Salon
Treatment
お客さまに寄り添うことをトリートメントの真髄とし、
五感に心地よい喜びと感動をあたえます。
確かなブランドと高い技術を誇るエステティシャンの
繊細な手の動きが深いリラクゼーションへ誘い、
心と身体をリラックスさせ、内に潜む美しさを引きだします。
美容のプロをも虜にするフランスのブランド〜SOTHYS（ソティス）〜
東洋と西洋の融合から生まれた資生堂のブランド〜Qi（氣）〜
プロフェッショナルスキンケアブランドならではの
本格派オールハンドトリートメントで、
初めて体験する上質な仕上がりと
究極のリラクゼーションをお楽しみ下さい。

Salon
Hospitality
美しい大自然、
すべてにふりそそぐ太陽の光 癒しのリゾート地 沖縄
ホテルエステという非日常の空間で至福の時間をお過ごしいただけるよう
「かりゆし
（沖縄の方言で幸多かれ）
」
の心でおもてなしをしています。
太陽のような笑顔がきらめく、
あたたかな沖縄のセラピストが
手のひらに想いを込めて特別な時間をお届けいたします。
癒しの島で育まれる美と健康を心と身体で感じてみてください。

〜上質から生まれる洗練された美しさ〜
世界110ヶ国以上のプロのスキンケアサロンやスパで最高の信頼を得ているフランスの
プロフェッショナル・スパブランドです。常に革新的な技術のもと、
細胞レベルから美しさを引き出します。
美容のプロをも虜にする上質な仕上がりと、
究極のリラクゼーションへ導きます。

SOTHYS Facial Program

ソティスフェイシャルプログラム

* Treatments 1 and 2 below include back, décolleté, and hand massage.

※下記の1〜2には背中・デコルテ・ハンドのマッサージが含まれます。

1. バランシングフェイシャルトリートメント

施術： 75 分

¥16,500

肌質別、要望に合わせたスタンダードなトリートメントです。

2. ブライトニングトリートメント

施術： 75 分

¥18,700

内側から湧き出る透明感のある肌へと再生させる美白トリートメントです。

3. エナジートリートメント

施術： 90 分

¥22,000

細胞を活性化し、
くすみや乾燥、エイジングなどあらゆるお悩みにアプローチし、理想の肌へ導きます。

4. アンチエイジングトリートメント

施術： 90 分

¥25,300

1. Balancing Facial Treatment Duration

75 Minutes

¥16,500

75 Minutes

¥18,700

A standard treatment based on your skin type and requests.

2. Brightening Treatment

Brightening treatment is designed to create a brightening effect on dull or sallow skin,
lacking oxygen and vitality.

3. Energy Treatment

90 Minutes

¥22,000

Treatment that activates the skin cells and targets concerns including dullness, dryness and aging,
to lead to your ideal skin.

4. Anti-Aging Treatment

90 Minutes

¥25,300

シワやたるみなどあらゆる年代の老化要因にトータルに働きかけ、
より若々しい肌へ導きます。

Treatment that leads to youthful skin by battling the aging factor of all ages such as wrinkles and
sagging.

ソティススペシャルプログラム

SOTHYS Special Program

1. フェイシャル＆ボディ

施術：110 分

¥27,500

1. Facial & Body

110 Minutes

フェイシャルとボディを組み合わせ、
一度に全身を本来の美へと導く特別なコンビネーションのコースです。

An ultimate relaxation course combining our facial treatment and body massage.
A special combination course leads you to totally relax from head to toe.

ソティスボディプログラム

SOTHYS Body Program

施術： 60 分

1. アロマオーダーメイドトリートメント

施術： 90 分

¥16,500
¥22,000

施術： 90 分

¥19,800

心地よいボディスクラブで優しく角質を取り除き、
マッサージでリラクゼーション効果を高めます。
※ボディスクラブの後マッサージ60分

3. スリミングトリートメント

施術： 90 分

¥19,800

セルライトや脂肪を揉みほぐし、理想的なボディラインへ整えます。※腹部・脚の集中トリートメント

4. アスレチックストリートメント

施術： 60 分

¥17,600

フェイシャル

肩・デコルテ

背中

¥16,500
¥22,000

2. Body Care Treatment

90 Minutes

¥19,800

A gentle exfoliation with a comfortable body scrub followed by massage to boost relaxation.
* 60mins massage follows the body scrub

3. Slimming Treatment

90 Minutes

¥19,800

60 Minutes

¥17,600

Fabricate cellulite and fat to make an ideal body line.
* Intensive treatment of leg and abdominal areas

4. Athletics professional treatment

Promotes blood flow, removes fatigue substances, and leads to a refreshed body.

