SPA SUITE FOR TWO
スパ スイート

トリートメント

タイム

2 時間（90930 円/2 名様）

二人だけでゆったりと過ごせる優雅なスパスイートでのひとときをお楽しみください。
セラピストがお二人の御要望にお応えし、トリートメントを御提案致します。エッセン
シャル ボディ トリートメントとインテンシブ フェイシャル（1 時間）のメニューの
中からオリジナルの組み合わせでご利用いただけます。

スパスイート バック、フェイシャル＆スカルプトリートメント
2 時間（93660 円/2 名様）
ホットストーンと ESPA アロマセラピーオイルを使用し、緊張した背中を集中的にトリー
トメントをすることから始まります。その後にお肌にあった ESPA フェイシャルをフル
コースでお楽しみいただきます。顔から首のライン、そして肩へと緊張感を開放する
トリートメントで気持ちを落ち着かせ、最後にオリエンタル スカルプ トリートメント
で、究極のリラクゼーションを体験していただきます。

スパスイート バック
ザ・エナジャイジング・バクハンストーン・リバイバー
2 時間（90,930 円/2 名様）
ESPA より、世界で初めてザ・リッツ・カールトン東京に提案するトリートメントです。
レモングラスやライムなどを使用したボディスクラブで、お体の角質を取り除いた後、
ミネラルバランスを調整する作用のある岐阜県産の麦飯石を巧みに使いお体をほぐす
ユニークなトリートメントです。

ESPA ULTIMATE BODY TREATMENTS
このトリートメントメニューは、世界の伝統を受継いでアロマセラピーを融合して考案
されました。その時のコンディションに応じて作られる、お客様だけのパーソナル・
トリートメントです。
ザ・エナジャイジング・バクハンストーン・リバイバー
90 分（28,550 円）
ESPA より、世界で初めてザ・リッツ・カールトン東京に提案するトリートメントです。
レモングラスやライムなどを使用したボディスクラブで、お体の角質を取り除いた後、
ミネラルバランスを調整する作用のある岐阜県産の麦飯石を巧みに使い お体をほぐす
ユニークなトリートメントです。

ブリスフルバック（背中）
、フェイス＆スカルプトリートメン

1 時間 30 分（30,450 円）

ホットストーンと ESPA アロマテラピーオイルを使用し、緊張した背中を集中的にトリー
トメントすることから始まります。その後にお肌のタイプに合った ESPA フェイシャルを
フルコースでお楽しみいただけます。顔から首のライン、そして肩へと緊張感を開放
するトリートメントで気持ちを落ち着かせ、最後にオリエンタルスカルプマッサージで、
究極のリラクゼーションを体験していただきます。
アロマセラピー フルボディ

リチュアル

2 時間

(41,475 円）

効果をすぐに実感できるばかりか持続性にも優れている、ザ・リッツカールトン東京が
おすすめするメニューです。足から全身へと続くひとつひとつ丁寧なトリートメントは、
お客様をゆっくりと深いリラクゼーションへと誘います。ソルト＆オイルスクラブと温
かい ESPA オイルでの全身トリートメントの後、全身マスクで身体をあたためれば、
蓄積された緊張感も一気に解き放たれることでしょう。さらにその間に行われるフェイ
シャルトリートメントとヘッドトリートメントは、リラクゼーション効果ををさらに高
めます。
トータル ホリスティック

トリートメント

2 時間（41,475 円）

心と体を総合的に癒し、バランスを整えることで、本来の健やかさを取り戻すトリート
メントです。特に睡眠パターンの乱れや不規則な体内リズムを整えるために考えられま
した。トリートメントを始めるまえに、全身クレンジングを行います。すっきりとした
爽快さ、もしくは心落ち着かせる癒しなど、お客様ひとりひとりのご要望に合わせてア
ロマセラピーオイルをお選びいたします。身体の中で生命力や活力の中心である「気」
のポイントに、ホットストーンを置くことで、適度な圧力とやわらかい温かさが心と
身体のストレスを解きほぐし、バランスを取り戻すことができます。合わせて行われる
ヘッドトリートメントも、気持ちを穏やかに落ち着かせてくれます。
トゥーテラピスト ハーモニーマッサージ

