
回 数 券
〜 V.I.P カード 〜

定期的・継続的 に
ケアをお考えの⽅へ オススメ!!

１回あたりのお値段も
お安くなります!!



・回数券メニュー

合計額¥5,500円以上全メニュー・セット対象

例︓オールハンド60分

例︓オールハンド30分 + 鍼

例︓オールハンド45分 + WINBACK(ラジオ波)

・回数券種類

４回・・・・ 3%OFF

８回・・・・ 5%OFF

特典︓同メニューサービス

１２回・・・ 10%OFF

特典︓同メニューサービス

・有効期限

４回︓１２０⽇間 ８回︓２４０⽇間 １２回︓３６０⽇間

※詳しい情報は、次ページ利⽤規約をご覧ください。



 

回数券(VIP カード)利⽤規約 
 

 

コース名： 
 
□ ４回  □ ８回  □ 12 回 
 

 

・回数券(VIP カード)を購⼊された⽅は、当店利⽤規約の全てに同意したものとみなします。 

・回数券(VIP カード)は、ご予約を保証するものではありません。 

・施術⽇は必ず回数券(VIP カード)をお持ちください。お忘れの際は現⾦払い(定価)となります。 

・有効期限は、購⼊⽇より□120 ⽇・□240 ⽇・□360⽇ 間有効。 

 但し、出張・⼊院等やむおえない場合に限り期限延⻑可能。必ずご相談ください。 

・回数券(VIP カード)は本⼈限定、返⾦不可、再発⾏不可。 

・本⼈限定ですので、ご家族であっても本⼈以外は利⽤できません。 

・購⼊後の返⾦は当店が定めた規約以外はできません。ご注意ください。 

1. 未利⽤回数券(VIP カード)は購⼊⽇より 7 ⽇間以内、解約返⾦可能。 

2. 利⽤継続困難な病気の場合、解約返⾦可能。その際、診断書をお持ちください。 

3. 解約返⾦⼿続き完了⽇より、14 ⽇以内に振込み返⾦されます。現⾦⼿渡しは⼀切⾏えません。 

振込⼿数料は、購⼊者⾃⼰負担となります。 

4. 返⾦額は購⼊時の決済⽅法で異なります。 

現 ⾦ 払：回数券(VIP カード)残額 − 振込⼿数料 ＝ 返⾦額 

クレジット：回数券(VIP カード)残額 − 振込⼿数料 − クレジット⼿数料 ＝ 返⾦額 

・再発⾏不可ですので、失くした場合など、当店は責任を負えません。 

・回数券(VIP カード)の特典は状況に応じて、予告無く変更されるか終了する場合があります。 

 但し、回数券終了までは有効。 
 
 
 

年   ⽉   ⽇ 
 

住 所 
 
 

名 前 



・オールハンド 120分 + WINBACK（ラジオ波）+ 鍼 定価︓¥17,200円

4回︓ ¥66,736円 (1回あたり¥16,684円)

8回︓¥130,720円 (1回あたり¥16,340円)

12回︓¥185,760円 (1回あたり¥15,480円)

4回︓ ¥61,304円 (1回あたり¥15,326円)

8回︓¥120,080円 (1回あたり¥15,010円)

12回︓¥170,640円 (1回あたり¥14,220円)

4回︓ ¥55,872円 (1回あたり¥13,968円)

8回︓¥109,440円 (1回あたり¥13,680円)

12回︓¥155,520円 (1回あたり¥12,960円)

・オールハンド 105分 + WINBACK（ラジオ波）+ 鍼 定価︓¥15,800円

・オールハンド 90分 + WINBACK（ラジオ波）+ 鍼 定価︓¥14,400円



・オールハンド 75分 + WINBACK（ラジオ波）+ 鍼 定価︓¥13,000円

4回︓ ¥50,440円 (1回あたり¥12,610円)

8回︓ ¥98,800円 (1回あたり¥12,350円)

12回︓¥140,400円 (1回あたり¥11,700円)

4回︓ ¥45,008円 (1回あたり¥11,252円)

8回︓ ¥88,160円 (1回あたり¥11,020円)

12回︓¥125,280円 (1回あたり¥10,440円)

4回︓ ¥40,740円 (1回あたり¥10,185円)

8回︓ ¥79,800円 (1回あたり¥9,975円)

12回︓¥113,400円 (1回あたり¥9,450円)

・オールハンド 60分 + WINBACK（ラジオ波）+ 鍼 定価︓¥11,600円

・オールハンド 45分 + WINBACK（ラジオ波）+ 鍼 定価︓¥10,500円



・オールハンド 30分 + WINBACK（ラジオ波）+ 鍼 定価︓¥9,000円

4回︓ ¥34,920円 (1回あたり¥8,730円)

8回︓ ¥68,400円 (1回あたり¥8,550円)

12回︓ ¥97,200円 (1回あたり¥8,100円)

4回︓ ¥29,100円 (1回あたり¥7,275円)

8回︓ ¥57,000円 (1回あたり¥7,125円)

12回︓ ¥81,000円 (1回あたり¥6,750円)