血流を促進し、疲労物質を取り除いてスッキリとした身体に導きます。

腕

90 Minutes

A full body massage with your choice of aroma and texture.

お好みの香りとテクスチャーをカスタマイズして行う全身のボディマッサージです。

2. ボディケアトリートメント

60 Minutes

1. Aroma Custom-made Treatment

¥27,500

全身

首から下

※表示価格はすべて税込となります。
※全てのトリートメント施術時間にはカウンセリング等のお時間は含まれておりません。
※所要時間は施術時間にプラス30分程度のお時間が必要となります。
お時間には余裕をもってご予約ください。

Arm

Facial

Decollete

Back

Entire
Body

Below
The Neck

*Counseling and other related activities are not included in the above-mentioned times required for treatment.
*Taxes are included in the price.

〜Qiは東洋思想の『気』から〜
調律循環で身体と肌のリズムを整える、資生堂独自のエステティックブランドです。
美しさは全身の健やかさと繋がっていると考える東洋思想と、
西洋のサイエンスやマッサージの心地よさを融合させ、
すみずみまで美しさを巡らせます。

Qi Facial Program

Qi フェイシャルプログラム

1. Qi フェイシャルトリートメント

施術：60 分

¥13,200

お顔からデコルテのマッサージで血行を促しクリームマスクで肌本来の美しさを引き出します。

2. パーソナルフェイシャルトリートメント

施術：75 分

¥16,500~
¥16,500
¥17,600
¥17,600
¥19,800

A. クリームマスク（潤い・つや）
B. 炭酸パック（美白／オールスキン）
C. カーミング（毛穴ケア）
D. 石膏（アンチエイジング）

1. Qi Facial Treatment

60 Minutes

¥13,200

This facial massage including decollete area facilitates the f low of blood.
A cream mask brings out the intrinsic beauty of your skin.

2. Personal Facial Treatment

75 Minutes

¥16,500~
¥16,500
¥17,600
¥17,600
¥19,800

A. Cream Mask (moisturizing/glow)
B. Qi Soda Pack (Whitening)
C. Calming (Pore care)
D. Gypsum (Anti-Aging)

背中のマッサージで全身を調律し肌状態に合わせた目的別のマスクで集中ケアすることで
今までにない理想的な肌へと導きます。

This treatment includes a back massage, intensive care is provided with a mask designed
according to your skin condition. Thus, your skin will lead to a unprecedented, ideal condition.

Qi スペシャルプログラム

Qi Special Program

1. フェイシャル＆ボディ

施術：150 分

¥33,000

フェイシャルトリートメントとボディマッサージを組み合わせた極上のコースで代謝バランスを整え
心身と肌・全身の健康美を導き出します。

1. Qi リラクシングボディトリートメント

施術： 70 分

¥17,600

¥33,000

This special course consists of a facial treatment and a body massage. This regulates your
metabolic balance, which results in your mind and body bringing healthy beauty to your skin
and entire body.

2. 経絡ボディトリートメント

施術： 90 分

¥20,900

経絡・ツボ刺激を取り入れたハンドによるマッサージで心身を深いリラクゼーションへと導きます。

3. パーソナルボディケアトリートメント

施術：120 分

¥29,700

全身スクラブ後、排泄・代謝機能を高める経絡中心のしっかりとしたマッサージを行い、
新陳代謝を高め温熱パックで冷えやむくみをスッキリと取り去ります。

肩・デコルテ

背中

全身

1. Qi Relaxing Body Treatment

70 Minutes

¥17,600

A comfortable massage with hot gel brings out the intrinsic, supple beauty of your skin.

温熱ジェルによる心地よいマッサージで、肌本来のしなやかな美しさを引き出します。

フェイシャル

150 Minutes

Qi Body Program

Qi ボディプログラム

腕

1. Face & Body

首から下

※表示価格はすべて税込となります。
※全てのトリートメント施術時間にはカウンセリング等のお時間は含まれておりません。
※所要時間は施術時間にプラス30分程度のお時間が必要となります。
お時間には余裕をもってご予約ください。

2. Meridian Body Treatment

90 Minutes

¥20,900

A manual massage in which your meridian and pressure points are stimulated relaxes you
mentally and physically.

3. Personal Body Care Treatment

120 Minutes

¥29,700

After exfoliating the entire body, this full-fledged massage that focuses on your meridian enhances
your eliminative and metabolic functions. A hot pack improves your metabolism, which results in
warming your body and fully removing any swelling.

Arm

Facial

Decollete

Back

Entire
Body

Below
The Neck

*Counseling and other related activities are not included in the above-mentioned times required for treatment.
*Taxes are included in the price.

