
 
 

  

イリディウム フィーチャリング ソティス 

 

コンビネーショントリートメント フェイス＆ボディケア 

当サロンシグネチャートリートメント。ご希望のゲストにオリジナルアミューズをお付けします。※要事前予約 

 

（エクセレントシークレット フェイシャル＆ボディ） 

180分 82,000円 （会員価格 60,500円） 

五感で感じる究極のセンソリアルと女性の永遠のシンボル、ソティスローズをはじめとした植物由来の有効成

分 

による最先端の科学の力が集結した最高峰のグローバルアンチエイジングリチュアル。深いリラックス感に包

まれ 

フェイスに宿る華麗な美しさと共に、今までにない満たされた気持ちを感じることでしょう。 

タクミ（匠） 

180分 63,300円 ※男性専用 （会員価格 49,500円） 

ディープクレンジング＆ヘッドマッサージ＆アイケア付き 

長時間のデスクワークやフライトの疲れを身体の芯から解きほぐす男性専用のコースです。男性のお肌に合わ

せたソティスのメンズフェイシャルケア『オム』と、お身体のハードなマッサージが凝り固まった筋肉と関節

の疲労を緩和し  活力を取り戻します。大事なプレゼンテーションやディナーの前にオススメです。 

ゼン（禅） 

150分 59,500円 （会員価格 46,500円） 

ディープクレンジング＆ヘッドマッサージ付き 

 お肌の深部に働きかけるスペシャルフェイシャルトリートメントとピュア＆ナチュラルな最高品質のアロ

マオイルを使用した全身のオイルマッサージがセットになったコンビネーションコースです。血液とリンパの

流れを整え身体の緊張を 解きほぐします。 

リン（凛） 

120分 40,000円 （会員価格 31,200円） 

ディープクレンジング＆ヘッドマッサージ付き 

肌バランスを整え、肌本来の機能を呼び覚ますベーシックなフェイシャルケアとフットマッサージがセットに

なったコースです。フットバスで血行の促進をはかったあと、フットマッサージを行い足の疲れやむくみを解

消します。 

セント レジス ホテル 大阪 
〒541-0053 大阪市中央区本町三丁目 6 番 12 号  



 
 

 

セント レジス ホテル 大阪 
〒541-0053 大阪市中央区本町三丁目 6 番 12 号   

イリディウム フィーチャリング ソティス 

フェイシャルトリートメント 

 

 

（ファンダメンタルケア） 

90分 22,800円  （会員価格 17,800円） 

60種類以上の製品の中からお客様のお肌に合ったお化粧品を選び、 

ブレンドするベーシックなフェイシャルトリートメントです。 

 

（シーズナルケア） 

90分 24,100円 （会員価格 18,800円） 

春夏、秋冬の2シーズン毎の季節限定トリートメント。お肌を年間のサイクルで考えた 

季節生物学をもとに開発された、お肌を浄化し、輝きを与え、季節に応じたケアを 

施します。他のトリートメントとは異なるフレッシュな香りと質感をお楽しみ頂けます。                        

                   

（毛穴トリートメント） 

60分 19,000円 （会員価格 14,800円） 

たるみによる毛穴の開きと、皮脂分泌により開いてしまった毛穴をケアする 

トータル 毛穴ケアトリートメントです。 
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 インスティテュートトリートメント 

 

（エクセレントシークレットフェイシャル フット＆ハンドマッサージ付） 

110分 46,900円 （会員価格 35,200円） 

ソティスローズをはじめとした植物由来の有効成分による最先端の科学の力の終結にした、最高峰の 

グローバルアンチエイジングリチュアル。今までにない満たされた気持ちを感じることができるでしょう。 

植物由来の有効成分とオリジナルハンドテクニックがもたらす効果は1週間後の肌にも表れます。 

 

