
  FACIALS 
フェイシャル 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様の体調に合わせた極め細やかな 

フェイシャルトリートメントで 

肌本来の”はり”と”つや”を取り戻します。 

 

                                                           



FACIALS
フェイシャル

  

 

 

OTHYS Anti-Aging Care         ―ソティス・アンチエイジングケア― 
肌年齢をグレードに置き換え、肌レベルに合わせた専用のエイジング化粧品を使用した

若返り効果の高いコースです。ヨーロッパでもっとも愛されている人気ブランド”ソテ

ィス”プロダクツラインを用い、ヒアルロン酸・コラーゲンの有効成分と、しわのひと

つひとつまで丁寧に施されるハンドテクニックとリフトアップ効果の高いパックにより、

すっきりとしたフェイスラインとしわの改善を目指します。肌レベルに応じて、施術時

間が 5分～10分ほど長くなる場合がございます。 

〇90 分～ ￥21,000 

 

OTHYS Moisture Treatment      ―ソティス・モイスチャートリートメント― 

ヨーロッパで最も愛されている人気ブランド”ソティス”プロダクツラインを用いたト

リートメントです。フローラル＆マリンのやさしい香りが肌ストレスを和らげるととも

に、植物有用成分とリラックス効果の高いハンドテクニックで水分保持機能の低下した

肌に細胞ひとつひとつの内側から輝きのある透明感と長時間続く潤いをもたらします。

フェイスからデコルテまでお手入れいたします。 

〇80 分 ￥20,000 

 

 

※表示には別途消費税が加算されます。 



FACIALS
フェイシャル

  

                             

acial  &  Décolleté                ―フェイシャル＆デコルテ― 

クレンジング、ディープクレンジング、マッサージ、パックを用いて、お顔からデコル

テ(胸元)までお手入れをいたします。お客様の肌質やご要望に合わせてトリートメント

を組み立てます。 

〇80 分 ￥16,000 

acial ＆ Eye care             ―フェイシャル＆アイケア― 

乾燥やむくみ等のトラブルや、年齢の出やすい目元に特化したプロフェッショナルトリ

ートメントです。目元のケアに加えて、お顔とデコルテのトリートメントもいたします。

ひんやりと心地の良い目元のドレナージュと、目元専用のマスクで、すっきりと輝く印

象的な目元に仕上げます。 

  〇80 分 ￥16,000     

acial Lift Treatment                     ―フェイスリフト― 

微弱電流を使用して筋肉を刺激することで表情筋を受動的に鍛え、しわやたるみを緩和

し引き上げます。年齢による目元、口元のしわ、フェイスラインやほほのたるみに変化

をもたらします。 

〇80 分 ￥16,000   

 

※表示には別途消費税が加算されます。    



FACIALS
フェイシャル

                                                           

 

 

 

 roma Special                         ―アロマスペシャル― 

植物のパワーを凝縮したエッセンシャルオイルを使用するトリートメントです。お客様

の肌質やその日の体調などに合わせたパーソナルアロマブレンドオイルでゆっくりお

顔からデコルテ(胸元)までお手入れし、さらに頭皮をほぐします。アロマの香りと手の

ぬくもりでより高いリラックス感を得られます。 

〇60 分 ￥13,000 

 

 

asic Facial                                  ―トライアル― 

クレンジング、マッサージ、パックを用いて、お顔から首まで肌質に合わせた基本的な

お手入れをいたします。 

〇50 分 ￥10,000 

   

 

 

 

  ※表示には別途消費税が加算されます。 



BODY 
ボディ 

 

 

巧みなハンドテクニックを駆使し、 

自然のパワーを取り入れた至福のボディートリートメントを 

ご提供いたします。 

                                                           



BODY
ボディ

 