SOTHYS 美容療程／SOTHYS 美容疗程

소티스 페이셜 프로그램

※以下1～2包含背部︑頸部胸口︑手部按摩︒ ※下述1-2包括后背、颈部胸口、手部按摩。

※아래 1~2에는 등, 네크라인, 손 마사지가 포함됩니다.

1. 平衡護膚美容／平衡美容护理

75分鐘／75分钟

¥16,500

2. 亮白護膚美容／亮白美容护理

75分鐘／75分钟

¥ 18,700

3.

90分鐘／90分钟

¥ 22,000

90分鐘／90分钟

¥ 25,300

活力護膚美容／活力美容护理

4. 抗老護膚美容／抗衰老美容护理

SOTHYS 特別療程／SOTHYS 特别疗程
110分鐘／110分钟
1. 美容＆美體／美容&美体
SOTHYS 美體療程／SOTHYS 美体疗程

1. 客製化香氛美體護理／定制芳香美体护理

60分鐘／60分钟
90分鐘／90分钟

1. 밸런싱 페이셜 트리트먼트

75 분

16,500 엔

2. 브라이트닝 트리트먼트

75 분

18,700 엔

3. 에너지 트리트먼트

90분

22,000 엔

4. 안티에이징 트리트먼트

90분

25,300 엔

110 분

27,500 엔

¥ 27,500

소티스 스페셜 프로그램

¥ 16,500
¥ 22,000

소티스 바디 프로그램

1. 페이셜 & 바디

1. 아로마 오더메이드 트리트먼트

60분
90분

16,500 엔
22,000 엔
19,800 엔

呵護美體護理／呵护美体护理
2. ※美體磨砂後按摩60分鐘
※身体磨砂后按摩60分钟

90分鐘／90分钟

¥ 19,800

2. 바디 케어 트리트먼트

※바디 스크럽 후 마사지 60분

90분

纖體護理／纤体护理
3. ※集中護理腹部︑腿部
※集中护理腹部、腿部

90分鐘／90分钟

¥ 19,800

3. 슬리밍 트리트먼트

※복부, 다리 집중 트리트먼트

90분

19,800 엔

4. 運動係列 皮膚護理／运动系列 皮肤护理

60分鐘／60分钟

¥ 17,600

4. 스포츠 라인 스킨 케어

60분

17,600 엔

1. Qi 페이셜트리트먼트

60분

13,200 엔

2. 퍼스널 페이셜 트리트먼트

75 분

16,500 엔~

Qi美容療程／Qi美容疗程

Qi 페이셜 프로그램

1. Qi臉部護理／Qi脸部护理

60分鐘／60分钟

2. 個人護膚美容／个人美容护理

75分鐘／75分钟

A. 乳霜面膜（滋潤／亮澤）／乳霜面膜（滋润/光泽）
B. Qi 碳酸面膜(美白）／Qi 碳酸面膜（美白）
C. 鎮靜（毛孔護理）／镇静（毛孔护理）
D. 石膏（抗老護理）／石膏（抗衰老）

Qi至尊療程／Qi至尊疗程
1. 臉部護理&身體按摩／脸部护理&身体按摩
Qi美體療程／Qi美体疗程
1. Qi放鬆美體護理／Qi放松美体护理

2. 經絡美體護理／经络美体护理
3. 個人專屬身體護理／个人专属身体护理

¥ 13,200
¥16,500~
¥ 16,500
¥ 17,600
¥ 17,600
¥ 19,800

16,500 엔
17,600 엔
17,600 엔
19,800 엔

A.
B. Qi 탄산팩（미백）
C. 카밍(모공 케어)
D. 석고(안티에이징)

크림 마스크(수분, 광택)

Qi 스페셜 프로그램
150分鐘／150分钟

¥ 33,000

1. 페이셜 ＆ 보디

15 0 분

33,000 엔

1. Qi 릴랙싱 바디 트리트먼트

70 분

17,600 엔

2. 경락 바디 트리트먼트

90분

20,900 엔

3. 퍼스널 보디케어 트리트먼트

12 0 분

29,700 엔

Qi 바디 프로그램
70分鐘／70分钟
90分鐘／90分钟
120分鐘／120分钟

※所有護理療程標註的所需時間，均不包含咨詢等時間︒ ※顯示所有金額含稅︒
※所有护理疗程标注的所需时间，均不包含咨询等时间。 ※显示所有金额含税。

¥ 17,600
¥ 20,900
¥ 29,700

※모든 트리트먼트의 소요시간에는 카운셀링 등의 시간이 포함되지 않습니다.
※표시금액은 전부 세금포함입니다.