（デトックスエナジートリートメント） 

90分 35,500円 （会員価格 27,700円） 

ストレスやダメージを受けた細胞ひとつひとつのエネルギーを最適化し、さまざまなダメージの原因となりうるポリューションの影響に対して、お肌を

保護（ノトックス）・浄化（デトックス）・強化（エナジー）することに着目した、肌のポテンシャルを引き出し、ワンランク上の仕上がりへ導く

トリートメント。1週間分の美容液がセットになり、ご自宅でもメンテナンスして頂けます。 

※臨床試験でトリートメント1回後にセラム一週間使用で、肌の滑らかさと明るさが27％UP、3回のＴＩトリートメントとセラムの併用で、肌の滑らかさが43%UP、明るさ

が62%UPすることが証明されています。 

（ハイドレーティング） 

90分 28,000円 （会員価格 21,800円） 

素肌に潤いと輝きを与えエイジングサインに働きかける即効性と持続性を兼ね備えた集中保湿ケア。あらゆる肌トラブルの原因となる“水分

不足”“油分不足”からくる症状に、肌にうるおいをめぐらす力、そしてバリア機能をサポートし、乾きの根本原因に働きかけるトリートメントです。 
 

（ユーストリートメント） 

90分 29,100円 （会員価格22,800円） 

エイジングプロセスは、年齢にともなう自然老化（老化全体の約20％）と紫外線や汚染、ライフスタイル、ストレスなどの”酸化”による環境

老化（老化全体の約80％）の結果として生じます※。ソティス独自の3種の有効成分がこれらの老化 

要因に働きかけ、あらゆる年代の若さの根本にアプローチ、より若々しい素肌に導く、リラクゼーションと効果が一体と、となったエキスパートトリ

ートメントです。                                             
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インスティテュートトリートメント 

 

（パーフェクブイシェイプ） 

90分 28,000円（会員価格 21,800円）フェイシャル＆デコルテまでトータルシェイプケア 

45分 16,500円（会員価格 12,800円）フェイスライン＆ネックシェイプケア 

美容クリニックで人気の超音波や糸リフトからインスピレーションを開発されたフェイシャルトリートメント。ソティス独自のハンドテク

ニックと植物由来の有効成分が、もたついたアゴ下や頬のゆるみを引き締めます。年齢に応じたケアで肌に痛みや負担をかける

ことなくエイジレスで若々しい印象に。 

 

 
（アイトリートメント） 

90分 24,100円 （会員価格 18,800円） 

お目元の集中ケアと、ファンダメンタルフェイシャルがセットになったトリートメント。 

フランスの陶磁器スプーンの温冷効果とドレナージュ、ハンドテクニックでお目元のむくみ・くまに働きかけます。ビタミンとヒアルロン

酸がたっぷり入ったアイクリームによる心地よいマッサージ、ひんやりとしたテンサージェルマスク、目元を滑らかにし弾力を与えるア

イパッチで輝く印象的な目元へ導きます。 
 

 

（スパトリートメント） 

90分 26,200円 （会員価格 20,500円） 

敏感肌、あるいは敏感に傾きがちな方の免疫力を強化し、バランスを整えることで 

みずみずしく健やかな素肌に導きます。温冷効果のあるフランスの陶器製ポーセリングを使用した 

独自のトリートメントは素肌を鎮静させリラクゼーション効果も高まります。 

 

 

（オム ヘッドマッサージ付） 

70分 19,000円 ※男性専用メニュー （会員価格 14,800円） 

日々のシェイビングやスキンケア不足からのダメージをリセットし、お肌のキメと皮脂バランスを整え、活力あふれる健康的な素肌

に回復させる男性専用トリートメントです。 
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ボディトリートメント 

 

（エクセレントシークレットボディ） 

 90分 44,300円 （会員価格 33,000円） 

ソティスローズの香りがストレスから心を解き放ち、独自のハンドテクニックで五感から体を癒します。つや

やかで輝きのあるお肌に仕上げる贅沢なシアバタ―を使用した、極上のエイジング＆ストレスケアマッサージ

です。 

 