・オールハンド 15分 + WINBACK（ラジオ波）+ 鍼 定価︓¥7,500円



・オールハンド 120分 + 鍼 定価︓¥15,200円

4回︓ ¥58,976円 (1回あたり¥14,744円)

8回︓¥115,520円 (1回あたり¥14,440円)

12回︓¥164,160円 (1回あたり¥13,680円)

4回︓ ¥53,544円 (1回あたり¥13,386円)

8回︓¥104,880円 (1回あたり¥13,110円)

12回︓¥149,040円 (1回あたり¥12,420円)

4回︓ ¥48,112円 (1回あたり¥12,028円)

8回︓ ¥94,240円 (1回あたり¥11,780円)

12回︓¥133,920円 (1回あたり¥11,160円)

・オールハンド 105分 + 鍼 定価︓¥13,800円

・オールハンド 90分 + 鍼 定価︓¥12,400円



・オールハンド 75分 + 鍼 定価︓¥11,000円

4回︓ ¥42,680円 (1回あたり¥10,670円)

8回︓ ¥83,600円 (1回あたり¥10,450円)

12回︓¥118,800円 (1回あたり¥9,900円)

4回︓ ¥37,248円 (1回あたり¥9,312円)

8回︓ ¥72,960円 (1回あたり¥9,120円)

12回︓¥103,680円 (1回あたり¥8,640円)

4回︓ ¥32,980円 (1回あたり¥8,245円)

8回︓ ¥64,600円 (1回あたり¥8,075円)

12回︓ ¥91,800円 (1回あたり¥7,650円)

・オールハンド 60分 + 鍼 定価︓¥9,600円

・オールハンド 45分 + 鍼 定価︓¥8,500円



・オールハンド 30分 + 鍼 定価︓¥7,000円

4回︓ ¥27,160円 (1回あたり¥6,790円)

8回︓ ¥53,200円 (1回あたり¥6,650円)

12回︓ ¥75,600円 (1回あたり¥6,300円)

4回︓ ¥21,340円 (1回あたり¥5,335円)

8回︓ ¥41,800円 (1回あたり¥5,225円)

12回︓ ¥59,400円 (1回あたり¥4,950円)

・オールハンド 15分 + 鍼 定価︓¥5,500円



・オールハンド 120分 + WINBACK（ラジオ波） 定価︓¥13,200円

4回︓ ¥51,216円 (1回あたり¥12,804円)

8回︓¥100,320円 (1回あたり¥12,540円)

12回︓¥142,560円 (1回あたり¥11,880円)

4回︓ ¥45,784円 (1回あたり¥11,446円)

8回︓ ¥89,680円 (1回あたり¥11,210円)

12回︓¥127,440円 (1回あたり¥10,620円)

4回︓ ¥40,352円 (1回あたり¥10,088円)

8回︓ ¥79,040円 (1回あたり¥9,880円)

12回︓¥112,320円 (1回あたり¥9,360円)

・オールハンド 105分 + WINBACK（ラジオ波） 定価︓¥11,800円

・オールハンド 90分 + WINBACK（ラジオ波） 定価︓¥10,400円



・オールハンド 75分 + WINBACK（ラジオ波） 定価︓¥9,000円

4回︓ ¥34,920円 (1回あたり¥8,730円)

8回︓ ¥68,400円 (1回あたり¥8,550円)

12回︓ ¥97,200円 (1回あたり¥8,100円)

4回︓ ¥29,488円 (1回あたり¥7,372円)

8回︓ ¥57,760円 (1回あたり¥7,220円)

12回︓ ¥82,080円 (1回あたり¥6,840円)

4回︓ ¥25,220円 (1回あたり¥6,305円)

8回︓ ¥49,400円 (1回あたり¥6,175円)

12回︓ ¥70,200円 (1回あたり¥5,850円)

・オールハンド 60分 + WINBACK（ラジオ波） 定価︓¥7,600円

・オールハンド 45分 + WINBACK（ラジオ波） 定価︓¥6,500円



・オールハンド 120分 定価︓¥11,200円

4回︓ ¥43,456円 (1回あたり¥10,864円)

8回︓ ¥85,120円 (1回あたり¥10,640円)

12回︓¥120,960円 (1回あたり¥10,080円)

・オールハンド 105分 定価︓¥9,800円

4回︓ ¥38,024円 (1回あたり¥9,506円)

8回︓ ¥74,480円 (1回あたり¥9,310円)

12回︓¥105,840円 (1回あたり¥8,820円)

定価︓¥8,400円

4回︓ ¥32,592円 (1回あたり¥8,148円)

8回︓ ¥63,840円 (1回あたり¥7,980円)

12回︓ ¥90,720円 (1回あたり¥7,560円)

・オールハンド 90分



・オールハンド 75分 定価︓¥7,000円

4回︓ ¥27,160円 (1回あたり¥6,790円)

8回︓ ¥53,200円 (1回あたり¥6,650円)

12回︓ ¥75,600円 (1回あたり¥6,300円)

・オールハンド 60分 定価︓¥5,600円

4回︓ ¥21,728円 (1回あたり¥5,432円)

8回︓ ¥42,560円 (1回あたり¥5,320円)

12回︓ ¥60,480円 (1回あたり¥5,040円)


