
MENU    時間別メニューリスト

��min.

ドライヘッドスパ
￥9,680 (p ￥8,800)

リフレクソロジー
￥9,680 (p ￥8,800)

バックマッサージ
￥9,680 (p ￥8,800)

背面  or 前面
￥9,680 (p ￥8,800)

ミニフェイシャル
￥10,648 (p ￥9,680)

��min.

バランシング
￥16,940 (p ￥15,400)

セラピューティック
￥16,940 (p ￥15,400)

メディシナル
アロマテラピー

￥16,940 (p ￥15,400)

スリミングフルレッグ
￥16,940 (p ￥15,400)

デトックス & リリース
￥19,360 (p ￥17,600)

リフレッシュ
￥19,360 (p ￥17,600)

ハイドレーション
￥19,360 (p ￥17,600)

���min.

オールザットスパ
シグニチャー

￥46,200 (p ￥41,800)

タイムリチュアル
￥50,600 (p ￥46,200)

���min.

バランシング
￥30,800 (p ￥27,500)

セラピューティック
￥30,800 (p ￥27,500)

メディシナル
アロマテラピー

￥30,800 (p ￥27,500)

プレシャスジャパニーズ
アロマテラピー

￥30,800 (p ￥27,500)

アルティメイト
ハーモニー

￥36,300 (p ￥33,000)

タイムリチュアル
￥39,930 (p ￥36,300)

��min.

バランシング
￥24,200 (p ￥22,000)

セラピューティック
￥24,200 (p ￥22,000)

メディシナル
アロマテラピー

￥24,200 (p ￥22,000)

プレシャスジャパニーズ
アロマテラピー

￥26,620 (p ￥24,200)

ホットストーン
￥26,620 (p ￥24,200)

アンチエイジング
￥26,620 (p ￥24,200)

ピースフル
アウェイキング

￥26,620 (p ￥24,200)

ボディスカルプスリミング
￥28,600 (p ￥26,400)

タイムリチュアル
￥32,670 (p ￥29,700)

＊p... プレミア会員

＊価格は全て税込みになります。 メニューの詳細は裏面へ

ロッカー内、内線またはメンバーリレーションズに
お申し付けくださいませ。

CONTACT
お問い合わせ・ご予約

03-3707-8211tel .



当日ご気分がすぐれないお客様、治療を受けているお客様は必ずカ
ウンセリング時にお申し出ください。

ご予約のお時間を10分以上過ぎてもご連絡がない場合には、他のお
客様にお譲りする場合がございます。また、お客様の事情でご予約時
間に遅れた場合には、トリートメント時間が短縮される場合がござい
ます。

薬品・植物・化粧品等にアレルギーがあるお客様、または、過去に湿
疹や痒み、体調が悪くなった経験のあるお客様は必ず、カウンセリン
グ時にお申し出ください。

妊娠中、既往症などお持ちのお客様は事前に医師にご相談の上、ご
予約をお願い致します。詳しくはスパセラピストにお問合せください
ませ。

当トリートメントは、医療行為ではありません。その効果や効能には
個人差がございます。

セラピストの嫌がる行動や言動は固くお断り致します。セラピストが
施術続行不可能と判断した場合には、施術を中止しご退店をお願い
することがございます。その際の料金のご返金には応じかねますので
ご了承くださいませ。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ETIQUETTE
エチケット

Reservations  予約方法
お電話 03-3707-8211 (総合インフォメーション）
または、メール aqua@warena.net にて、下記内容をご連絡くださいませ。
①お名前　②ご予約希望日・時間　③ご希望のメニュー　④ご連絡先

Notes  ご利用上の注意
トリートメント前のお着替え、カウンセリングと合わせ、施設内の温泉にて、
ゆっくりお楽しみ頂きますためご予約の１時間前のご到着をお薦めしておりま
す。お支払いはクレジットカードのみとさせていただきます。

Hours  営業時間
平日・土曜   12：00-20：00   日曜・祝日   11：00-19：00

SPA by ALL THAT SPAでは、ビジター利用も承っております。
この場合、トリートメントの基本価格のほかに、Aqua sports & spaの施設
利用料3,300円（税込、温浴およびクラブハウス）を別途頂戴いたしております。

FOR VISITORS
ビジター施設利用概要Dry Head Spa  ドライヘッドスパ

炭酸ミスト化粧水で頭皮を整えたあと、清涼感のあるスカ
ルプセラムで頭皮を丁寧にほぐしていきます。

Ref lexology  リフレクソロジー
足裏の反射区および膝下の疲労部位にアプローチしま
す。足先から心臓へ血液をスムーズに促すことで全身の
機能を活発にし、自然治癒力を引き出していきます。