（アスレチックス） 

75分 27,900円 （会員価格 21,800円） 

ストレッチを組み込んだディープティシューマッサージのハンドテクニックと植物エキスが身体の深部へ働

きかけます。筋肉の緊張や疲労を緩和させ、即効性、持続性がある目的別トリートメントです。 

深いリラックス効果、リフレッシュ感を与えしなやかな肌へ導きます。 

エクササイズ前後、スリミングプログラムの一貫として、また、長旅の後などにもお勧めです。 

 

ハナカスミ（花霞） 

 90分 29,300円 （会員価格 22,900円） 

桜の花の桜の霞の中にいるような感覚でより深いリラックス感そしてリフレッシュ感を実感していただける

トリートメント。 クリームで全身をピーリングした後、ハスやスミレなどアジアの香りが漂うシアバターで

全身マッサージをしていきます。 

 

ボディエスケープ 

 （カスタマイズトリートメント） 

75分 26,600円（ピーリングなし） 90分 29,300円（ピーリングあり） 

（会員価格75分 20,800円 90分 22,900円） 

〔オレンジ＆シダーウッド〕〔レモン＆プチグレン〕〔リリー＆バンブー〕〔フランジパニフラワー＆プラム〕

〔グリーンティ＆フィグ〕からお好きな香りと、〔オイル・クリーム・シアバター・ワックス〕の異なる質感

から選ぶ100％カスタマイズのトリートメントです。その日の体調や気分に合わせてアレンジすることで毎回

新鮮なセンソリアルをお楽しみ頂けるとともに、心身と五感のバランスを整え深いリラックス効果を与えます。 

※ボディトリートメントについては 10分毎に延長(2,700円)が可能です 

 



 
 

 
 

ボディトリートメント 

 

ボディシルエット 
 

（シグネチャースリムネストリートメント） 

90分 33,300円（ピーリングマスクあり）/60分22,600円 

40分17,400円（ピーリングマスクなし） 

(会員価格 90分 26,000円 /60分17,600円 40分13,500円） 

脂肪の蓄積、血液、リンパの滞りによるむくみ、凝り固まった脂肪などよう様々な原因によって引き起こるセ

ルライトに対応したスリミングトリートメント。マスク効果のある温かいピーリングでお肌の表面を滑らかに

した後、熟練のハンドテクニックによるセルライトや脂肪をダイレクトに揉みほぐし、老廃物を流すことで均

整のとれたボディラインに整えます。 

 

（ユースボディトリートメント） 

90分 33,300円（ピーリングあり） /60分22,600円 （ピーリングなし） 

(会員価格 90分 26,000円 /  60分17,600円 ） 

ソティスの最先端ボディケアでは「ただ細い」から”ユース若さ“をプラスし、女性らしい曲線の美しさや、

一人ひとりが生まれ持ったボディの魅力を最大限引き出す身体づくりを目指します。各種有効成分と独自のマ

ッサージによって、サイズや体重だけにとらわれず、適度に引き締まり均整のとれた美しい見た目と、 

全身にハリツヤ感を湛えた若々しいボディへ導きます。 

 

（スタバーンエリアプロフェッショナルトリｰﾄメント） 

 50分 18,900円（マスクあり）  (会員価格 14,800円） 

脂肪の蓄積、ウエスト、臀部、太もも、二の腕などの脂肪やセルライトが蓄積されやすい箇所をエリアに分け

て集中的にケアします。ヒートマスクと頑固なセルライトに即効性の高いバーツケアです。 

（上半身・下半身よりお選びいただけます） 

上半身：腹部（上腹）・ウエスト・腕 下半身：大腿部・臀部・下腹部 

※女性限定 

※ボディトリートメントについては 10分毎に延長(2,700円)が可能です 
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ボディトリートメント 

 

 