     

tandard Aroma Treatment     ―アロマスタンダードトリートメント― 

フェイス以外全身をお手入れいたします。お客様の肌質やその日の体調に合わせたパー

ソナルブレンドオイルをお作りいたします。アロマの香りに包まれたリラクゼーション

効果の高いトリートメントです。 

〇70 分 ￥17,000 

      

 awiian Treatment            ―ハワイアントリートメント― 

フェイス以外全身をお手入れいたします。エスティシャンの手のひらから肘までを使い、

ゆったりと流れるようなトリートメントです。 

〇70 分 ￥15,000 

 

 il Treatment                      ―オイルトリートメント― 

フェイス以外全身をオイルでリズミカルにお手入れいたします。上質なホホバオイルを

用い、オールハンドによるトリートメントでこりや疲れを取り除きます。 

〇70 分 ￥15,000 

 

※表示には別途消費税が加算されます。 



 

oot Treatment                   ―フットトリートメント― 

フットバスで血行を促進し、トリートメント効果を高めてからマッサージをいたします。

リズミカルなタッチで血液とリンパの流れを促し、足の疲れとむくみを和らげます。 

〇50 分 ￥10,000 

ack Treatment                   ―バックトリートメント― 

フットバスで血行を促進し、トリートメント効果を高めてからマッサージをいたします。

エステティシャンの手のひらから肘までを使い、首・肩・背中のこりを和らげます。 

〇50 分 ￥10,000 

calp ＆ Shoulder                ―ヘッド＆ショルダー― 

首から肩にかけてこりを和らげ、頭皮を揉みほぐすことでアンチエイジング効果をもた

らします。 

〇50 分 ￥10,000 

 

 

※表示には別途消費税が加算されます。 

BODY
ボディ



MEN’S MENU 
メンズメニュー 

 

 

 

男性の肌質に特化したフェイシャルメニューや、 

日ごろの疲れを癒すボディーメニューで 

心身ともにお手入れいたします。 

 



MEN’S MENU
メンズメニュー

                                                           

 

 

etox Mens Facial        ―デトックス メンズ フェイシャル― 

男性特有の肌に対応したメンズ専用化粧品を使用したフェイシャルトリートメントです。

毛穴の深部洗浄を行い、清潔感と活力あふれる健康的な素肌へと導きます。頭皮のマッ

サージで眼精疲労も取り除き、リラックス効果をもたらします。 

〇50 分 ￥10,000 

calp and Shoulder                   ―ヘッド＆ショルダー― 

肩、首、そしてデコルテをオイルマッサージでもみほぐした後に毛髪を強くし、輝きを

与えるヘアトニックを使った頭皮のマッサージを行います。デスクワークが多い方の上

半身の疲れを和らげリラックスさせます。 

〇50 分 ￥10,000 

ack Treatment                       ―バックトリートメント― 

全身の血行を促すフットバスに入っていただき、肘や腕を使用したオールハンドのマッ

サージで頑固な首、肩、背中のこりを解消いたします。 

〇50 分 ￥10,000 

 

※表示には別途消費税が加算されます。 



MEN’S MENU
メンズメニュー

                              

 

 

awaiian Treatment           ―ハワイアントリートメント― 

フェイス以外全身のお手入れをいたします。エステティシャンの手のひらから肘までを

使い、ゆったりと流れるようなトリートメントです。 

〇70 分 ￥15,000 

 

en’s Nail                                      ―メンズネイル― 

ファイリング、キューティクルクリーン、バッフィング、ハンドトリートメントをいた

します。男性向けの爪のお手入れのコースです。 

〇60 分 ￥5,000 

 

  

 

 

 

 

※ 当店の全メニュー 男性・女性共に承ります。 

※ 表示には別途消費税が加算されます。 



 

COUPLE & OTHERS 
カップル ＆ その他メニュー 

 

 

フェイスとボディーを組み合わせたコンビネーションメニューや 

カップルでお楽しみいただけるメニュー、 

他のメニューと組み合わせてご利用いただける 

ショートメニューをご用意。                                                           



SHORT MENU
ショートメニュー

 

