
トリートメント メニュー 



ご利用ガイド
スパで快適にお過ごしいただくために、以下のガイドラインをお読みいただき、 ご理解くださいますよ
うお願いいたします。

ご予約時 
ご予約時 以下について予約担当者にお伝えください。 
+ アレルギー、怪我または妊娠を含む健康上の懸念事項がある場合
+ 特定のスタッフをご指名の場合（有料）
+ お祝いなど特別な機会でお越しの場合

ご予約の際に、クレジットカードの番号と有効期限をお知らせください。（ご宿泊者様を除く）
ご宿泊のお客様は、プールとジムを無料でご利用いただけます。

営業時間 
スパ： 月 – 金: 午前 12:00 – 午後 8:00 

土日祝: 午前 10:00 – 午後 8:00 
プール： 午前 7:00 – 午後 10:00 
ジム： 24時間 

サービス料金と消費税
全てのトリートメント価格に、15％のサービス料と 10％の消費税が含まれております。



エチケットについて

到着時間 
トリートメントご予約時間の 15 分前までにお越しください。ご宿泊のお客様はプールやジムをご
利用になれます。遅れてご到着された場合は、トリー トメント時間を短縮し、予定の時間に終了
させていただきますのでご了承ください。この場合も、トリートメント料金の全額を申し受けま
す。

ご貴重品 
施設内およびロッカー等での貴重品について、一切の責任を負いかねます。貴重品等のスパへの ご
持参は、お控えくださいますようお願いいたします。 

電子機器のご利用について  
お客様のプライバシーを保護し、快適にお過ごしいただけますよう、スパ施設内における携帯電話 
などの電子機器やカメラのご使用はご遠慮ください。 

年齢制限  
スパトリートメントは 16 歳以上のお客様にお楽しみいただけます。 

トリートメントについて  
ボディトリートメント前のシェービングはお控えください。男性のフェイシャル前のシェービングは  
必要ございません。また、室内の温度、マッサージの強さ、BGM の音量などのご要望は、ご遠慮なく 
セラピストにお伝えください。 

ご飲食について  
食べ物やアルコール飲料のお持ち込みはご遠慮ください。飲酒されている方のご入場は、お断りい
たします。 

キャンセルポリシー  
ご予約時間の 12 時間前以降のキャンセルにつきましては、料金の 100％をご請求させていただきま
すので、予めご了承ください。



シグネチャーエディション 

東京エディション虎ノ門オリジナルのテクニックを駆使し、目的に合わせて選ぶことのできる
トリートメント。リラックスしながらエネルギーチャージ、心身ともにリフレッシュする今ま
でにないユニークで魅力的な体験をお楽しみください。 

 

グレイシャス エディション   180 分 

91,100 円 
頭の先から足先まで、Bioprogramming 製品を贅沢に使ったこのトリートメントは、細胞の活性化
にフォーカス。光の技術を用いて作られた特別なオイルで、お客様のお体に合わせたボディ技術と
融合し究極のリラックスを実現。さらにフェイシャルケアでお顔の凝りやたるみを解放していきま
す。スカルプには、シャンプーコンディショナーをミルフィーユのように重ね付けしながら頭皮の
強張った緊張を解きほぐしていきます。全身くまなく触れることで、新しい自分との出会いを体験
いただけます。（トリートメント後、ご自身で洗髪して頂きます。） 
・使用プロダクト：スキンタイムセス・ヘアタイムセス・Bioprogramming ボディオイル 
・フロー：フットリチュアル→ボディマッサージ（ドライ、オイル）→スカルプトリートメント 
→シャワー→フェイシャル 

 
エンチャント エディション   120 分 

58,200 円  
五感を研ぎ澄ます Absolution の魅惑的な香りに包まれる至福の時間。火山ライオライトで余分なも
のを取り除き、艶めく肌へと導きます。柔らかな絹のブラシで肌を活性化し、うっとりするような
甘美な香りのアーモンドオイルで肌を潤しながら、リンパの流れを整えます。 
・使用プロダクト：Absolution 

・フロー：フットリチュアル→ボディスクラブ→シャワー→ 
ボディトリートメント（ストレッチ、ブラッシング、リンパトリートメント） 

 
オーセンティック エディション   90 分 

40,500 円 
全身ドライマッサージ、または、背中のみオイルマッサージ、その日の気分やお好みに合わせて、オイル
の有無を選択いただきます。強張った体を丁寧に解きほぐし、オイルは深い眠りに入るような心地よさの
相乗効果を実現します。  
・使用プロダクト：Bioprogramming ボディオイル 
・フロー：フットリチュアル →ボディドライマッサージ（うつ伏せ～仰向け～スカルプ） 
 ※お背中のみオイルマッサージ追加も可能です。



