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ご利用ガイド
スパで快適にお過ごしいただくために、以下のガイドラインをお読みいただき、
ご理解くださいますようお願いいたします。

ご予約時
以下について予約担当者にお伝えください。
+アレルギー、怪我または妊娠を含む健康上の懸念事項がある場合
+特定のスタッフをご指名の場合（有料）
+お祝いなど特別な機会でお越しの場合

ご予約の際に、クレジットカードの番号と有効期限をお知らせください。（ご宿泊者様を除く）
ご宿泊のお客様は、プールとジムを無料でご利用いただけます。

スパ アット 東京エディション虎ノ門
営業時間

スパ： 午前10:00 – 午後10:00
プール： 午前7:00 – 午後10:00
ジム： 24時間

サービス料金と消費税
全てのトリートメント価格に、15％のサービス料と10％の消費税が含まれております。



 

エチケットについて
到着時間
トリートメントご予約時間の15分前までにお越しください。ご宿泊のお客様はご予約時間まで、プ
ールやジムをご利用になれます。また、遅れてご到着された場合は、スケジュールの都合上、トリー
トメント時間を短縮して予定の時間に終了させていただきますのでご了承ください。この場合も、ト
リートメント料金の全額を申し受けます。

ご貴重品
スパ施設内およびロッカー等での貴重品について、一切の責任を負いかねます。貴重品等のスパへ
のご持参は、お控えくださいますようお願いいたします。

電子機器のご利用について
お客様のプライバシーを保護し、快適にお過ごしいただけますよう、スパ施設内における携帯電話
などの電子機器やカメラのご使用はご遠慮ください。

年齢制限
スパトリートメントは16歳以上のお客様にお楽しみいただけます。

トリートメントについて
ボディトリートメント前のシェービングはお控えください。男性のフェイシャル前のシェービングは
必要ございません。また、室内の温度、マッサージの強さ、BGMの音量などのご要望は、ご遠慮なく
セラピストにお伝えください。

ご飲食について
食べ物やアルコール飲料のお持ち込みはご遠慮ください。飲酒されている方のご入場は、お断りい
たします。

キャンセルポリシー
ご予約時間の12時間前以降のキャンセルにつきましては、料金の100％をご請求させていただきま
すので、予めご了承ください。



    

   

 

    

シグネチャー エディション
モダンラグジュアリーなスパジャーニーと洗練されたトリートメントにより、リラックスしながらエ
ネルギーをチャージして、心身ともにリフレッシュする瞬間へと誘います。

グレイシャス エディション 180 分 

91,100 
バイオプログラミングのプロダクトを頭の先からつま先まで全身に使用した贅沢で優雅なトリート
メント。スカルプ、フェイシャル、ボディマッサージのフルコースをお楽しみください。

エンチャント エディション 120 分 

58,200
五感を研ぎ澄ます Absolutionの魅惑的な香りに包まれる至福の時間。火山岩パウダースクラブが余
分なものを取り除き、艶めく肌へと導きます。オイルトリートメントでふっくら潤うボディに。

オーセンティック エディション 90 分 

40,500
伝統的な指圧スタイルのマッサージは、ゆっくりと 深く筋肉に働きかけ、 心身共に深いリラクゼー
ションをもたらします。



  

  

   

  

  

  

マッサージ
深いリラクゼーションが感覚を研ぎ澄まし、期待する結果にフォーカスします。ハーモニティー監修
による贅沢な手技が疲れた筋肉を和らげ、癒しと安らぎに包まれます。

パワーディープリーマッサージ 90 分 

40,500
指圧とスポーツマッサージを応用した、頑固な凝りや筋肉の疲れを軽減するパワフルマッサージで
す。身体の深部までしっかりと圧を加えながら気になる箇所を集中的にケアし、不調やスポーツによ
る筋肉の痛みを和らげます。

コンフォートマッサージ 90 分 

36,700
ロミロミとバリニーズマッサージを応用した、究極のリラックスをご堪能いただけるトリートメント
です。心地よい圧によるロングストロークのマッサージが、心身の疲れと緊張を優しく解きほぐし
ます。

ディープマッサージ 60 分 

31,600
少し強めの圧で、疲れ切った筋肉を緩和する伝統的な手法のマッサージです。身体をリセットし、
活力を蘇らせます。

リラックスマッサージ 60分 

27,800
ロングストロークのテクニックで、ゆったりとしたリラクゼーションへと誘います。

プレナタルマッサージ 75 分 

34,200
心身ともに不安定になりがちな妊娠中や出産後に、最適なトリートメントです。ストレスや緊張を感
じやすい箇所を中心にやさしくマッサージします。

ポイントマッサージ 45分 

25,300
気になる箇所の凝りを集中的にほぐし、心身共に目覚めさせます。お時間がない方にお勧めです。



 
 