2 時間（58,275 円）

エッセンシャルオイルを高い技術でブレンドした ESPA ボディオイルをふんだんに使い、
2 名のセラピストがハンドテクニックを駆使し、まるでハーモニーを奏でるように全身の
トリートメントを行います。心地よい香りに包まれながらリズミカルに行われるトリー
トメントの心地よさは、まさに究極のリラクゼーション。緊張感をやさしくほぐし、
心と身体が喜ぶ最高の癒しとなることでしょう。

ESPA ULTIMATE FACIALS
スキンブライトニング

フェイシャル

1 時間（21,000 円）

紫外線や大気の汚れなど外的ストレスや、睡眠不足や疲労などによる内的ストレスで
活力を失いくすんだお肌を、明るく内側から弾むようなお肌にします。このフェイシャ
ルには、お肌をなめらかにし、明るくする働きがある植物性の AHA（α ヒドロキシ酸）、
BHA（β ヒドロキシ酸）や、輝くようなお肌へと導く、オーガニックレッドマンダリン
を使用しております。どの肌タイプの方でも繰り返しご利用いただくことでより効果を
実感いただけます。
ディープ クレンジング

フェイシャル

1 時間（21,000 円）

毛穴に皮脂が詰まったトラブル肌、またはホルモンバランスの乱れでお悩みのお肌に
理想的なトリートメントです。まず肌の状態を知るため肌分析を行い、バランスが乱れ
た原因を探り、お客様に最適なトリートメントと製品をお選びします。抗菌・抗炎症
作用に優れるティーツリーとホワイトタイムのエッセンシャルオイルをふんだんに使用
した丁寧なトリートメントは、毛穴に詰まった汚れをすっきりと取り除き、こわばった
肌を緩和させます。
インスタント スキン

カーミング フェイシャル

1 時間（21,000 円）

刺激に弱く赤みを帯びたお肌や繊細なお肌の方のための、優しいフェイシャルトリート
メントです。敏感なお肌を落ち着かせる植物エキスとアロマセラピーオイルが、繊細な
お肌を優しくクレンジングし、十分な栄養分やうるおいを与えることで、刺激を減らし
赤みを抑えます。
モイスチャー ブースティング

フェイシャル

1 時間（21,000 円）

保水力を失った乾燥肌に十分な潤いを与え、本来あるべき美しいお肌によみがえらせる
フェイシャルトリートメントです。
お肌の奥までたっぷりのうるおいを届け、ヒーリング効果の高い植物性成分由来のクレ
ンジングオイルで古い角質を除去した後、フェイシャルオイルとクリームでお肌をうる
おいで満たします。特に長時間のフライトのあとにおすすめです。
６０分の全てのフェイシャルメニューに追加できます。
インスタント アイ リフター

30 分間（9,975 円）

目元の年齢のサインが気になり始めたすべての肌タイプに最適のトリートメントです。
また、疲れ目や長時間にわたるパソコン作業による頭痛、コンタクトレンズからくる
疲れ目でお悩みの方におすすめです。海藻成分や緑茶成分ビタミン C が豊富に含まれた
特別なオイルが、目元に十分な潤いを与え、リフトアップ効果を実感できるトリート
メントです。

ESPA SUPER ACTIVE FACIALS
効果の高いスーパーアクティブシリーズを使用した 90 分のフェイシャルです。
リフト＆ファーム フェイシャル

90 分間（31,500 円）

お肌のハリや弾力、細胞の再生活動に効果的です。このフェイシャルのために配合され
た３つの有効成分により、特別なリフティング効果の高いマッサージを行います。この
マッサージにより、年齢が出やすい箇所に働きかけ、素早く高い効果を発揮します。

