
熱波房

800 400通常大人

円 円

400 200通常小人（小学４年生以上）

円 円

岩盤ヨガ好評中!

冥想房

「冥想房」は、黒い天井と壁に包まれた「無」の空間です。
壁面にはロウソクの炎のような光がゆらめきます。
雑念を取り除き、深い静寂と落ち着きをもたらします。

月曜～金曜までの平日開催!
月曜日

20：00～ 20：00～ 14：00～ 14：00～ 14：00～
20：00～

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

岩盤健康体操開催! 18：00～火曜日大好評

［アロマロウリュウ］
10時～24時の偶数時間毎30分開催
［ヒーリングロウリュウ］
15：30／19：30（1日 2回開催）
 

音と映像と熱波とアロマ音と映像と熱波とアロマ
五感で感じる映像と音の
新感覚アトラクション登場

新オープン記念
本や漫画・パソコン・ゲームなどが楽しめる漫画喫茶のような新スタイルcafé

コーヒー・紅茶（Ｈot）飲み放題!!

100円
大汗房

岩塩房

快眠房

冥想房

温玉房

雪華房

リクライニングコーナー

7月7日（金）～7月23日（日）

快眠房

リニューアルオープン記念
岩盤浴をご利用のお客様に限り
Book＆Café「四里四方」の

 ご利用料金が

半額

第2弾

※岩盤浴のみのご利用はできません。（別途入館料が必要となります） ※お子様は一部ご利用いただけない房があります。 ※お子様のみのご利用はご遠慮いただいております。 ※他のクーポン・サービスとの併用はできかねます。あらかじめご了承願います。

Book＆Café「四里四方」

な
ん
と
!!

3時間無料
5時間無料
8時間無料

●泥酔者・暴力団関係者・刺青・タトゥーのある方・皮膚に疾患のある方、他の方に伝染する疾患をお持ちの方の入場はお断り致します。●館内への飲食物のお持ち込みは、固くお断り致します。●浴室にはシャンプー、コンディショナー、ボディソープを常設しておりますので、タオル等をご持参いただくか、当店販売品・レンタル品をご利用ください。●ペットを連れてのご入場はお断り致します。●その他スタッフの指示に従ってください。●表示価格は全て税込となります。

TEL.06-6411-4126

※八汗房ご利用は別途入館料がかかります。

〒660-0081
尼崎市蓬川町295番地3

※八汗房ご利用のみはできません。
※館内着ですべてご利用いただけます。
※お子様は一部ご利用いただけない
房があります。

※お子様のみのご利用はご遠慮いた
だいております。

※要本人確認書類（運転免許証・保険証
等年齢がわかるもの）

八汗房

会員入会金 不定休会員様料金▶ 通常料金の50円引き

（岩盤浴）

800円
400円

100円

大人
（中学生以上）

小人
（小学4年生以上）

750円
370円

大人
（中学生以上） 650円シルバー

（65歳以上）

小人
（3歳以上）

（最終受付 深夜1：00）

入館料

会員様料金▶ 通常料金の50円引き

（ご入浴）

ホームページは
コチラから！ http://www.mizukinoyu.com/

専用駐車場の割引を受ける場合必ず駐車券
をフロントにご持参ください。お帰りの際、
館内のご利用に応じ右記の割引サービスを
受けられます。

駐車場サービスについて

ヨ 　 イ 　 フ 　 ロ

営業
時間

住所

9：00～  2：00 ご入館（入浴）で駐車料金

ご入館（入浴）+お食事または軽食
利用・物販のご購入で（自販機除く）
ご入館（入浴）+八汗房（岩盤浴）
及びリラクゼーションご利用の方

◆割引サービス

駐車場に入庫後30分以内にご入店ください。
ご退館後30分以内にご出庫してください。
※30分を超えると割引サービスを受けられない場合があります。

◆駐車料金

第1駐車場 全日／30分：300円　12時間最大1,500円

第2駐車場 全日／30分：300円　12時間最大1,500円

深
夜



鶏天婦羅梅おろし膳

担々麺

夏御膳

ホルモン炒め膳

冷製トマトパスタ麻婆豆腐

冷やし茶漬け

メニューは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

夏おすすめ
メニュー

限定
の

730円（税込）830円（税込）690円（税込）

790円（税込）890円（税込）

1,880円（税込）

890円（税込）

Book＆Café四里四方営業時間 朝9時～深夜2時
（最終受付は深夜1時）

料
　
金

○ ブックカフェフリータイム
※コーヒー／紅茶飲み放題

※コーヒー／紅茶飲み放題

600円（館内着付）

○ ブックカフェショートタイム（1H） 300円（館内着無）

○ 八汗房利用の方 半額300円（館内着付）
○ 子供料金 200円（小学生）

本やパソコン等を好きなだけ楽しめるブックカフェコース

お食事だけでもお楽しみいただけます

本や漫画・パソコン・ゲーム
などが楽しめる
漫画喫茶のような新スタイルcafé
コーヒー・紅茶（Ｈot）飲み放題!!