 

 

 

 

 

フェイシャル トリートメント
アブソル 90 分 
40,500
揉み、指圧、リンパドレナージュといった様々なテクニックを組み合わせ、お顔全体をトリートメント
します。石膏マスクがふっくらと潤いを与え、肌本来の輝きを引き出します。

ル ソワン リフト 90 分 
36,700
ローズクオーツカッサを使用したアンチエイジングテクニックで、ハリと潤い、すっきり引き締まった
フェイスラインを実感いただけます。

シグネチャーアブソリューション 60 分 
29,100
お客様一人ひとりのお肌のコンディションに合わせてクリームを調合いたします。石膏マスクと組み
合わせることで、艶と潤いがアップします。

ビタリテ ルガール 60 分 
25,300
しなやかなハリ感に満ちた目元への集中ケア。視界がクリアになり、若々しい目元へ導きます。

ポー ネット 45 分 
22,800
お肌の揺らぎや、トラブル、季節の変わり目におすすめのトリートメント。集中美容液をたっぷり使
用して、肌に栄養を補給し健やかなバランスに整えます。

ポー カルム 45 分 
22,800
集中美容液をたっぷり使用し、優しいタッチでリンパを流します。炎症を抑え、肌のバリア機能を回
復します。敏感肌の方におすすめです。



 

 

   

    

   

  

 

   

ボディ トリートメント
極上のプロダクトを使った、緻密でリラクゼーション効果の高い独自のトリートメントが、即効性と
目に見える結果をお約束します。

ヘアタイムセス スカルプセラピー 90 分 

44,300
バイオプログラミング製品を使用した究極のヘッドスパトリートメント。クイックフェイシャルも含
まれます。（ご自身でトリートメント前後に洗髪していただきます。）

トライアル スカルプセラピー 45 分 

22,800
バイオプログラミング製品を使用したヘッドスパトリートメント。
（ご自身でトリートメント前後に洗髪していただきます）

コール レスカルプト 75 分 

35,400
緩急をつけたリズムで行う独自のピンチング＆ロールテクニックが、リンパの循環を促し、心身を緊
張から解き放ちます。

コール レスタート 75 分 

35,400
柔らかい絹のブラシを使用してリンパと血流を刺激し、栄養価の高いオイルでマッサージします。

ゴマージュ デトックス 60 分 

32,900
火山岩パウダーのスクラブで全身を滑らかに整えた後、お身体の状態に合わせたリンパドレナージ
ュを行います。しっとりとみずみずしいお肌を実感できます。

ゴマージュ エクスプレス 30 分 

16,500
火山岩パウダーのスクラブで古くなった角質をやさしく取り除き、キメが整ったなめらかな肌へと導
きます。お時間のない方や、他のトリートメントと組み合わせていただくことをおすすめします。



  

  

 

 

 

エンハンスメント
ホットストーン メルター 

2,500
滑らかなバサルトストーンの熱が筋肉の奥まで温め、頑固な凝りをほぐします。ストレスを解消にも
効果的です。

ドライ スキン ブラッシング 

2,500
お肌を活性化しながら柔らかく滑らかに整えます。エクスフォリエーション効果のあるブラッシング
はマッサージ前に行うことでより効果を高めます。

スカルプ トリートメント 
2,500
頭皮全体をケアし、緊張をほぐします。頭皮にしっかりと栄養を浸透させ、シルクのようにさらさら
で艶のある健康的な髪に導きます。

スムース＆ファーム ボディクリーム 
2,500
リフト効果と整肌効果を併せ持つ贅沢なボディクリームが潤いを与え、ふっくら柔らかな肌に仕上
げます。

エンチャンティング マスク 
2,500
フェイシャルの石膏マスクを、ボディに贅沢に使用します。肩甲骨と肩甲骨の間を温めることで、体
を芯から温め、深いリラックス効果をもたらします。

セラピスト指名 
2,200
ご予約の際に、ご希望のセラピストを指名していただけます。（有料）



   

THE SPA AT THE 
TOKYO TORANOMON 

EDITION 
〒105-0001東京都港区虎ノ門4-1-1 東京エディション虎ノ門31階

電話 0 3-5422-1600 | Eメール SPA.TOKYO@EDITIONHOTELS.COM 

http:SPA.TOKYO@EDITIONHOTELS.COM



Accessibility Report


		Filename: 

		EDITION_Toranomon_Spa_Menu-++inclusive_fromApril2021(JP).pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top