Back Massage  バックマッサージ
包み込まれるような優しいタッチで、疲れの溜まりやすい
背中を集中的にマッサージします。

Mini Facial  ミニフェイシャル
ディープクレンジング後、お肌の深部まで潤いを補いなが
らマッサージを行います。

SHORT TREATMENT
ショートトリートメント

FACIAL TREATMENT
フェイシャルトリートメント

Balancing  バランシング
リラックスしたい方、質の良い眠りを手に入れたい方へ。
心地よいロングストロークで疲労部位を細やかにアプロー
チし回復を促します。包み込まれるようなタッチで身体と
心を緊張やストレスから解放します。

Therapeautic  セラピューティック
こわばった筋肉を解きほぐしたい方へ。筋膜マッサージ
により、凝り固まった筋肉の表面をゆっくりとはがしてい
くことで、筋膜の癒着を解消し筋肉のしなやかさを取り戻
します。

Medicinal Aromatherapy
メディシナルアロマテラピー

フランス式アロマテラピーと東洋整体の手技を組み合わ
せたトリートメントです。オーガニックエッセンシャルオ
イルの力を最大限に取り入れ、心身に働きかけます。

Precious Japanese Aromatherapy
プレシャスジャパニーズアロマテラピー

ネロリの持つホルモンバランスを整える効果や肌への親
和性と相まって、深いリラックス効果とともに滑らかなお
肌へと導きます。このトリートメントのために作られたジャ
パニーズネロリのインフューズドオイルを使用します。

Hot StoneMassage  ホットストーンマッサージ
温めた石とハンドテクニックによるオイルトリートメント
です。心地良い温かさの石を滑らせながら筋肉のこわば
りや溜まったストレスを取り除きます。心身に新たなエネ
ルギーを与えていきます。

Detox & Release  デトックス＆リリース
背中または足裏に、海藻と海泥のミネラル豊富な発熱作
用のあるホットパックをあて老廃物排泄を促していきま
す。お腹のトリートメント・デコルテヘッドケアをおこな
い、お身体をゆるめていきます。

BODY TREATMENT
ボディトリートメント

Peaceful Awaking  ピースフルアウェイキング
ボディトリートメントとフェイシャルトリートメントの組み合
わせを選べるメニューです。下記のどちらかをお選びいた
だけます。

1.  ボディ60分　ミニフェイシャル 30分
2.  ボディ30分　フェイシャル 60分

Ultimate Harmony  アルティメイトハーモニー
ボディトリートメント60分とフェイシャルトリートメント60
分を組み合わせたメニューです。贅沢なトータルケアの
心地よさに浸りながら、心身を美しく健康な状態へと導き
ます。

ALL THAT SPA Signature
オールザットスパシグニチャー

ボディトリートメント90分とフェイシャルトリートメント90
分を組み合わせたスペシャルメニューです。ご自身のた
めだけの贅沢なひとときをお過ごしください。

Time Ritual  タイムリチュアル
お客様ひとり一人のその日のご体調やご要望に合わせ、セ
ラピストがカスタマイズしたメニューをご提供させていた
だきます。あなただけの特別なトリートメントで、極上のリ
ラクゼーションをご堪能ください。

PACK AGE TREATMENT
パッケージトリートメント

Body Scalp Slimming
ボディスカルプスリミング

脂肪代謝を細胞レベルから改善していくスリミングト
リートメントです。基礎代謝アップ・脂肪分解・排出を
サポートします。

Slimming Full Leg
スリミングフルレッグ (女性限定)

ヒップラインまでの集中美脚トリートメントです。セルラ
イトケアクリームを使用したリンパマッサージで、体内
に溜まった老廃物の排出を促します。むくみやセルライ
トを予防し、美しいヒップラインを保ちます。

��min.

��min.

��min.

��min.

Refresh  リフレッシュ
はじめに背中・肩・首・頭のマッサージをおこない凝り固
まった筋肉を緩めていきます。ディープクレンジングによ
るお顔のリフレッシュケアとマッサージをおこない、深いリ
ラックスへと導きます。

Hydration  ハイドレーション
ディープクレンジングでお肌をクリーンな状態に整えた
あと、マッサージをおこないます。ライスセラミドをベース
にしたトーニングやエイジングケアマスクで、弾力のある
みずみずしいお肌へと導きます。

Anti-aging  アンチエイジング
背中のマッサージや脊柱への心地よい刺激で全身の血
行を促進していきます。お顔の筋肉・頭部・デコルテまで
を丁寧にアプローチするマッサージでフェイスラインを
引き上げます。コラーゲンマスクにより水分をお肌に閉
じ込め、ハリのある艶やかな素肌へと導きます。
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