 

 

 

 

 romatic Facial                ―アロマティックフェイシャル― 

胸元にアロマを香らせてホホバオイルでマッサージいたします。 

〇30 分 ￥6,000  

 

 

 

 écolleté＆Shoulder                ―デコルテ＆ショルダー― 

ホホバオイルを使用したマッサージで、首からデコルテ(胸元)・肩にかけてこりを和ら

げます。 

〇20 分 ￥4,500 

 

 

 

※表示には別途消費税が加算されます。 



SHORT MENU
ショートメニュー

 

                            

 

  

 calp Treatment                     ―ヘッドトリートメント― 

オイルを使用せずに頭皮を丁寧にほぐします。眼精疲労や肩こりをお持ちの方にもおす

すめです。 

〇20 分 ￥4,500 

 

 

 

 ye Care Treatment               ―アイケアトリートメント― 

目元のドレナージュでリンパの流れを促進し、ストレッチ素材の目元専用マスクで目元

をリフトアップしつつ保湿いたします。フェイシャルメニューと組み合わせてのご利用

がおすすめです。 

〇20 分 ￥4,500 

 

 

※表示には別途消費税が加算されます。 



Combinations
コンビネーション

 

                              

atural Healing 2 Days Retreat ―ナチュラルヒーリングリトリート― 
豊かな大自然の中で心身共に自然回帰できる２日間のトリートメントです。２日間のメ

ニューを１日に凝縮して受けていただくこともできます。 

 

１日目は植物の力が凝縮されたエッセンシャルオイルを使用し、お客様の肌質やその日

の体調に合わせたパーソナルアロマブレンドをお作りし、全身のトリートメントを行い

ます。 

 

２日目は植物エキスをふんだんに使用した化粧品とセラピストのハンドテクニックによ

り、内側から輝く肌へ導くフェイシャルトリートメントとヘッドマッサージで、日ごろ

の疲れを取り除き、心身ともに本来の健康的な輝きを取り戻します。 
 

Day 1 : Rewinding Body Treatment   アロマボディートリートメント  70 分 

Day 2 : Brightening Facial Treatment  フェイシャルとヘッドマッサージ  100 分 

〇計 170 分 ￥42,000 

 romatic Escape   ―アロマティックエスケープ フルボディートリートメント― 

お客様の肌質やその日の体調に合わせたパーソナルアロマブレンドオイルをお作りいた

します。アロマの香りに包まれリラクゼーション効果の高いオールハンドテクニックに

より、ヘッド・フェイス・足先までお手入れいたします。アロマの深いリラックス効果

により非日常のやすらぎをご体感ください。 

〇110 分 ￥28,000 

 

※表示には別途消費税が加算されます。 



                                                                  

. Hawaiian Body and Facial   ―ハワイアンボディ＆フェイシャル― 

肘や腕を使ったハワイの伝統マッサージ、ロミロミをアレンジした全身トリートメント

です。肩、腰、背中などがお疲れの方にとくにお勧めです。ハワイを思わせるアロマの

香りに包まれながら行う全身のトリートメントの後はフェイシャルトリートメントで

心身共にリラックスすることができます。 

〇120 分 2 名様 ￥50,000 

 . Custom Couple Care         ―カスタム カップルケア― 

お好きなボディ・フェイシャルの組み合わせで気になる箇所をトリートメントし、至福

の時をお過ごしください。 

 

お好きなトリートメントを下記のⅠ、Ⅱからひとつずつお選びください。 

 

Ⅰ         Ⅱ 

                          

 

 

 

              

 

 

 

〇70 分 2 名様 ￥25,000 

 

※表示には別途消費税が加算されます。 

バックトリートメント 

フットトリートメント 

ヘッド＆ショルダー 

ベーシックフェイシャル 

 

 

アロマティックフェイシャル 

デコルテ＆ショルダー 

ヘッドトリートメント 

COUPLE PLAN
カップルプラン



NAIL 
ネイル 

 

