
開業記念特別料金のご案内



SPA ayualam Signature

Ayurvedic Detox Body　　　
アーユルヴェディック デトックス ボディ

アーユルヴェーダ理論に基づいた体内解毒トリートメント。ドーシャ ( 体質 ) 別のデトックス
オイルと特殊なハンドテクニックで、体内に蓄積した老廃物を体外へ排出させます。

90min  ￥31,000 / 120min  ￥40,000

Srotas Balancing Body　　　
スロータス バランシング ボディ

自律神経の乱れに着目したリラクゼーショントリートメント。特殊なオイルとハンドテクニッ
クで、浅くなった呼吸を整え、緊張で硬化した筋肉を緩めます。

60min  ￥20,000

Srotas Relaxing Head　　　
スロータス リラクシング ヘッド

脳内デトックスを促すヘッドトリートメント。頭から首にかけて存在するツボを刺激するこ
とで、首・肩・頭皮のコリ、眼精疲労、脳の疲労を取り除きます。

60min  ￥15,000

※表示価格は税込みとなっております。
※施術時間に問診・お着替え等は含みません。

ayualam Signature Combo　
アユアラン シグネチャーコンボ

A.　Ayurvedic Detox Body (90min)  +  Srotas Relaxing Head (50min)

140min  ￥44,000

B.　Srotas Balancing Body (50min)  +  Srotas Relaxing Head (50min)

100min  ￥32,000

スロータス リラクシング ヘッド

アーユルヴェディック デトックス ボディ

スロータス バランシング ボディ

スロータス リラクシング ヘッド

170min  ￥51,000

C.　Ayurvedic Detox Body (90min)  +  Srotas Relaxing Head (50min)
アーユルヴェディック デトックス ボディ スロータス リラクシング ヘッド

   　+  Detox Facial (30min)
デトックス フェイシャル

通常価格 ￥39,000 通常価格 ￥50,000

通常価格 ￥25,000

通常価格 ￥19,000

通常価格 ￥55,000

通常価格 ￥41,000

通常価格 ￥64,000



下記４つのコースからお好きなエステをお選びいただけます。

Premium Room Special
※表示価格は税込みとなっております。
※施術時間に問診・お着替え等は含みません。

SPA ayualam 内「プレミアムルーム ( ペアルーム )」をご利用お客様限定の、ご滞在時間
に合わせて選べる特別メニューをご用意いたしました。オーシャンビューのお部屋で、
ジャグジーを愉しみながらゆったりとお過ごしください。

ジャグジーご入浴 30min全メニュー 付き

120minコース　　　

バランスボディ
自律神経にアプローチしたボディケア。ストレス緩和に最適なコースです。

筋膜ボディ
筋膜にアプローチしたボディケア。疲労回復におすすめです。

フェイシャル
その日のお肌の状態に合わせて � つのコースから選べます。

ヘッドスパ
頭のツボにアプローチ。全身の巡りを促し、すっきりとした爽快感が味わえます。

150minコース　　　 下記４つのコースからお好きなエステをお選びいただけます。

施術時間 90min  ￥74,000
スロータスボディ
体の中から巡りを促すボディケア。

筋膜ボディ
筋膜にアプローチし、疲れを集中的に癒すボディケア。疲労回復におすすめです。

ヘッドスパスペシャル
ヘッドスパにフットトリートメントをつけたトータルケア。

フェイシャル
デコルテから背中、腕までをケアする充実のコース。その日のお肌の状態に合わ
せて � つのコースから選べます。

施術時間 60min  ￥61,000
通常価格 ￥77,000

通常価格 ￥93,000



180minコース　　　 下記 � つのコースからお好きなエステをお選びいただけます。

施術時間 120min  ￥88,000
ボディ＆フェイシャル
ボディトリートメントにフェイシャルをつけたトータルケア。

ボディ＆ヘッドスパ
お顔を除く全身ケア。ボディケアは � 種類のコースからその日の状態に合わせて
お選びいただけます。

フェイシャルスペシャル
お顔を中心に、デコルテ、背中、腕、フットまでをケアするスペシャルコース。
その日のお肌の状態に合わせて � つのコースから選べます。

210minコース　　　 下記 � つのコースからお好きなエステをお選びいただけます。

施術時間 150min  ￥100,000
アーユルヴェディックボディ
アーユルヴェーダ由来のボディトリートメントにヘッドスパをプラス。トータル
ケアのコースです。