（リフレクソロジー） 

70分 20,300円 （会員価格 15,800円） 

脚全体のオイルでのマッサージと足裏の本格リフレクソロジーを組み込んだお足元専用のマッサージです。 

 

 

（バックケアトリートメント） 

60分 20,000円 （会員価格 15,500円） 

お背中の古い角質を除去し、潤いとハリを与え、ニキビやシミといったお背中の悩みを解決するスペシャルケ

ア。 

※ボディトリートメントについては10分毎に延長(2,700円)が可能です※ 
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ショートコース 

※ショートコースは延長対象外となります。 

 

（アロマフットスパ） 

40分 11,200円 （会員価格 8,800円） 

脚下のマッサージと、足つぼを刺激していきます。 

短い時間でも効果の出せるソティス独自のマッサージで疲れをほぐします。 

 

（ボディパーツマッサージ） 

40分 11,200円 （会員価格 8,800円） 

肩や背中、お足元やお手元などより疲れの溜まっている箇所をお選びいただき、 

重点的に凝りをほぐしていくショートマッサージです。お疲れの箇所をお申し付け下さい。 

 

（ライトレッグ） 

45分 ※ピ-リングあり 12,700円 （会員価格 9,900円） 

疲れてむくみやすい脚にトリートメント配合冷却マスクがクールな爽快感を与え、脚をリフレッシュさせる即

効力のあるレッグトリートメント。植物成分が排泄機能を高め、足のむくみや疲れを和らげます。鬱血した脚

への血行を促すことですっきりと引き締め、ソフトピーリングでキメの整ったなめらかな質感の素肌へと仕上

げます。 
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オプション 
 

フェイシャルトリートメント（F）またはボディトリートメント（B）をご利用の方に下記のオプションを追加できます。 
 
（ヘッドマッサージ）（F・B）             15分 2,300円 （会員価格 1,800円） 
疲れて硬くなってしまった頭皮をもみほぐしていくヘッドマッサージです。 
 
 

（ハンドマッサージ）（F・B）             15分 2,300円（会員価格 1,800円） 
手の疲れと、手・指先の荒れが気になる方に保湿たっぷりのハンドマッサージ。 
 
 

（デコルテトリートメント）（F）                 15分 4,600円（会員価格 3,500円）                
胸元専用のトリートメント。くすみをとり、お肌に弾力やハリを与えるケアです。 

 
 

（ディープクレンジング）（F）                  2,300円（会員価格 1,800円） 
毛穴の奥深くに詰まった汚れを取り除くディープクレンジングです。 
 
 
（アイケアトリートメント）（F）                            6,400円（会員価格 5,000円） 
特にデリケートな目のまわりのケア。くま、くすみ、小じわ、むくみをトータル的にケアするスペシャルトリートメント

です。 
 
 
（ピュアビタミンＣ美容液）（F）                            4,600円（会員価格 3,500円） 
１００％純粋なビタミンＣ美容液をお顔全体にたっぷりと浸透させ、しみ・くずみには働きかけ透明感を与えます。 
 
 
（ハーフアームトリートメント）（F・B）           7,600円（会員価格 6,000円） 
肘下から指先までのトリートメント。たっぷりの潤いと明るい透明感を与えます。 
 
 
 

（フットマッサージ）（F）                  5,400円（会員価格 4,200円） 
脚の疲れやむくみ、筋肉疲労を和らげ、足裏の刺激を加えたマッサージです。 
 

（ライトレッグトリートメント）（B・F）         20分 5,700円（会員価格 4,500円） 

冷却マスクがクールな爽快感を与え、脚をリフレッシュさせる即効力のあるレッグトリートメント 
 
 

（ボディスリミングパック）（B）                25分 5,500円（会員価格 3,400円） 
気になるパーツを集中ケア。温感パックで代謝を促進します。  
 
 

（ボディマッサージ）（B）                     10分 2,700円（会員価格 2,100円） 
ボディトリートメント延長 10分。 