 

落ち着きある個室でのお手入れにより、 

魅力的な指先へと仕上げます。 

      ハンド＆フットケアをはじめ、各種メニューを取り揃えております。 

 



NAIL
ネイル

 

 

 and                                            ―ハンドコース― 

〇 ハンドケアベーシック                     50 分           ￥6,250 

〔ファイリング、キューティクルクリーン、ハンドトリートメント、カラーリング orバッフィング〕 

爪の形を整え、甘皮の処理をし、カラーリングもしくはバッフィングで爪に自然な艶

を与えます。基本的なお手元のお手入れが全て含まれています。 
 

〇ハンドケアプラス                          60 分         ￥10,000 

〔ファイリング、キューティクルクリーン、ハンドトリートメント、パラフィンパック、カラーリングorバッフィング〕 

ハンドケアベーシックにパラフィンパックがついたスペシャルケアです。お手元の乾

燥が気になる方、さらにお手元に磨きをかけたい方におすすめです。 

 

oot                                             ―フットコース― 

〇フットケアベーシック                      60 分           ￥7,500 

〔ファイリング、フットバス、キューティクルクリーン、フットトリートメント、カラーリングorバッフィング〕 

甘皮ケアや、爪の形を整える基本的なケアと、カラーリングもしくはバッフィングが

セットになった、最もスタンダードなコースです。 
  

 

〇フットケアプラス                           100 分      ￥11,000 

〔ファイリング、フットバス、キューティクルクリーン、角質除去、フットトリートメント、カラーリングorバッフィング〕 

フットケアベーシックに、角質除去がついたコースです。ケアとカラーリングの両方

が含まれ、見違えるような足元へ導きます。  

 

  ※表示には別途消費税が加算されます。 



NAIL
ネイル

   

                        

algel                    ―カルジェル― 

 
カルジェルとはヨーロッパを始め、世界でも人気の爪に優しいネイルシステムです。と

ても色持ちが良く、爪への負担が少ないので爪の弱い方におすすめです。 

カルジェルはハンドケアベーシックコース、ハンドケアプラスコース、フットケアベー

シックコース、フットケアプラスコースと組み合わせてお受けいただけます。 

 

〇クリア                   ＋30 分           ￥1,250 
透明のカルジェルで爪表面をコーティングいたします。色の付けられない方にもおすすめです。 

 

〇カラー                                    ＋50 分           ￥2,500 
      色つきカルジェル一色で爪表面をコーティングいたします。 

 

〇グラデーション               ＋50 分       ￥4,500 
自然で透明感のあるグラデーションを作ります。短い爪の方にもおすすめです。 

 

〇フレンチコース               ＋50 分            ￥4,500 
爪先の色を変え、フレンチネイルを作ります。優しいラインがお好きな方に。 

 

〇カルジェルオフ                              ＋30 分～          ￥2,750 
カルジェルを付け替える方用のコースです。 

 

〇当店カルジェルオフのみ               30 分～           ￥3,000 
当サロンのジェルをご利用の方向けのコースです。ハンドトリートメントも行います。 

 

〇他店ジェルオフ                       30 分～           ￥4,000 
当サロン以外のジェルをご利用の方向けのコースです。ハンドトリートメントも行います。 

 

  ※表示には別途消費税が加算されます。 



NAIL
ネイル

           

 

 

                                                 

ption           ―オプション― 

  

〇カラーリング                               20 分           ￥2,500 
マニキュア一色塗りのコースです。 

 

〇ファイリング                               10 分           ￥1,000 
爪の形を整えます。 

 

〇カラーオフ                           10 分           ￥500 
マニキュアをオフします。 

 

〇バッフィング                               15 分           ￥1,250 
爪を磨き、つやを出します。 

 

〇リペア                                     一本 ￥630～  
爪の補修をします。 

 

