
女性専用

女性専用

女性専用

直接筋肉をもみほぐすことでリラクゼーション効果を高め、本来持って    
いる自然治癒力を高める効果があります。

ボディケア BODY

足裏の反射区を刺激し血行を促進することでデトックスを促し、 内臓器官を
活発化させ自然治癒力を高める効果があります。手にも反射区が存在し、心地
よい刺激がリラックス効果を生み、眼精疲労、頭痛緩和にも効果があります。

【フットリフレクソロジー】
おもに足裏をほぐし、ひざ下までをオイルトリートメントいたします。

【ハンドリフレクソロジー】
※20 分で　  コースまたは　  コースのいずれかをお選びいただきます。
  　コース…オイルを使用し､ひじ下から手の平までをほぐしていきます。
  　コース…肩・首・頭・腕・顔・耳をほぐしていきます。

リフレクソロジー フット＆ハンド FOOT&HAND

ロアジールとは

仏語で“ 余暇 ”という言葉で表現され

「仕事から解放され自分の自由になる時間」

とされています

世界各地の伝統療法や

リラクゼーション・エステティックを融合し

アレンジした独自のトリートメントは

３０を超えるコースで充実のラインナップ

スパならではのグローバルなアプローチと

自然治癒力を基本とした

バリエーション豊富なメニューから

「ココロ」と「カラダ」が解放されるひとときを

お楽しみください

◇ 表記料金はすべて税込です。 ◇ 事前のご予約も承っております。 
◇ 各コースを組み合わせる事もできますのでご相談ください。

◇ メニューが変更になる場合もございますのでご予約の際はご確認ください。 
◇ 治療行為は一切しておりません。

BODY RELAX

営業時間 11:00~20:30  受付時間 10:00~19:30
Web w w w . c a s u i . j p / l o i s i r

ボディリラックス
BODY RELAX

SPA TREATMENT

ボディリラックス�ロアジール

ボディリラックス ロアジール

バリの伝統ケア。果実などをブレンドしたクリームを頭髪になじませ、頭皮を
もみ ほぐします。髪本来の美しさを甦らせるとともに、深いリラクゼーショ
ン効果をもたらします。

クリームバス HEAD&HAIR

ヘッドスパ
HEAD SPA

アーユルヴェーダ（インドの伝統医学）のリズムを元に少量のオイルで頭皮をもみ
ほぐし、オイルの香りで脳を刺激、極上のリラクゼーションを楽しめます。

アーユルヴェーダ式 インディアンヘッド HEAD

トリートメントルーム（個室）利用アジアンヒーリング
ASIAN HEALING

12 種類の植物エキスが豊富に含まれたオールスキン対応のクリームまた
はジェルを使用。肌本来の美しさを引き出しハリ･ツヤ･潤いを与えてくれ
ます。

フェイシャルエステ FACE

※髪の毛は､乾いている状態でお越しください

※お化粧を落としてからお越しください

腸に直接働きかけるひまし油を使い､お腹の調子を整えていきます。整腸作
用、スリミング効果が期待できます。

腸動リンパセラピー BODY

アロマオイルで全身の血行が促進され、更に、お顔に有効成分が浸透しやす
くなります。相乗効果でハリ･ツヤ感アップが期待できます。

120 分／ 14,250 円

・アロマオイルトリートメント 70 分 ・フェイシャルエステ  50 分Ａ Ｂ

（Ａから１つ、Ｂから１つ、合計 100 分でお選びください）100 分／ 11,950 円

・アロマオイルトリートメント 70 分

・アロマオイルトリートメント 50 分

・フェイシャルエステ  30 分

・腸動リンパセラピー  30 分

・フェイシャルエステ  50 分

Ａ Ｂ

（Ａから１つ、Ｂから１つ、合計 80 分でお選びください）80 分／ 9,700円

・アロマオイルトリートメント 50 分 ・フェイシャルエステ  30 分

・腸動リンパセラピー  30 分

・アロマオイルトリートメント 30 分

・腸動リンパセラピー　 30 分
・フェイシャルエステ  50 分

Ａ Ｂ

（下記から２つお選びください）60 分／ 7,350円

・アロマオイルトリートメント 30 分

・腸動リンパセラピー　 30 分
・フェイシャルエステ  30 分

スパトリートメント
SPA TREATMENT

セットメニュー

【全身リンパドレナージュ】
“ ラベンダーオイル ”で全身をトリートメントいたします。
ラベンダーの香りは､鎮静効果があり､ストレスでこわばった心身をリラッ
クスさせてくれます。ベースオイルには、肌に優しいホホバ油･コメヌカ油･
スクワラン油を使用。安全性が高く、敏感肌の方にも安心してお受けいただ
けます。
※プラチナコースでは“ ローズオイル ”もお選びいただけます。

【スカルプ】
シャンプーの後、保湿効果の高いトリートメントを使用し血行を促進させ
ながら頭皮全体をもみほぐしていきます。

単品メニュー

古い角質･毛穴の汚れを取り除くことにより、美しい肌に生まれ変わります。
更に疲労回復･リラクゼーション効果もあります。お客様の肌にあった施術
を行いますので、ご年配の方にも安心してお受けいただけます。

ボディクリーン BODY,etc...