ボディスペシャル
筋膜にアプローチして疲労回復を促す全身マッサージです。ヘッドスパをプラス
したスペシャルボディコースです。

フェイシャル＆ヘッドスパ
フェイシャルにヘッドスパをつけて、頭からケアする充実したフェイシャルコー
スです。

240minコース　　　 下記 � つのコースからお好きなエステをお選びいただけます。

施術時間 180min  ￥114,000
アーユルヴェディックボディスペシャル
アーユルヴェーダ由来のボディトリートメントに巡りを、促すパックをプラス。
さらにヘッドスパで全身ケア。たっぷりの時間をかけてケアする贅沢なボディ
コースです。

トータルケアスペシャル
ヘッド、フェイシャル、ボディと全身をトータルケア。日頃の疲れた体をゆっく
りメンテナンスするコースです。

フェイシャルケアスペシャル
フェイシャルを中心にヘッド、ハンド、フットのケアまでお付けした満足のフェ
イシャルコースです。

通常価格 ￥111,000

通常価格 ￥126,000

通常価格 ￥143,000



SPA ayualam Experience
※表示価格は税込みとなっております。
※施術時間に問診・お着替え等は含みません。

Athletic Release Treatment　　
アスレチック リリース トリートメント

筋肉や筋膜のコンディションを整えるオールハンドトリートメント。ゴルフやマリンスポー
ツ前にお受けいただくことで、パフォーマンスアップやけがの防止に。スポーツの後は疲労
回復に有効です。

60min  ￥21,000 / 90min  ￥26,000

STM Rejuvenation Facial　　
STM リジュビネーション フェイシャル

肌の再生力を高めるエイジングケアフェイシャル。最新鋭の美肌成分「ヒト幹細胞培養液」
を肌深部まで瞬時に届け、肌本来の再生力を引き上げます。紫外線ダメージから肌を守り、
ふっくら若々しい肌へと導きます。

60min  ￥24,000 / 90min  ￥32,000

Thalasso Brightening Facial
タラソ ブライトニング フェイシャル

海の恵みで美肌へと導くリラクゼーションフェイシャル。お肌のコンディションや悩みに合
わせたタラソパックで肌に良質なミネラルをチャージ。日焼け後の鎮静から美白ケアまで目
的に合わせてお選びいただけます。

60min  ￥24,000 / 90min  ￥32,000

通常価格 ￥27,000 通常価格 ￥33,000

通常価格 ￥40,000

通常価格 ￥40,000

通常価格 ￥30,000

通常価格 ￥30,000



Optional Menu

Autochauffante　　　
オートショファン

ミネラル豊富な発熱型海泥パックを用い、温熱効果と有用成分効果で新陳代謝を促し、冷え、
むくみ、ストレスの緩和を図ります。

30min  ￥3,000
通常価格 ￥4,000

Facial Massage　　　
フェイシャルマッサージ

ボディメニューやヘッドメニューに組み合わせることで、お顔周りの老廃物を排出し、凝り
やむくみのないスッキリしたお顔へと導きます。

30min  ￥8,000
通常価格 ￥11,000

※表示価格は税込みとなっております。
※施術時間に問診・お着替え等は含みません。

Foot Massage　　　
フットマッサージ

『第 � の心臓』と言われる足裏から膝までをしっかりとほぐすことで、足のだるさを軽減しま
す。旅行でお疲れの足や、むくみにお悩みの方にもおすすめです。

30min  ￥6,500
通常価格 ￥8,000

Head Massage　　　
ヘッドマッサージ

頭筋膜に着目した独自のヘッドマッサージ。頭部をじっくり深くほぐし、全身の血流を促進。
ボディコースやフェイシャルコースの相乗効果を高めます。ドライで行うマッサージのため、
施術後にご予定のある方にもおすすめです。

20min  ￥5,000
通常価格 ￥6,500

Thalasso Full Body Pack
各種 全身タラソパック

イスラエルのデッドシーソルトパックと、フランスのブルターニュ地方の海藻パックよりお
選びいただけます。ミネラル補給することでデトックス効果を高め、全身の引き締め効果も。
※施術時間は、シャワーのお時間を含みます。

30min  ￥9,500
通常価格 ￥12,000


