名古屋駅より
車で約10分

1 有松亭6月のお楽しみメニュー
1

入浴パック（入浴＋日替わり定食）

【期間】
6月1日（金）
〜6月29日（金）の平日限定
平日

入浴 ＋ 日替り定食
2

1,000円

通常価格
1,300円→

ラーメン祭り

醤油ラーメン・スタミナラーメン・担々麺を
ご注文のお客様に「小ライス」をサービス！

プレミアムフライデーキャンペーン

【期日】6月の最終金曜日（29日）午後3時より

入館料＋日替り定食

750円

通常価格1,300円→

2 ドラゴンズ来店ポイント2倍デー
【期日】
6月の毎週月曜日・水曜日・金曜日

「来店ポイント」が、なんと2倍！

さらに、前日にドラゴンズが勝利したら、なんと
「来店ポイント」が、3倍！
！

3 得々タイムサービス
入館料550円（通常価格）→

450円

4 シルバーデー【65歳以上のお客様】
【期日】
6月の毎週月曜日・水曜日
入館料550円
（通常価格）→

450円

※年齢を確認できるもの（免許証・保健証等）の
ご提示をお願いを致します。

山王（3 0）の日 ラッキープレゼント
1 【期日】
6月10日（日）
・20日（水）
・30日（土）
1

入館料550円（通常価格）

「デジタルビンゴ」にチャレンジして賞品をGET！
！

6 キッズ会員限定キャンペーン
キッズ会員のお子様に、デジタルビンゴで

「うまい棒orミニソフト」プレゼント！

7 父の日キャンペーン

★あたり岩盤浴招待券1枚 ★はずれミネラルウォーター

「ミネラルウォーター」プレゼント！

岩盤浴をご利用のお客様に、次回ご利用いただける

「岩盤浴半額券」を1枚プレゼント！

山王スパ

1 肩コリケアコース35分（背中リンパマッサージ＋デコルテ+ヘッドスパ）

500円

2 全身パラフィンパック80分

3 究極のリフトアップ「美白エステ」30分

至学館大学学生の方限定 入浴料特割り

スッキリ！爽快！

ボディケア
「きらら健康院」

1【期間】6月1日（金）〜6月30日（土）

4 最強痩身《HIFU》
脂肪燃焼リバウンドしないカラダへ！

350円

5 入浴招待券プレゼント企画

（土・日・祝 /通常650円）

初回ご利用

1,100円

2【期日】6月の毎週火曜日

顔剃り・カラーご利用のお客様に限り

2回目ご利用

900円

コラーゲンサービス！

3 【期日】6月の毎週金曜日
男女顔剃り

1,000円

男性1,100円→

韓国式アカスリ
「アカスリ天国」

女性1,200円→

1,100円

お得なキャンペーン

・20日（水）
・30日（土）
1【期日】6月10日（日）

！
がお得 回数券販売（１０分券10枚綴り）
回数券

11,000円

選べるキャンペーン
70分

5,900円

90分

◎スイートランド ◎ペンタゴン ◎UFOキャッチャー

期間中、以上のゲーム機内に、
「スクラッチくじ」が付いております。

「入浴招待券」プレゼント！
「駄菓子」プレゼント！

当たりがでたら、

ハズレでも、

1冊

5,000円

3

父の日キャンペーン

【期日】
6月17日（日）

男性限定アカスリBコース以上ご利用のお客様

角質ケア（5分）サービス！
3

Aコース（30分）
＋オイルもみほぐし（15分）

3【期日】6月17日（日） 父の日限定企画
アカスリBコース以上の男性の限定

アカスリ特別サンキューコース（40分）

髪剪處

【期間】6月15日（金）〜 6月18日（月）
【期間】6月28日（木）〜 7月2日（月）

和菓子販売
和菓子販売

※予告無く変更させていただく場合がございます、ご了承ください。

11,000円

5,000円

5分角質ケア

4【期間】6月8日（金）〜6月30日（土）

3,900円

6月のケアはカラーリングでつやつやに！

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）

カラーリングをご利用のお客様に コラーゲンを無料サービス！
Organic spa
｢ayus｣

2【期間】6月1日（金）〜6月30日（土）

アカスリAコース（30分）
＋オイル揉み解し（15分）

2【期間】6月1日（金）〜6月30日（土）

【期日】
6月の毎週日曜日（3日・10日・17日・24日）

女性 のお客様

毎週 水曜日

岩盤浴を有料でご利用のお客様に岩盤浴ハッピーくじ引きプレゼント

あたり フレッシュジュース（￥370まで）プレゼント
はずれ ミネラルウォータープレゼント

6

17時からプレゼント

メンズ
（火曜）
・レディース（土曜）

男性 のお客様

毎週 火曜日

【期日】6月5日・12日・19日の17時〜
大人の男性有料入場者 先着100名様

女性 のお客様

「健康ドリンク」1本プレゼント！
2日、9日

毎週 土曜日

「ハンドクリーム」プレゼント！

「マカロン石鹸」プレゼント！
【期日】6月2日・9日・16日・23日・30日の17時〜
大人の女性有料入場者 先着100名様 23日、30日「除菌ジェル」プレゼント！

チャレンジ カレーうどん
きらら健康院

940円

お客様の要望があり復活しました！身体の冷えやコリを取るためのものです。

7,500円
2 キャビ丼
60分 9,000円 90分 14,000円
キャビテーション+DON-Pa
3 選べるオプション入館セット70
計70分 7,000円
オイル60分＋選べるオプション10分（足つぼ・フェイス・スカルプ）

