは含まれません。
※ボディスタンダードコースは、臀部と腹部への施術は含まれません。
※ＮＥＭＵボディおよびボディディーププレッシャーコースは、腹部への施術はございません。