エイジ ディファイニング

フェイシャル

90 分間
（31,500 円）

アクティブセーラムを使用したフェイシャルで、年齢によるお肌のしわに効果の高い
トリートメントです。特別な手法のエイジ ディファイニングマッサージを行うことに
より、お肌の周りの水分不足や、首や唇などの小じわに効果的です。トリートメント後
のお肌の仕上がりにご期待ください。

カーム＆スーズ フェイシャル

90 分間
（31,500 円）

ぴりぴりしたり、熱をもったりする敏感肌を改善します。軽いリンパマッサージから
トリートメントは始まります。マッサージにはローズクオーツを使い、これらが血液循
環を促し、毛細血管を強くしながらお肌をきれいに浄化します。トリートメントの後は、
赤みが引き、水分たっぷりのお肌を実感いただけます。

ハイドレーション フェイシャル

90 分間
（31,500 円）

とにかく乾燥しているお肌に水分を与えるフェイシャルです。リプレニッシングフェイ
ストリートメントオイルや、スーパーアクティブシリーズで集中ケアをすることにより
水分補給されたお肌を再び手に入れていただけます。

スキン ラディアンス

フェイシャル

90 分間
（31,500 円）

疲れたお肌を明るくし自然な働きを与えるフェイシャルです。ハワイの海藻やシモツケ
(植物)など、自然の AHA と BHA がたっぷり入ったラディアンスモイスチュアライザーを
使いトリートメントを行います。トリートメント後は、色素沈着を改善し、1 トーン
明るくなったお肌を実感いただけます。

ESPA TARGET ZONES

プレグナンシー マッサージ

トリートメント

1 時間 30 分
（30,450 円）

女性にとって大切な期間―― 妊娠中、または子育て中のお母様のお肌を活力で満たし、
至福のリラクゼーションタイムをお過ごしいただくために考えられました。植物性の
キンセンカを煎じたオイルと泥、そして栄養分たっぷりのクリームで、大切なお体の
緊張感を安全性の高いトリートメントテクニックでゆっくりとほぐし、お肌の弾力性を
高め、お肌の調子を整えます。思いのままの癒しの時間をお楽しみください。

スティミュレーティング

ヒップ＆サイ（太もも） トリートメント 1 時間（19,425 円）

セルライトやむくみで肌表面がでこぼこしたヒップや太ももに特化したトリートメント
です。トリートメントによりリンパの流れや血行を促進した後、新陳代謝を促すデトッ
クストリートメントを行い、温かい海藻パックで包み込みます。足裏にあるツボを効果
的に刺激し、足の疲れやむくみへと働きかけます。さらに目元までおこなう、リンパド
レナージュが、目のむくみやくままでやわらげます。

フル ボディ

ソルト

アンド

オイル スクラブ

30 分間（9,975 円）

特別にブレンドされた海塩とエッセンシャルオイルが、古くなった角質を取り除き、
キメを整え、絹のようななめらかな肌へと導きます。老廃物が取り除かれた後、エッセ
ンシャルオイルがゆっくりと浸透し、失われた活力を回復させ、乾燥からお肌を保護し
ます。

インスタンアイリフター(オプションとしてのみ)

30 分間（9,975 円）

目元の年齢のサインが気になり始めたすべての肌タイプに最適のトリートメントです。
また、疲れ目や長時間にわたるパソコン作業による頭痛、コンタクトレンズからくる
疲れ目でお悩みの方におすすめです。海藻成分や緑茶成分、ビタミン C が豊富に含まれ
た特別なオイルが、目元に十分な潤いを与え、リフトアップ効果を実感できるトリート
メントです。

ESPA ESSENTIAL BODY MASSAGE
セラピストがお客様の状態を確認した後に、充実した 90 分または 60 分の全身アロマ
トリートメントセレクションからご要望にあわせたメニューをお選びします。

60 分（19,425 円）/

ジェットラグ リバイバー

90 分（28,550 円）

長時間にわたるフライトの後は、身体は緊張感で疲れ、乾燥しやすいものです。この
トリートメントでは、身体の緊張感を開放し、たっぷりとうるおいを補給します。
そして特別に選ばれたアロマテラピーオイルの心地よい香りがゆったりとした眠りへと
誘い、快適な目覚めを促進し体内時計のバランスを整えます。

