
レソナ・トータルケア・トリートメント

2021年11月12日現在

ネクストステージ　施術料金一覧

最大６０分で必要な基本トリートメントが終わり次第、終了となります。
（おおよそ 40～ 60分）　※ 追加料金 1,000 円単位でアレンジします。

臨床気療法士®の技術レベルによって料金が異なります。

時間はおおよその目安です。必要なトリートメントが終われば終了となります。

基本施術料金

新 堀

天 海

佑  真

雫 井・伊 織スタンダード

スペシャル

雪 平

新 堀

天 海

雫 井・伊 織

雪 平

スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

スタンダード

スペシャル

スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

新 堀

天 海

雫 井・伊 織スタンダード

スペシャル

雪 平スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

佑  真

臨床気療法士 ®

レソナヒーラー

12,000 円　（税込 13,200 円）

15,000 円　（税込 16,500 円）

20,000 円　（税込 22,000 円）

30,000 円　（税込 33,000 円）

14,000 円（税込 15,400 円）

17,500 円（税込 19,250 円）

23,355 円（税込 25,690 円）

35,000 円（税込 38,500 円）

トライアル特別料金 　  3,000 円　（税込 3,300 円）

新 堀

天 海

雫 井・伊 織

雪 平

スタンダード

スペシャル

スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

12,000 円（税込 13,200 円）

15,000 円（税込 16,500 円）

20,000 円（税込 22,000 円）

30,000 円（税込 33,000 円）

最大３０分で必要な基本トリートメントが終わり次第、終了となります。
（おおよそ 20～ 30分）　※ 追加料金 1,000 円単位でアレンジします。

「花粉症対策」「冷え性対策」「メンタル・リカバー」等がございます。

ご相談ください。

クイックコース

臨床気療法士 ®

レソナヒーラー

 6,000 円　（税込 6,600 円）

 7,500 円　（税込 8,250 円）

10,000 円　（税込 11,000 円）

15,000 円　（税込 16,500 円）

トライアル特別料金 　　  1,500 円  （税込 1,650 円）

グランド・メニュー 

内臓と腸のディープ・トリートメント 約40～70分 オーガニックスクレイパー・デトックストリートメント 約20～30分

新 堀

天 海

雫 井・伊 織

雪 平

スタンダード

スペシャル

スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

15,000 円（税込 16,500 円）

18,500 円（税込 20,350 円）

23,810 円（税込 26,191 円）

36,000 円（税込 39,600 円）

新 堀

天 海

雫 井・伊 織

雪 平

スタンダード

スペシャル

スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

16,500 円（税込 18,150 円）

20,250 円（税込 22,275 円）

26,500 円（税込 29,150 円）

39,000 円（税込 42,900 円）

女性専用メニュー

骨盤バランシング＆内臓トリートメント 約40～70分 エナジー・アロマトリートメント 約40～65分

新 堀

天 海

雫 井・伊 織

雪 平

スタンダード

スペシャル

スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

3,000 円（税込 3,300 円）

3,750 円（税込 4,125 円）

5,000 円（税込 5,500 円）

7,500 円（税込 8,250 円）

新 堀

天 海

雫 井・伊 織

雪 平

スタンダード

スペシャル

スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

18,000 円（税込 19,800 円）

22,500 円（税込 24,750 円）

30,000 円（税込 33,000 円）

45,000 円（税込 49,500 円）

オプショナル メニュー セルフケアのためのレッスン付きメニュー

アイデトックス 約10～15分 花粉症対策プログラム　他 約40～60分



30,000 円（税込 33,000 円）～

40,200 円（税込 44,220 円）

58,200 円（税込 64,020 円）

30,000 円（税込 33,000 円）

36,000 円（税込 39,600 円）

31,500 円（税込 34,650 円）
45分目安

18,000 円（税込 19,800 円）
ミニマム料金／最大30分

　7,000 円（税込 7,700 円）
オプション10分目安

療法士のスペシャリテ

・フェイシャル・ディープ・クレンズ

・インゴット・チャクラ・トリートメント

※ご予算の範囲で必要なトリートメントをいたします。ミニマム以上の料金でご予算をお知らせ下さい。

・リンパ・トリートメント・スペシャル　(女性限定) 

・リンパ＆EMS　(女性限定) 

Aコース（リンパ 19,800円分＆ EMS 24,420円分）

・頭部スペシャル・エナジートリートメント

エグゼクティブ・エナジスト 天海妃架理のメニュー

Bコース（リンパ 39,600円分＆ EMS 24,420円分）

・ネクスト・プレミアム

各臨床気療法士のスペシャリテもございます。「おまかせ」で、目的とご予算をご相談ください。

トライアルメニュー　
ボディ・リカバリー・スペシャル

男性向け ディープ・リフレッシュ・コース

11,000 円コース

22,000 円コース

16,000 円  →　

22,000 円

11,000 円通常料金 

27,000 円  →　通常料金 

※所要時間約110分。
　（施術 50分目安＋ 超高濃度水素吸入セラピー60分）

※所要時間約160分。
　（施術100分目安 ＋ 超高濃度水素吸入セラピー60分）

はじめての方限定
※所要時間約90分（施術30分目安 ＋ 超高濃度水素吸入セラピー60分）

新 堀

天 海

雫 井・伊 織スタンダード

スペシャル

雪 平スーペリア

エグゼクティブ・
　エナジスト

通常料金 11,000 円　→　6,000 円　（税込 6,600 円）

通常料金 12,500 円　→　7,500 円　（税込 8,250 円）

通常料金 15,000 円　→　10,000 円　（税込 11,000 円）

通常料金 20,000 円　→　15,000 円　（税込 16,500 円）

初回のみの特典 ネクスト水素会員システムのご案内

・30分吸入　水素サプリ1個付　… 1,500 円

・60分吸入　水素サプリ2個付　… 2,500 円

・90分吸入　水素サプリ2個付　… 3,250 円

・30分吸入　水素サプリ1個付　 … 1,500 円

・60分吸入　水素サプリ2個付　 … 2,980 円

・90分吸入　水素サプリ2個付　 … 3,980 円

・120分吸入  水素サプリ2個付　… 4,980 円

年会費　3,000円

１）水素吸入が会員価格で安くなります。

２）会員価格よりもさらにお得な「回数券」をお求めいただけます。

詳しくは店頭でお尋ねください。

【会員特典】

・VR -RW バーチャルリアリティ・レソナウェーブ

・Ｍ -RW モニター・レソナウェーブ

超高濃度水素吸入セラピー

レソナウェーブ

通常の半額 会員特別価格

通常3,000円

通常5,000円

通常6,500円

通常3,000円

通常5,000円

通常6,500円

水素

RW
約 10 分　3,000 円（税込 3,300 円）

約 10 分　3,000 円（税込 3,300 円）