ご好評につき6月1日（金）〜15日（金）
までの期間「激辛カレーうどん」
成功者には通常1枚のところ

「招待券2枚プレゼント！」

（税込）

6月のボディケアキャンペーン

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）
大好評につき2つのコースをご用意！
★お得な入館セット

（入館料+ボディケア+足つぼ）

50分

4,700円 70分 6,500円

世界で一番気持ちいいリラクゼーション

タイ古式
｢Fa Bua｣

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）

ファ・ブーアで本場仕込みのタイ式をご堪能下さい！
（入館料+タイ古式マッサージ） 50分

足本舗｢心｣

4,700円 70分 6,500円

心地よい刺激で身体リフレッシュ

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）
1 入館セット50（入館料+足つぼ）

ひざ周りまでしっかりと！新価格になりました！

2 セレクト60分・80分

セレクト60分

すべてのメニュー

（足つぼ・頭もみ・眼もみ・角質ケア）から自由にセレクト！

よもぎ蒸し

50分

セレクト80分

楽して汗をかきませんか？

4,700円
5,100円
6,800円

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）
身体がスッキリしないこの季節に
厳選国産ハーブと岩塩が入った
当店オリジナルハーブを使用

入館料込み

1番人気！
！
ビューティフルライフコース

6月のキャンペーン

2,700円

＜毎週水曜・6月7日（木）定休日＞

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）
40分のウドワルタナ+40分のオイルマッサージ

ニュー
チャレンジメ

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）

ネイルサロン
｢ディナッシュ｣

6月のキャンペーン

1 ウドワルタナ80分

毎週 金曜日

【期日】6月1日・8日・15日・22日・29日の金曜日

※6月20日は山王の日と重なるため中止となります。

★選べる入館セット

お得！ 回数券販売（１０分券10枚綴り） 1冊
回数券が

Wプレゼント企画

男性 のお客様

岩盤浴くじ引きプレゼント

【期日】6月6日・13日・27日の水曜日

5,000円 8,800円

・20日（水）
・30日（土）
1【期日】6月10日（日）

7,600円

メンズ（水曜）
・レディース（金曜）

お試し2回

お試し1回

6月キャンペーン

アカスリ天国

※手もみ・セット・タイ古式・アロマボディの中から自由に選べます。

ゲームコーナー

3,000円
8,800円
3,240円

★ご新規様→全員にプレゼント！
★リピーター様→1,080円以上のオプションをしてくれた方にプレゼント！
★HPでご予約の方→キャンペーンコース 美白エステ￥３２４０ 肩こり改善コース￥３０００
ご利用の方にプレゼント！※キャンペーンコースは入浴券とセットメニューになります。

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）

丸刈りキャンペーン

通常5,400円→

リフトアップ+美白効果

※ご利用の際は、受付フロントにて、
学生証をご提示下さい。

6月キャンペーン

通常16,800円→

全身リンパマッサージ+全身発汗デトックスパック

お肌のお手入れからカラダの健やかさを育むイベント

クイックバーバー
「チョキ」
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お肌のお手入れからカラダの健やかさを育むイベント
ごちそうや 6月のおすすめメニュー
6月のキャンペーン

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）

【期日】6月の毎週日曜日（3日・10日・17日・24日）

300円

じゃんけんで勝った方にはステキな賞品プレゼント！

16日

※但し、岩盤浴半額券には期限がございますのでご注意ください。

次回からご利用いただける「お子様入浴無料券1枚」をプレゼント！

（平日/通常550円）

ワ

【期日】6月18日（月）

各日先着 50 組のご家族で有料ご入場のお子様（幼児・小学生）全員に

●至学館大学学生様の入浴料を

500円

3 6月18日「岩（ 18 ）の日」

サタデーファミリープレゼント
8 【期日】
6月の毎週土曜日（2日・9日・16日・23日・30日）

入館料650円
（通常価格）→

通常600円→ 100円引き

中学生以上の大人対象

【期日】
6月16日（土）
・17日（日）の20時〜

【期日】6月2日・9日・16日・23日・30日の土曜日 AM9時〜PM0時
【期日】6月3日・10日・17日・24日の日曜日 PM9時〜AM0時

イ

先着200名様（大人有料男性）に

4 大じゃんけん大会開催！

2 6月の土・日曜日は岩盤浴タイムサービス！
土曜日の朝・日曜日の夜に限りワンコイン

【期間】
6月17日（日）

オープンからお昼12時まで

上記期日は、ご来店ポイントが 3倍となります。

2 岩盤浴ご利用のお客様先着100名様にハッピーくじ引き！！

※入館時にキッズカードを
ご提示下さい。

9 サンデー得々キャンペーン

【期日】
6月の毎週火曜日・木曜日
お昼12時〜3時、夜10時〜0時

※入館時に学生証をご提示下さい。

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）

【期間】6月1日（金）
〜6月30日（土）

3

450円

学生（中学生以上）のお客様対象

山王温泉 喜多の湯
今月のおすすめイベント

5 学生さんWキャンペーン
【期日】
6月の毎週火曜日・木曜日

テーマは、
健・癒・食・遊

80分

1 ご新規様

500円OFF！！ 5,000円以上のお会計の方対象

2 裸足になる季節、気になるかかとのケアをしませんか？

フット角質ケア

フットバス+角質除去+保湿パック

6月1日（金）
〜6月15日（金）
3【期間】

通常2,000円↓

1,000円

入浴招待券プレゼント企画

ご新規様→全員にプレゼント！／リピーター様→合計金額4000円以上の方にプレゼント！
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