60 分（19,425 円）/

イミューン リカバリー

90 分（28,550 円）

いつもより少し調子が優れないと感じるときに最適な、リフレッシュのためのトリート
メントです。気持ちを落ち着かせ、免疫力を高める効果のあるティーツリーとユーカリ
オイルを組み合わせた、パワフルトリートメントブレンドを使用します。また、呼吸を
スムーズにする効果もあります。

60 分（19,425 円）/

スリープ エンハンサー

90 分（28,550 円）

より深い眠りをお求めの方に最適のトリートメントです。睡眠のトラブルは、集中力の
欠如や慢性的な疲労の原因となります。アロマテラピーオイルを使用したリラクゼーシ
ョン トリートメントは、お客様を安らぎの状態へと促し、安心感を与え深い睡眠へと
誘います。

インテンシブ マッスル

ウォーマー

60 分（19,425 円）/

90 分（28,550 円）

痛みを感じるほど凝り固まった筋肉をほぐす、高度な技術を必要としたトリートメント
です。ホットストーンが身体の奥底にまで根付いた緊張感を解き放ち血行を促進します。

クレンズ アンド

デトクシファイ

60 分（19,425 円）/

90 分（28,550 円）

特別にブレンドされたエッセンシャルオイルはデトックス効果を最大限に引き出します。
このオイルを使用してトリートメントをすることで、血行を促進し、新陳代謝を促し、
体内に蓄積された毒素を排出します。

スウェディッシュ マッサージ

60 分（21,000 円）/

90 分（28,550 円）

伝統的手法に基づき、適度な圧力を加えながら体のこりや緊張をときほぐすトリート
メントです。身体の状態に合わせて、適度に強く、適度に刺激的な動きは、背中の緊張
や手足の疲労を和らげるのに効果的です。

60 分（21,000 円）/

バリニーズ マッサージ

90 分（28,550 円）

身体の中心部に注いだ温かいアロマセラピーオイルを、流れるように優しくなめらかな
ハンドテクニックで、肌へと浸透させていきます。洗練されたテクニックで、優雅な
リラクゼーションをお楽しみいただけます。

全てのボディ オイルトリートメントにオプションとして追加できます。

フル ボディ

ソルト

アンド

オイル スクラブ

30 分間（9,975 円）

特別にブレンドされた海塩とエッセンシャルオイルが、古くなった角質を取り除き、
キメを整え、絹のようななめらかな肌へと導きます。老廃物が取り除かれた後、エッセ
ンシャルオイルがゆっくりと浸透し、失われた活力を回復させ、乾燥からお肌を保護
します。

フル ボディ

マスク

30 分間（9,975 円）

アルゲ、マリンマッド、オシャディ、クレイにそれぞれ上質のエッセンシャルオイルを
ブレンドさせた３種類のボディマスクの中から、その時のお身体の状態に一番適した
ボディマスクが、発汗を促し、お身体の老廃物を排出します。ボディマスク中にはオリ
エンタルスカルプマッサージを行うことにより、真のリラクゼーションをお楽しみいた
だけます。

MEN especially
全てのトリートメントは、男性のお客様にもお楽しみいただけます。ここで紹介する
メニューは中でも特にお勧めのメニューです。
ザ・エナジャイジング・バクハンストーン・リバイバー
90 分（28,550 円）
ESPA より、世界で初めてザ・リッツ・カールトン東京に提案するトリートメントです。
レモングラスやライムなどを使用したボディスクラブで、お体の角質を取り除いた後、
ミネラルバランスを調整する作用のある岐阜県産の麦飯石を巧みに使いお体をほぐす
ユニークなトリートメントです。

