THE SPA・FIVE ELEMENTS
宜 野 座 の 豊 かな自 然 の エネル ギーの 力を 借り
ス パ エクス ペリエンスを 通して 本 来 の ベ ストな バ ランスを 呼 び 覚 ます
THE SPA・FIVE ELEMENTSでのエクスペリエンスは、
東洋思想のファイブエレメンツ（五行説）に基づき
沖縄に存在するすべての万物は、沖縄のエネルギーを形成している
木（琉球の森）
・火（琉球の太陽）
・土（琉球の赤土）
・金（松田鍾乳洞の鉱物）
・
水（澄み切った琉球の海）の5種類のエレメントからなり、
それぞれが互いに影響を与え合い、変化し、調和して循環すると考えます。
このことから、同じくファイブエレメンツの思想にインスピレーションを得て創設された、
合成香料、合成着色料、パラベン保存料と鉱物油不使用のイギリス発のコスメブランド
「エレメンタルハーボロジー」の製品を使用しております。

営業時間 15:00 〜 22:00最終受付（23:00終了）
※ 23:00に施術が終了いたしますので、
それぞれのプログラムの所要時間により
最終受付時間が異なってまいります。詳細はお問い合わせください。
※ 15:00以前のご予約も事前予約にて承ります。

ス パトリートメント の 流 れ
カウンセリング（ 約 1 5 分 ）
現在のお身体の状態、本日のご要望を確認し、
トリートメント内容をご相談させていただきます。

ボ ディまた はフェイシャル 、スカ ルプなど
ご 希 望 のトリートメント（ 6 0 〜 1 2 0 分 ）
熟練された技術と最先端の知識を持ったセラピストが、
お身体の状態を見ながら施術させていただきます。

クールダ ウン（ 約 1 5 分 ）
ハーブティーでリラックスしていただき、お身体の状 態や、
プログラム後のアドバイスなどをさせていただきます。

THE SPA PROGRAM

THE SPA Signature ／ザ・スパ シグネチャー
Highly
Recommended

The Five-Elements Time Signature Ritual

ザ・ファイブエレメント シグネチャー リチュアル
お時 間のみをお選びいただき、プロダクトからトリートメント内容まで、
セラピストとのカウンセリングにより全てをカスタマイズいたします。
どのお時間をお選びいただいても、
沖 縄のファイブエレメントを感じていただけるエッセンスをご用 意しております。
ボディだけではなく、
フェイシャルやスカルプまで、自由自在にお客 様のためだけに
カスタマイズされたスパエクスペリエンスをお楽しみください。

90分
120分
150分

¥28,000 +税
¥36,000 +税
¥45,000 +税

THE SPA Facial ／ザ・スパ フェイシャル
The Hydrating Facial

The Lifting Facial

ザ・ハイドレイティングフェイシャル

ザ・リフティングフェイシャル

肌のエイジングの主な原因は水分不足です。Water が
バランスを失っている肌にすばやく潤いを与え、
しっとりとした
柔らかい肌へと導きます。
季節的な乾燥や水分量の少ない肌におすすめです。

リフトアップとハリ感アップにフォーカスを当てた特別なフェイシャ
ルです。栄養補給と独自のフェイシャルテクニックにより、
フェイス
ラインや目元、首元等をすっきりとシャープに整えます。

60分

¥20,000 +税

The Age-Support Facial

ザ・エイジサポートフェイシャル
エイジングケアにスポットを当て、
より高濃度の栄養をしっかり
肌へ補給し、明るく、
ツヤ、
ハリのある肌へと導きます。
フェイス
ラインや目元がリフトアップし、
ボリュームのあるふっくらとした
若々しい印象の肌へと導きます。

90分

¥29,500 +税

75分

¥25,000 +税

THE SPA Body ／ザ・スパ ボディ
The Balancing Body

The Lymph Drainage Body

ザ・バランシングボディ

ザ・リンパドレナージュボディ

一人一人の今のエレメントに必要なエッセンシャルインフュー
ジョンオイルを使用した極上のボディエクスペリエンスをお届
けいたします。
ウッドリジュ、
ファイヤーゼスト、
アースバランス、
メタルピュリファイング、
ウォータースーズの中から最適なイン
フュージョンオイルを選び、
ボディ、
マインド、
スピリットのバラン
スをベストな状態に整えます。

Metal オイルを使用し、
リンパに沿って行う特別なトリートメント
テクニックで、循環をアップさせ、老廃物の排出を促します。
ボディ、
マインド、
スピリットが若さと元気に溢れるように導きます。

60分
90分
120分

¥19,500 +税
¥27,500 +税
¥35,500 +税

60分
90分
120分

¥20,000 +税
¥28,000 +税
¥36,000 +税

The Hot Stone Body

ザ・ホットストーンボディ
温められた滑らかなストーンをエナジーポイントに置くことで、
ご自身のエレメントをベストなバランスへと整えていきます。
お身体を温めながらお楽しみいただけるこのボディ
トリートメン
トは、
ボディ・マインド・スピリットが完全にリラックスします。
90分
120分

¥29,000 +税
¥37,000 +税

THE SPA Body Care ／ザ・スパ ボディケア
The Body Scrub

The Body Scrub & Wrap

ザ・ボディスクラブ

ザ・ボディスクラブ＆ラップ

ラグジュアリーなボディスクラブは、古い角質を優しく取り除き、
肌をなめらかに柔らかく整えます。

ボディスクラブの後、
ローズマリー、
グレープフルーツ、
ジュニパー
ベリーとクレイなどが配合されたボディラップが体内の老廃物排出
を促し、明るく透明感のある艶やかな肌へと導きます。

60分

¥22,000 +税

90分

¥30,000 +税

THE SPA Body Parts ／ザ・スパ ボディパーツ
The Scalp

The Foot

ザ・スカルプ

ザ・フット

特にお疲れが溜まりやすい頭部を中心に、首・肩まわりのテン
ションを丁寧に解きほぐします。

沖縄でのアクティビティ後におすすめです。
足裏からふくらはぎまでのツボを刺激しながら、足のむくみや疲れ
を重点的にケアします。

60分

¥19,000 +税

60分

¥19,000 +税