30 分／ 3,800円全身あかすり
全身あかすり＋ボディソープトリートメント

40 分／ 5,800円全身リンパドレナージュ
ラベンダーオイル

プラチナコース 90 分／ 11,850円

全身あかすり＋全身リンパドレナージュ＋シャンプー･スカルプ

オプションメニュー

10 分／ 1,300円延長
あかすり or リンパドレナージュ

10 分／ 1,300円シャンプー
ミニスカルプ付き

オプションメニュー

10分／ 1,100円延長
ハンド or フット

※オプションのみのご利用はできません

※オプションのみのご利用はできません

※上記のコースは組み合わせ自由におこなえます

オプションメニュー

10分／ 1,100円延長 お疲れの部分を集中ケア

※オプションのみのご利用はできません

※写真はイメージです

※写真はイメージです

60 分／ 7,950円プレミアムコース
全身あかすり＋全身リンパドレナージュ

本場タイで２５００年もの間行われている伝統ある手技療法です。体に流れる
「セン」と呼ばれるエネルギーラインに沿って、ストレッチや圧迫を効かせ
ながらゆったりとしたリズムで体をほぐしていきます。

タイ古式セラピー

セレブコース FACE&BODY

アロマオイルの香りで脳をリラックスさせ､お肌に浸透させることで新陳代謝
を促進し､心身の疲れを癒します。アロマオイルは数種類よりお選びいただけ
ます。

バリニーズアロマオイルトリートメント BODY

70分／ 8,500円全身＋頭

50分／ 6,200円全身

30分／ 3,800円上半身ｏｒ下半身ｏｒ全背面

オプションメニュー

お疲れの部分を集中ケア

※オプションのみのご利用はできません

30分／ 3,800円ウエスト周り

より高い技術、より高い接客など一層のサービスを提供させて頂く為、
セラピストをご指名頂き施術を受ける場合は、指名料を頂戴しております。
ご理解賜りますようお願い致します。

セラピスト 1 名につき／ 550 円指名料

10分／ 1,300円延長

10分／ 1,100円角質ケア
フットとの組み合わせのみ

【フットリフレクソロジー】 【ハンドリフレクソロジー】

BODY

女性専用

日々のストレスや疲れによって硬くなった頭皮に、潤いを与えやわらかくもみほぐ
します。髪質･量に経年変化を感じる頭皮には、ハリを与え健やかに保ちます。更に、
髪の状態に合わせて必要な栄養を与え、髪のコンディションを高め指通りの良い質
感へ導きます。

ケアドゥーエ HEAD&HAIR

HEAD SPA

A

A
B

B

ASIAN HEALING

2,100円 上半身 or 下半身20 分コース ／

2,300円

足裏〜ひざ下

20 分コース ／

3,350円 頭･首･肩･肩甲骨まわり･腕＋上半身ストレッチ30 分コース ／

5,450円 あおむけ→背中ほぐし→座姿勢50 分コース ／

7,450円 あおむけ→うつぶせ or 横向き→座姿勢70 分コース ／

9,500円 あおむけ→横向き→うつぶせ→座姿勢90 分コース ／

12,650円 あおむけ→横向き→うつぶせ→あおむけ→座姿勢120 分コース／

4,400円

足裏〜ひざ下〜ふくらはぎ

40 分コース ／

2,300円

A コース or B コース

20 分コース ／

4,400円

A コース ＋ B コース

40 分コース ／

6,400円

お疲れの所を重点的に

60 分コース ／

4,000円40 分コース ／ 背面全身

7,700円80 分コース ／ 背面全身＋あおむけ＋横向き

9,550 円100 分コース／ 背面全身＋あおむけ＋横向き＋ストレッチ

5,900円60 分コース ／ 背面全身＋あおむけ

ヘッドタイ
〜上半身〜

〜全身〜

洗顔＋フェイシャルケア＋頭のほぐし
※洗顔にクレンジングは含まれません

3,800円30 分コース ／

4,000 円
シャンプー＋スカルプ＋トリートメント
30 分コース ／

6,500 円
シャンプー＋スカルプ＋オープンスチーム＋トリートメント＋ほぐし（首肩＋肩甲骨）

50 分コース ／

8,900円
シャンプー＋スカルプ＋トリートメント＋スチーミング＋ほぐし（首肩＋肩甲骨＋指先＋眼囲）

70 分コース ／

洗顔＋フェイシャルケア＋パック＋デコルテ

※洗顔にクレンジングは含まれません

6,200円50 分コース ／

5,250円 シャンプー＋頭皮トリートメント40 分コース ／

背中＋肩＋首＋頭3,950円30 分コース ／

背中＋肩＋首＋頭＋腕＋耳6,450円50 分コース ／