ブリスフルバック（背中）
、フェイス＆スカルプトリートメン

1 時間 30 分（30,450 円）

ホットストーンと ESPA アロマテラピーオイルを使用し、緊張した背中を集中的にトリー
トメントすることから始まります。その後にお肌のタイプに合った ESPA フェイシャルを
フルコースでお楽しみいただけます。顔から首のライン、そして肩へと緊張感を開放
するトリートメントで気持ちを落ち着かせ、最後にオリエンタルスカルプマッサージで、
究極のリラクゼーションを体験していただきます。

60 分（21,000 円）/

ジェットラグ リバイバー

90 分（28,550 円）

長時間にわたるフライトの後は、身体は緊張感で疲れ、乾燥しやすいものです。この
トリートメントでは、身体の緊張感を開放し、たっぷりとうるおいを補給します。
そして特別に選ばれたアロマテラピーオイルの心地よい香りがゆったりとした眠りへと
誘い、快適な目覚めを促進し体内時計のバランスを整えます。

インテンシブ マッスル

ウォーマー

60 分（21,000 円）/

90 分（28,550 円）

痛みを感じるほど凝り固まった筋肉をほぐす、高度な技術を必要としたトリートメント
です。ホットストーンが身体の奥底にまで根付いた緊張感を解き放ち血行を促進します。

ディープ クレンジング フェイシャル
1 時間（21,000 円）
毛穴に皮脂が詰まったオイリーな肌、またはホルモンバランスの乱れでお悩みのお肌に
理想的なトリートメントです。まず肌の状態を深く知るため肌分析を行い、バランスが
乱れた原因を探り、お客様に最適なトリートメント製品をお選びします。抗菌・抗炎症
作用に優れたティーツリーとホワイトタイムのエッセンシャルオイルをふんだんに使用
した丁寧なトリートメントは、毛穴に詰まった汚れをすっきりと取り除き、こわばった
肌を緩和させます。

モイスチャー ブースティング フェイシャル
1 時間（21,000 円）
保水力を失った乾燥肌に十分な潤いを与え、本来あるべきお肌によみがえらせるフェイ
シャルです。お肌の奥までたっぷりのうるおいを届け、ヒーリング効果の高い植物性
成分由来のクレンジングオイルで古い角質を除去した後フェイシャルオイルとクリーム
でお肌をうるおいで満たします。特に長時間のフライトの後におすすめです。

SPA SERIES PACKAGES
スパトリートメント コースメニュー
90 分（28,550 円）
エッセンシャルボディマッサージ 90 分
12 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・285,500 円
6 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・ 142,750 円

エッセンシャル ボディマッサージ 60 分
12 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・228,000 円
6 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・118,800 円

インテンシブフェイシャルトリートメント
12 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・228,000 円
6 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・ 118,800 円

スーパーアクティブフェイシャルトリートメント
12 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・302,134 円
6 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・ 160,650 円

スティミュレーティング ヒップ＆サイ(太もも)トリートメント
6 回コース・・・・・・・・・・・・・・・・ 97,125 円

タイムセイバースパセラピー
マイニキュア・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・17,000 円
ペディキュア・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・19,000 円

HOW TO SPA
ご利用時間
午前 9:00 から午後 10:00 まで(最終予約

午後 8：30)

ご来館時間
スパエリアをごゆっくりとお楽しみいただくため、ご予約時間より 1 時間ほど程お早めのご来館
をお勧めしております。なお、遅れてご到着された場合、時間の延長はいたしかねますので、
予めご了承下さい。

ヒートエクスペリエンス
贅沢で優雅なスパ設備を心ゆくまでお楽しみください。身体をあたためたり、凝り固まった緊張
をほぐすなど、快適なトリートメントをお楽しみいただくための心と身体の準備をおすすめいた
します。これらの設備は、男性と女性のお客様に分かれてのご利用となります。
・ ホットバス
・ サウナ
・ スチームルーム
・ドライサウナ
・コールドバス
・リラクゼージョンエリア
・ ロッカールーム

ご予約の方法
ご予約の際には、スパレセプションデスクまでご連絡ください。お客様に最適なメニューを
ご用意させていただきます。ご希望のお時間にスパトリートメントを御利用いただくために
事前の予約をお願いいたします。ご予約は、03－6434－8813(午前 7：00～午後 10：00)で承って
おります。

