
着物で東京を散策できるプランをご用意しました。
浅草で食べ歩きをしたり、水上バスに乗ったり
いつもと違う旅の思い出にいかがでしょうか。

通　年 （除く月曜日 ・ 火曜日 ・ 12月26日～1月3日）

ポイントメイク
フルメイク
ヘアセット

15分
30分
30分

期間

料金

オプション

● 女性の方はキャミソール着用にてご来店ください。
● 肌着は別売 ￥2,200にてご用意しております。
● 表示は消費税が含まれております。 

客室からはゲストサービスへご連絡ください。

ニューピア竹芝サウスタワー 3F
ビューティーサロン デスティニーライン 東京ベイ

ご予約・お問い合わせ

着物レンタルプラン

Bプラン （女性のみ）
　       着物、帯、巾着、草履、着付け、ヘアアレンジ

Aプラン （男性・女性）　
　       着物、帯、巾着、下駄または草履、着付け

Throughout the year  * Except Mondays and Tuesdays and December 26 to January 3Duration

Option

Price

- Please wear a camisole or undershirt.
- Undergarments for Yukata are available at ¥2,200.
- All menu prices are inclusive of consumption tax.

RENTAL KIMONO PLAN

Enjoy a stroll through Tokyo
while wearing a kimono.
Please choose your favorite
from our selection.

Plan A < Men & Women >
Includes : Kimono dressing, Kimono, Obi (Belt), Petite Bag, Geta (Clogs), 

Plan B < Women Only >
Includes : Kimono dressing, Kimono, Obi (Belt), Petite Bag, Geta (Clogs), 
 Hair arrangement, Quick make-up

・Basic Make-up
・Full Make-up
・Hair Setting

¥3,300
¥8,800
¥9,900

15Min. 
30Min. 
30Min. 

From Guest Room-Dial guest service

( 11:00-19:00 / Closed on Mondays and Tuesdays  月・火曜 定休日 )
Tel: 03-5404-2130

For Reservation
New Pier Takeshiba South Tower 3rd f loor
DESTINY Line TOKYO BAY Beauty Salon

〒105-8576 東京都港区海岸1丁目16番2号 www.interconti-tokyo.com0570-000222 （ナビダイヤル）

¥12,100

 ¥6,600



高级和服体验
穿和服畅游东京
在古城浅草寺附近边吃边游玩
为您的东京假日平添一份美好的回忆

营业期间　　　　全年

营业时间　　 11:00-19:00( 最终接待时间为 18:00) 

　                  　 A.    高级和服体验套餐 < 男士・女士 >   6600 日元 / 每位客人
                    　 　　 　内容包括 : 高品质和服・腰带・日式手提袋 ・木屐或日式拖鞋・和服穿戴

              　　　 　 B.   高级和服体验套餐 & 发型设计（仅限女士） 12100 日元 / 每位客人
             　　 　 　 　　内容包括 : 高品质和服・ 腰带・ 日式手提袋・ 日式拖鞋・和服穿戴・发型设计 

　　　 　　  ・部分化妆 15 分钟 3300 日元
               　　　・　整体化妆 30 分钟 8800 日元
               　　　・ 发型设计 30 分钟 9900 日元

・ 女士请穿着好吊带背心来店
・　购买日式内衣需加2200日元
・　以上表示均为含税价格

 价位

追加项目

预约 联系方式
美容院 DESTINY Line TOKYO BAY 酒店6楼

联系电话: 03-5404-2130（11:00-19:00 / 休息日为星期一︑星期二）
从房间内请直接拨打Guest Service.

 

高級和服體驗
穿和服暢遊東京
在古城淺草寺附近邊吃邊遊玩
爲您的東京假日平添一份美好的回憶

營業期間   　全年

營業時間       11:00 -19:00 （最終接待時間爲 18:00）

                    　A.  高級和服體驗套餐（男士・女士） 6600 日元 / 每位客人
                    　 　　　內容包括 : 高品質和服・腰帶・日式手提袋 ・木屐 或日式拖鞋・和服穿戴

              　　　 　 B.  高級和服體驗套餐 & 發型設計（僅限女士） 12100 日元 / 每位客人
             　　 　 　　　內容包括 : 高品質和服・ 腰帶・ 日式手提袋・ 日式拖鞋・和服穿戴・發型設計 

               　　・部分化妝 15 分鍾 3300 日元
               　　・整體化妝 30 分鍾 8800 日元
               　　・發型設計 30 分鍾 9900 日元

預約 聯系方式
美容院 DESTINY Line TOKYO BAY酒店6樓

聯系電話: 03-5404-2130 （11:00-19:00 / 休息日爲星期一、星期二） 
從房間內請直接撥打Guest Service.

・  女士請穿著好吊帶背心來店
・　購買日式內衣需加2200日元
・ 以上表示均爲含稅價格

 價位

追加項目

〒105-8576 東京都港區海岸1丁目16番2號 0570-000222（預約專線）東京灣洲際酒店

〒105-8576 東京都港区海岸1丁目16番2号 0570-000222（预约专线）东京湾洲际酒店