マッサージ 

日常の騒音から離れ、自分自身と向き合う時間を大切に。体の声に耳を傾け深いリラクゼーショ
ンが五感を研ぎ澄まします。贅沢な手技により、心と体を和らげ、癒しと安らぎに包まれます。 
 
 
パワーディープリーマッサージ  90 分 
40,500 円 
日々の緊張からくる頑固な凝りや筋肉の硬直を、体の深部まで丁寧に解きほぐし、目覚めるような刺激
的な爽快感でしっかりとほぐれた体はオイルを隈なく吸収することで効果が高まり、リフレッシュした
ボディへとリセットします。 
・使用プロダクト：Bioprogramming ボディオイル 
・フロー：フットリチュアル →全身ボディマッサージ（ドライ＆オイル スカルプ含む） 
 
コンフォートマッサージ  90 分 

36,700 円 
ロングストロークでたっぷりとオイルを使用。心身ともに深いリラクゼーションをもたらします。 ロミ
ロミとバリニーズマッサージを応用した究極のテクニックは、熟練セラピストの技術によって深い安ら
ぎと心地よい眠りへと誘います。 
・使用プロダクト：Bioprogramming ボディオイル 
・フロー：フットリチュアル→スカルプ→デコルテ→仰向けロングストロークマッサージ 
→うつ伏せロングストロークマッサージ→背中マッサージ 

 
ディープリーマッサージ  60 分 

31,600 円 
筋肉を緩和させるテクニックを用いて短時間で体をリセットし、全身の活力を巡らせます。 
・使用プロダクト：Bioprogramming ボディオイル 
・フロー：フットリチュアル→うつ伏せドライマッサージ＆ストレッチ→背中オイルマッサージ 
→仰向け上半身のストレッチ（お腹含む）→スカルプマッサージ 

 
リラックスマッサージ 60分 

27,800 円 
オイルによるロングストロークマッサージで、心身共に深いリラクゼーション効果をもたらしま
す。セラピストの優しいタッチは安心感に包まれ、心地よい眠りへと誘います。 
・使用プロダクト：Bioprogrammingボディオイル 
・フロー：フットリチュアル→うつ伏せロングストロークマッサージ 
→仰向けロングストロークマッサージ→デコルテ→スカルプ 

 
 



プレナタルマッサージ  75 分 
34,200 円 
妊娠中のデリケートな時期にも最適なトリートメント。出産前の心身の不安や体の緊張を優しく解
きほぐし、体の芯からリラックスした感覚を呼び覚まします。 
・使用プロダクト：Bioprogrammingボディオイル 
・フロー：フットリチュアル→仰向けのマッサージ（スカルプ、デコルテ、腕、脚） 
→横向きマッサージ（背中、脚） 

 
カスタムボディ  45 分 

22,800 円 
お時間はないけれどスッキリしたい。気になる箇所を集中的にほぐしたい。そんなお客様のニー
ズに合わせた 45分のマッサージです。肩、腰、脚、・・・カウンセリングを行いながら体の声に
お応えします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 フェイシャル 
植物のパワフルな力を最大限に生かしたフランスのオーガニックスキンケアブランド Absolutionと、
最先端のサイエンスの力でお肌本来の美しさを引き出すジャパンブランド Bioprogrammingの
「TIARALEEN」を贅沢に使用し、お肌を最良のコンディションへと導くフェイシャルトリートメント。
熟練のセラピストによる丁寧なカウンセリングで、お肌のタイプやその日のコンディションに合わ
せたご提案をいたします。見違えるような、肌本来の美しさを呼び覚ますフェイシャルプログラム
をご体験ください。 

 

 

アブソル 90 分 
40,500円 
Absolution の全てが注ぎ込まれた贅沢なフェイシャル。肌を優しく包み込み、目的にフォーカスし
たテクニックを織り交ぜながら新しい自分との出会いに導かれます。 石膏マスクがふっくらと潤い
を与え、肌本来の輝きを引き出します。 
・使用プロダクト：Absolution 
・フロー：フットリチュアル→クレンジング→ゴマージュ→デコルテ＆フェイシャルマッサージ 
→フェイスローラー→石膏マスク 