スパご利用上のお願い
・スパでは、心を落ち着かせリラックスできる静謐な空間をご提供しております。そのため、
携帯電話、ポケットベルの使用と喫煙をお断りしております。プライバシーと心地よい空間を保
つため、ご協力をお願い致します。
・ご宿泊のお客様は、お部屋に備え付けのバスローブ、スリッパでお越しいただけます。
・スパでは、タオル、スリッパ、シャワーキャップなどのアメニティをご用意しておりますので、
ご自由にお使いください。

・スパのご利用は、16 歳からとさせていただきます。予めご了承ください。
・暴力団及びその関係者のご利用は固くお断りさせていただいております。刺青・ファッション
タトゥの露出をしてのご利用を御遠慮いただいております。

健康状態
アレルギーや怪我など、お客様の健康状態に関して気になることがございましたら、セラピスト
に事前にお知らせください。考慮したメニューをご提案させていただきます。
キャンセルポリシー
ご予約前 24 時間を過ぎてのキャンセル・・・キャンセル料ご予約メニュー料金の 50％
ご予約前 12 時間を過ぎてのキャンセル・・・キャンセル料ご予約メニュー料金の 100％

妊娠中のお客様
これから出産予定、または小さなお子様をお持ちのお客様のために、特別トリートメントを、ご
用意しております。

自宅でのケア
ご自宅でもトリートメントの効果を持続していただくため、使用するすべてのＥＳＰＡ製品を、
スパレセプションにてお買い求めいただけます。

トリートメント料金には、別途税金とサービス料 15％が加算されます。

SODASHI

Sodashi とは、サンスクリット語で全体性、純粋、輝きを意味します。このアーユル・ヴェーダを主軸としたトリートメントは、
世界中から厳選された 100%ナチュラルで高品質の成分と高度なテクニックのシナジーにより、心と身体のエネルギーの調
和をもたらします。

スパセラピーパッケージ
ソダシ シグネチャー フォー ザ・リッツ・カールトン東京 3時間 ￥73,000
「クリスタル マッサージ」と「サマダラ イルミネイティング エイジ ディファイング フェイシャル」を融合させ
アーユル・ヴェーダに基づいたザ・リッツ・カールトン東京だけのオリジナル・メニューです。
心・身体・精神のバランスを整え、エネルギーの調和をもたらします。

ソダシ エナジーズ 3.5 時間 ￥80,000
旅の疲れや激しいストレスを感じている方に最適なフェイシャルとボディを組み合わせた贅沢なコースです。
このスパセラピーパッケージには以下のトリートメントが含まれます。
・オーガニック グリーンティソルト セラピー エクスフォリエーション
・スカルプトリートメント
・テンションリリーフボディ マッサージ
・マリン ミネラル フェイシャル

ソダシ リジュビネイト 2.5 時間 ￥65,000
抗加齢を重視したフェイシャルとボディを組み合わせた贅沢なコースです。
このスパセラピーパッケージには以下のトリートメントが含まれます。
・ホホバビーズ ボディポリッシュ
・リファイニング ボディマスク
・スカルプトリートメント
・マリン ミネラル フェイシャル

ボディセラピー
クリスタル ボディマッサージ 90 分 ￥34,000
古代オーストラリアのヒーリングストーンやクリスタルを用います。7つのストーンをチャクラポイントに置き身体全体の調和を促
します。100％ナチュラルのエッセンシャルオイルとタイガーアイロンのストーンによるマッサージが身体に共鳴し、浄化、リラク
ゼーション、そして全体のバランスを整えます。

ソダシ デトックス マリンミネラルボディラップ 90 分 ￥33,000
ヒマラヤ岩塩を使用したボディスクラブとオイルが全身の角質を取り除き筋肉の緊張を和らげます。
デトックス効果の高い海洋成分と植物エキスが合わさったボディマスクで全身を包み込み不要な毒素を排出します。