〇アート                                     一本 ￥50～ 
３D・ストーン・ホログラムなどで爪に華やかさをプラスします。 

 

〇角質除去(フットのみ)                   50 分           ￥5,000 
足裏の角質を取り除きます。 

 

〇パラフィンパック                           20 分           ￥3,000 
ビタミン E をたっぷり含んだ暖かいパラフィンパックで乾燥を緩和します。 

 

 

  ※表示には別途消費税が加算されます。 



NAIL
ネイル

 

 

 

                              
 

ids Nail                 ―キッズネイル― 
 

                       20 分        ￥3,500 
〔小学生以下限定・アート 2 本込・ハンドメニューのみ〕 

 きらきらネイルでかわいい指先に。 

 

en’s Nail               ―メンズネイル― 
 

                       60 分        ￥5,000 
〔ファイリング、キューティクルクリーン、ハンドトリートメント〕  

 男性向けの爪のお手入れのコースです。 

 

 

 

 

 

 

  

※記載時間には色を乾かす時間が含まれていません。 

※カルジェルは爪の長さを出すコースではありません。 

※アートにより所要時間、料金が変わります。ネイリストとご相談ください。 

※フットカラーリングのお客様は、指先がぶつからないサンダル等をご用意ください。 

※男性・女性共に全メニュー承ります。 

※表示には別途消費税が加算されます。  



<エステティックサロン アクアボーテスパご利用にあたり> 

 

○ 表示には別途消費税が加算されます。 

○ 当サロンはリラクゼーションを目的としております。 

○ 事前のご予約をおすすめいたします。 

○ 男性・女性ともに全メニュー承ります。 

○ 当サロンはバスローブ、ナイティのままでお越しいただけます。お部屋からお越しい

ただく場合は 3 階連絡通路をご利用ください。 

○ 当サロンの施術は個室で行いますが、お連れ様のご入室はご遠慮いただいております。 

○ 携帯電話のご使用はご遠慮ください。 

 

 

<体調チェック> 
・ 当サロンでは使用機器メーカー・医師の指導に基づき、施術前に禁忌事項のチェックをお願い

しております。 

・ 禁忌事項に該当された場合はコース変更または、施術をお受けいただけない場合がございます。

予めご了承ください。現在通院中の方は事前にご相談ください。 

・ 肌トラブル(湿疹・アトピー性皮膚炎・傷)がある方は症状悪化につながると危険ですので事前

にお知らせください。 

・ トリートメント前の飲酒は代謝が高まりすぎ、肌への刺激が強く感じる場合がございます。飲

酒直後のご来店はご遠慮ください。 

 

<所要時間> 
・ 施術時間とは別にお着替え、カウンセリングのお時間がかかりますので、時間に余裕を持って

お越しください。 

・ アロマトリートメントは別途コンサルテーションの時間が 20 分～30 分かかります。 

 

<ご予約> 
・ 当サロンは、個室にてトリートメントを行うため、お部屋の数に限りがございます。事前のご

予約をおすすめいたします。 

・ ご予約の変更・取り消しは、ご予約日の前々日までにご連絡ください。 

・ キャンセルにつきましては、前日 50％、当日 100％のキャンセル料を請求させていただきます。 

 



 

<ご予約当日> 
・ 予約時間に余裕を持ってお越しください。予約時間に遅刻されますと、トリートメントのお時

間が制限される場合がございます。なお、その場合も御料金は 100％申し受けます。ご了承く

ださい。 

 

<アクセサリー・貴重品> 
・ 貴重遺品はお部屋のセーフティーボックスまたはフロントデスクにお預けいただくことをお

勧めいたします。 

・ 貴重品の紛失について、一切の責任を負いかねます。 

 

 

 

※ メニュー・料金は一部変更する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご予約・詳細は当サロンまたはフロントデスクまでお問い合わせください。 

 

 

エステティックサロンアクアボーテスパ 

TEL 0465-28-1219 (直通)  FAX 0465-28-1209 