 
ル ソワン リフト 90  分 
36,700円 
ユニークなテクニックを用いて悩みにフォーカスしたフェイシャル。ローズクォーツカッサと石膏
マスクでフェイスラインを引き締め、ハリと潤い、ワントーン明るくなったお肌をご体感いただけ
ます。 
・使用プロダクト：Absolution 

・フロー：フットリチュアル→クレンジング→ゴマージュ→デコルテ＆フェイシャルマッサージ 
→カッサ→石膏マスク 

 
シグネチャーアブソリューション 60 分 
29,100円 
初めて Absolution を体験する方におすすめなフェイシャル。 セラピストの優しいタッチに包まれな
がら、その日の肌のコンディションに合わせて調合したクリームと美容液でトリートメントを行い
ます。仕上げの石膏マスクで、艶と潤いを実感していただけます。 
・使用プロダクト：Absolution 

・フロー：フットリチュアル→クレンジング→ゴマージュ→デコルテ＆フェイシャルマッサージ 

→石膏マスク 

 
 
 

 



ビタリテ ルガール 60 分 

25,300 円 
日頃の目の疲れ、目の周りのケアを集中的に行います。目元周りの緊張がほぐれ、視界がクリア
に。美しくハリのある、若々しいしなやかな目元周りを実感していただけます。 
・使用プロダクト：Absolution 

・フロー：フットリチュアル→クレンジング→ゴマージュ→デコルテ＆アイケアマッサージ 

→保湿マスク 
 
ポー ネット 45 分 
22,800円 
短時間で肌のトラブルを整えていくトリートメント。 季節の変わり目の揺らぎ肌や、トラブルスキ
ンにも最適な高濃度の集中美容液をたっぷりと使用し、肌に栄養を補給します。しなやかでバラン
スの整った肌へと導きます。 
・使用プロダクト：Absolution 
・フロー：クレンジング→ゴマージュ→デコルテ＆活性フェイシャル→保湿 orクレイマスク 
 
ポー カルム 45分 
22,800円 
短時間で肌のトラブルを整えていくトリートメント。炎症による肌の赤みなど、乱れてしまった肌
のバリア機能を回復させ、艶とハリのあるふっくらとしたお肌へと導きます。 高濃度の集中美容液
をたっぷりと使用し、敏感な肌を落ち着かせます。 
・使用プロダクト：Absolution 
・フロー：クレンジング→ゴマージュ→デコルテ＆カーミングフェイシャル→フェイスローラー→ 
保湿マスク 

 
スキンタイムセス 60分 
32,500 円 
Bioprogramming のブランドライン「TIARALEEN」を使用したサイエンスフェイシャルは、本質美
を追求し肌本来の力を引き出します。両手で肌を包み込むと思わず笑顔がこぼれるような、明る
く艶めく肌へと導きます。 
・使用プロダクト：Bioprogramming 
・フロー : クレンジング→泡洗顔→デコルテ＆フェイシャルマッサージ→シートマスク 

 
スキンタイムセス 30 分 
16,500 円 
Bioprogramming のブランドライン「TIARALEEN」を使用したクイックフェイシャルは、ボディマ
ッサージと組み合わせていただくことをお勧めいたします。 
・使用プロダクト：Bioprogramming 

・フロー：クレンジング→泡洗顔→顔～デコルテにかけてオイルを浸透→シートマスク 



ボディ 
細胞再生に働きかける極上のプロダクトを存分に使用した、他にはないユニークで洗練された 
トリートメント。 即効性と目に見える結果にフォーカスした施術で、本来の自分を呼び覚まします。  
 
 
ヘアタイムセス スカルプセラピー  90 分 
44,300円 
Bioprogramming製品を贅沢に使用したスカルプ&フェイシャルトリートメント。Bioprogramming

製品をミルフィーユ上に重ね付けすることで髪に潤いを与えながら、熟練セラピストの心地よいタ
ッチで頭皮の緊張を緩和していきます。同時にフェイシャルマッサージを行うことで顔から頭皮の
強張りを解きほぐし、目覚めるような感覚を体感いただけます。 
（トリートメント後、ご自身で洗髪して頂きます。） 
・使用プロダクト：Bioprogramming ヘアタイムセス、スキンタイムセス 
・フロー：フットリチュアル→スカルプマッサージ（シャンプー＆コンディショナー） 
→クレンジング＆泡洗顔→シャワー→ デコルテ&フェイシャルマッサージ→フェイスマスク 