ソダシ テンション リリーフ ボディマッサージ 60 分 ￥24,000 90 分 ￥30,000
疲れやストレスで凝り固まった筋肉をときほぐし、体内に蓄積された毒素を排出します。ディープディッシュ、スウェディッシュ、
リンパドレナージュを融合させたハンドテクニックで、優雅なリラクゼーションがお楽しみいただけます。

ソダシ ジェットラグ リカバリー 60 分 ￥25,000
疲労を軽くして体内時計のバランスを整えます。フェイシャルトリートメントとボディトリートメントを組み合わせた贅沢なコース
です。

ソダシ リファイニング ボディトナー 60 分 ￥25,000
敏感肌の方にもおすすめの肌にやさしいアロマボディポリッシュを使用。古い角質を取り除き、栄養分豊富なボディマスクで
コラーゲンの再生を促します。

ソダシ ボディ バランス ソルト グロウ 60 分 ￥25,000
ヒマラヤ岩塩を使用したボディスクラブとオイルで全身の角質を取り除きながら、からだの循環を刺激しストレスや疲れを緩
和します。

ソダシ ソール トゥー ソール 60 分 ￥23,000
頭皮、腕と手、足にアプローチ。栄養価の高いスカルプマッドで頭皮全体をマッサージして緊張をほぐします。腕と手、膝下
を重点的にほぐして疲れやむくみを和らげます。

フェイシャルセラピー
サマダラ イルミネイティング エイジ ディファイング フェイシャル 90 分 ￥39,000
温めたローズクォーツを用い、アーユル ヴェーダのポイントを捉えるユニークな秘法。年齢を感じたお肌を活性し、光り輝く
若々しい素肌へと導きます。

ソダシ サーマル インフュージング フェイシャル 90 分 ￥33,000
皮膚深部までビタミンやミネラルを浸透させ、年齢を感じたお肌に潤いやハリを与えます。

ソダシ マリンミネラル フェイシャル 60 分 ￥24,000
ミネラルを多分に含んだ海洋植物が汚れを引き出し毒素の排出を促します。栄養を与えてツヤのある明るい肌へと導きま
す。

ソダシ ピュア ラディアンス フェイシャル 60 分 ￥24,000
セラピストがお客様のお肌の状態に合わせてオイルなどを選びます。すべての肌タイプの方にお勧めです。

ソダシ ピュリティー フェイシャル 60 分 ￥24,000
肌の奥底までしっかりと洗い上げるディープクレンジングを合わせたトリートメントです。ツボ押しのフェイシャルマッサージを付
け加え、毛穴を目立たなくし透明感のあるバランスの取れた肌に導きます。

ソダシ マンカインド フェイシャル 60 分 ￥24,000
男性向けのメニュー。リラックスフェイシャルマッサージで、みずみずしさを残しながら筋肉を引き締め、お肌のバランスを整えま
す。

オプション
ソダシ ミント スーザー フット トリートメント 30 分 ￥12,000
膝から下を重点的にほぐして、疲れやむくみを和らげます。ヒマラヤ岩塩を使用したスクラブで古くなった角質も取り除きます。

ソダシジェントルタッチハンドセラピー 30 分 ￥12,000
手と腕を重点的にほぐして、疲れやむくみを和らげます。お肌にやさしいアロマポリッシュで古い角質も取り除き年齢を感じた
手肌をなめらかに整えます。

ソダシ ストップアンド リラックス フェイシャル 30 分 ￥12,000
優しくお肌の角質を取り除き、透明感のある明るい肌に導きます。

ソダシ スカルプトリートメント 15 分 ￥7,000
栄養価の高いスカルプマッドで頭皮全体をマッサージして緊張をほぐします。頭皮にしっかりと栄養を与え、シルクのようなさ
らさらでつやのある髪にします。

ソダシ クレンズ アンド ディストレス バックトリートメント 15 分 ￥6,000
疲れの溜まりやすいお背中を集中的にトリートメントし上半身の緊張を和らげます。

メニュー料金は別途消費税、サービス料 15%が加算されます。