テーブル席と
座敷席が
あります

7／
（土）
22
【場所】1階 はなみずき前　【時間】15：00～

豪華賞品を取り揃えてお待ちしていますビンゴ大会
館内のお客様は無料でご参加いただけます！

新オープン記念価格!!

100円
岩盤浴をご利用のお客様に
限りBook＆Café「四里四方」の

ご利用料金が

なんと!!

駐車場ご利用時のお願い

大駐車場完備!!
各種おトクな割引サービス‼

ご入館（入浴） 3時間無料 ◆駐車料金
第1
駐車場 全日／30分：300円　12時間最大1,500円 第2

駐車場 全日／30分：300円　12時間最大1,500円

駐車場に入庫後30分以内にご入店ください。ご退館後30分以内に出庫してください。※30分を超えると割引サービスを受けられない場合があります。

駐
車
料
金

5時間無料
8時間無料

ご入館（入浴）

ご入館（入浴）

お食事または軽食利用・
物販のご購入で（自販機除く）
八汗房（岩盤浴）及び
リラクゼーション

→
+
+

→
→

お車でお越しの方へ。

阪神電鉄本線「尼崎センタープール前」駅下車すぐ

駐車場ご利用時のお願い
整体、足つぼ、タイ古式など豊富なメニューで、皆様の健康をサポートします。
CSJ整体・ボディケア・足つぼ・リンパトリートメント・タイ古式と多種多様のメニューで、お客様一人ひとりの身体にあった施術を行い、皆様の健康をサポートします。

CSJ整体で、健康的で美しい
カラダづくりをサポートします。

からだラボ
CSJ整体は、頚椎（Cervical）から仙骨
（Sacral）までの関節（Joint）のバランス
を正しい位置に戻し、カラダの自然治
癒力を最大限に引き出す療法です。

心 香
ヒーリングサロン心香は自然から生まれた香
りと手から伝わる温もりを大切に、お客様の
健康と美容のサポートを行う専門的なフット
ケア＆アロマトリートメントのお店です。

ファ・ブーア
ファ・ブーアのタイ古式は、本場チェン
マイのゆったりとしたリズムを大切に、
心地よい刺激で心と身体により深いリ
ラックス効果をもたらします。

Kirei
Kireiのオイルセラピーは、ハワイのロミロミ、バリのアロ
マテラピー、中国の経路（つぼ療法）、西欧式の美容テクニッ
クをオリジナルテクニックとし、ふんだんに使います。

あかすりエステ華

自然生まれの香りと手から伝わる
温もりで癒しの世界へお招きします。

気軽にタイまで行く方法。
ファ・ブーアで“ゆったり”しませんか。

コリ、疲れやリンパ痩身など
美容と健康を
完全サポートします。

あかすりエステで
古い角質をとって
“美肌、代謝促進、疲れ解消”

足つぼ・オイル エステ あかすりボディケア・整体 タイ古式

◆超絶睡眠ヘッドスパ

◆脂肪冷凍クラッシュコース【初回】

◆コーラルリーフ
　  アロマリンパマッサージ（75分）【初回】◆タイ古式 ボディケア（45分）

￥3,880（税込）
◆タイ古式＋足つぼセット（65分）

￥5,380（税込） 9,800円→￥8,800（税込）
￥5,400（税込）60分￥5,000（税込）

◆アロマオイルリンパデトックス
50分￥4,980（税込）

◆CSJ整体【初回限定】
60分￥4,900（税込）

◆ボディケア
45分￥3,950（税込）

リラクゼーション
～体も心も美しく～

ジョイハンズ

夏季限定

さわやかコース

夏のお肌改善コース

あかすり／ボディシャンプー
スカルプor かかとケアorフェイシャルエステ

￥5,000￥5,600（税込）
45分 （

税
込
）

あかすり／ボディシャンプー
全身リンパドレナージュ

￥6,800￥7,800（税込）
60分 （

税
込
）

600円お得

1,000円お得