 
トライアル スカルプセラピー  45 分 
22,800円 
頭皮の緊張が特に気になる方におすすめのクイックトリートメント。 Bioprogramming製品を贅沢
に重ね付けしながら、セラピストによるハンドマッサージで頭皮と肩周りの 緊張を解きほぐし、深
いリラクゼーションへと誘います。（トリートメント後、ご自身で洗髪して頂きます。） 
・使用プロダクト：Bioprogramming ヘアタイムセス 
・フロー：スカルプマッサージ（エッセンス、シャンプー、コンディショナー使用） 
→デコルテマッサージ→シャワー 

 
コール レスカルプト  75 分 
35,400円 
Absolution のユニークなテクニックによるリズミカルなタッチでリンパの循環を促し、心身の緊張
を緩和させ肌を滑らかに仕上げていきます。 
・使用プロダクト：Absolution 

・フロー：フットリチュアル→仰向けカッピング＆ドレナージュ 
→うつ伏せカッピング＆ドレナージュ→スカルプトリートメント 

 
 
 
 
 
 
 



コール レスタート  75 分 

35,400 円 
Absolution の柔らかい絹のブラシを全身に使用し、リンパを刺激しながら血流を促します。 アーモ
ンドの甘美な香りに包まれながら、優しいタッチでふっくら、もっちりとした肌へと導きます。 
・使用プロダクト：Absolution 
・フロー：フットリチュアル→仰向けトリートメント（ストレッチ、ブラッシング、オイル） 
→うつ伏せトリートメント（ブラッシング、オイル)→スカルプトリートメント 

 
ゴマージュ デトックス  60 分 
32,900円 

Absolution の優しくパワフルなボディスクラブで全身を整えていきます。 火山ライオライトで肌を
磨き上げながらサンフラワーオイルで肌を潤し、滑らかできめの整った肌へ導きます。 シャワー後
にアーモンドの甘美な香りで肌を整えながらリンパの流れを促していきます。 
・使用プロダクト：Absolution 
・フロー：フットリチュアル→全身ボディスクラブ→シャワー→全身オイルトリートメント 
 
ゴマージュ エクスプレス  30 分 
16,500円 
フランスの火山ライオライトで肌を磨き上げながら、肌の潤いを保ちながらキメを整えていきま
す。 時間のない方や他のトリートメントと組み合わせていただくことをお勧めします。 
・使用プロダクト：Absolution 

・フロー：フットリチュアル→全身ボディスクラブ→シャワー→保湿（マッサージなし） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



エンハンスメント 
他のトリートメントと合わせてご利用いただくことで、トリートメントをアップグレードできる追加
メニューです。施術時間内に取り入れてご利用いただけます。エンハンスメントのみでのご利用はで
きません。滑らかなバサルトストーンの熱で筋肉の奥まで温め、頑固な凝りをほぐします。 
ストレス解消にも効果的です。 
 
 
ホットストーン メルター 
2,500 円 
滑らかなバサルトストーンの熱で筋肉の奥まで温め、頑固な凝りをほぐします。ストレス解消にも効果
的です。 

 

ドライ スキン ブラッシング 
2,500 円 
エクスフォリエーション効果のあるブラッシング で、お肌を活性化しながら柔らかく滑らかに整えま
す。マッサージ前に行うことで、トリートメント効果を高めます。 

 

スカルプ トリートメント 
2,500 円 
頭皮全体をケアし、緊張をほぐします。頭皮にしっかりと栄養を浸透させ、シルクのようにさらさら 
で艶のある健康的な髪に導きます。 

 

スムース＆ファーム ボディクリーム 
2,500 円 
リフト効果と整肌効果を併せ持つ贅沢なボディクリームが潤いを与え、ふっくら柔らかな肌に仕上げ
ます。 

 

エンチャンティング マスク 
2,500 円 
フェイシャルの石膏マスクを、ボディに贅沢に使用します。肩甲骨と肩甲骨の間を温めることで、体 
を芯から温め、深いリラックス効果をもたらします。 

 

セラピスト指名 
2,530 円 
ご予約の際に、ご希望のセラピストを指名していただけます。（有料） 

 



〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-1 東京エディション虎ノ門 31 階 
電話  03 5422 1640  E メール  SPA.TOKYO@EDITIONHOTELS.COM 
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