Let us make the world
revolve around you.

寛ぎの世界に身を委ねる心地よさをあなたへ。

ESCAPE

エ スケ ープ
Drawing from the teaching of Zen, our spa combines

禅の教えである「静」と「動」を融合させたザ・リッツ・カールトン

the principles of serenity and movement to create

スパは 、心と体を解き放 つ極 上の癒し空間です。繊 細な木 材や

a sanctuary for both body and mind. The décor

高 級 感あふ れる織 物など、天然 素 材でデザインされた空間に

emphasizes natural textures as delicate wood and

足を踏み入れた瞬 間から、五 感を刺 激するヒーリングの旅へと

luxurious textiles invite you to experience a sensory

誘います。

journey.

RYOKUCHA SERENITY RITUAL

KYOTO BAMBOO RITUAL

HIGASHIYAMA VIGOR

Kyoto to reﬂect the energy, diversity and vitality of our

90 minutes

90 minutes

90 minutes

beautiful location.

Embrace the therapeutic beneﬁts of green

This free ﬂowing and energetic treatment

Especially designed to eﬀectively release

Our luxurious Spa journey and advanced treatments

tea, with this immersive treatment using

is perfect for calming busy minds, while

tight muscles and stiﬀness in the upper body,

anti-oxidant rich leaves from the Uji region of

stretching and elongating tight muscles.

and ease headaches and eye strain. This

Kyoto.

Heated Bamboo sticks are used with

treatment targets the key areas of tension in

Massage with warm poultices infused with this

advanced massage techniques to release

powerful ingredient bring warmth and comfort

physical and emotional tension and invigorate

to muscles and skin, whilst a rhymical and

mind and body, improving joint mobility and

therapeutic massage will leave you feeling

ﬂexibility.

The Ritz-Carlton Spa Experience treatments have been
thoughtfully devised to include elements indigenous to

oﬀer guests the chance to relax, re-charge and emerge
renewed.

the back, neck and shoulders, head and scalp
to achieve complete relaxation.

INCLUDES Foot ritual, reﬂex zone foot massage, hot

calm and centered.

stone back massage, eye and forehead massage,
scalp massage

INCLUDES Foot ritual, bamboo massage, scalp
INCLUDES Foot ritual, poultice massage, scalp

massage

massage

PRECIOUS TIME TOGETHER
120 minutes
Indulge and unwind with a loved one in our
Couples Treatment Suite, and then take your
treatment experience side by side.

INCLUDES Foot ritual, personalized massage

KYOTO
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E XPE RIE NCE エクスペリエ ンス

EXPERIENCE

ザ・リッツ・カールトン スパの「エクスペリエンス・トリートメ
ント」は、美しき日本の古都・京都のエネルギーや、多様性に

リョ ク チ ャ セ レニティ リ チ ュアル

キョウト バ ン ブ ー リ チ ュアル

ヒ ガ シ ヤ マ ヴィ ガ ー

90 分

90 分

90 分

あふれた生命力を感じていただける京都ならではの贅沢なト

抗 酸化作用の高い京都・宇治産の茶 葉を使用。

温めたバンブースティックを使用するこのトリー

疲れの溜まりやすい上半身の緊張と凝りをほぐ

リートメントです。

緑 茶 に 浸し温 めた ハーブ ボールで 全 身をマッ

トメントは、凝り固まった筋肉を伸ばしながら、

し、頭痛や眼精疲労を和らげるトリートメントで

サージすることにより、心 地よい温かさで血行

毎日の忙しさを忘れて落ち着いた心を取り戻し

す。日頃のストレスから心 身を開放し、極 上の

を促進し、心身を解きほぐしながら、健やかな

ます。流れるような高度なマッサージテクニック

リラクゼーションをご堪能ください。

状態へと導きます。

で、心と体の緊張をほぐし、活力を与え、関節

日々の疲れやストレスから心と身体を解放し、上質な癒しの
時間を心ゆくまでお楽しみください。

施 術 内 容：フットリチュアル、ハーバ ルボール・マッサー

の可動域を広げ、柔軟性を高めてくれるパワフ

施 術 内 容：フットリチュアル、リフレックスゾーンフッ

ルなトリートメントです。

トマッサージ、ホットストーンによる背 中マッサージ、

ジ、スカルプ マッサージ

目元と額 のマッサージ、スカルプ マッサージ
施 術 内 容：フットリチュアル、バンブーマッサージ、
スカルプ マッサージ

プ レ シ ャス タイム・ト ゥ ギ ャ ザ ー
120 分
カップルズ・トリートメントルームで大 切な方と
贅沢な時間をゆったりとお過ごしいただけます。
お二人ご一緒に並んでトリートメントをお楽しみ
いただける至極のコースです。
施 術 内 容：フットリチュアル、カスタムメイドマッサー
ジ

京都
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E XPE RIE NCE エクスペリエ ンス

エクスペリエンス

B O DY ボ デ ィ

BODY
NOURISHED GLOW

ULTIMATE BODY BALANCER

ULTIMATE BODY EXPERIENCE

60 minutes

90 minutes

120 minutes

Reveal your smoothest, softest skin ever with

Restore serenity to body, mind and skin with

An eﬀective combination of body wrap and

this body exfoliation ﬁnishing with a deeply

this richly indulgent and deeply eﬀective

massage for ultimate results.

nourishing oil application and personalized

bespoke treatment.

back massage.

INCLUDES Full body salt and oil exfoliation, algae or

INCLUDES Back exfoliation and massage, custom

mud wrap, scalp massage, full body massage

INCLUDES Full body salt and oil exfoliation, back

facial, scalp massage

massage, oil application

LIGHTER LEGS
45 minutes
Swiftly ease tired, aching feet and legs with
this enlivening treatment.
INCLUDES Exfoliation, massage and application of
cooling moisturizer to the feet and lower legs

KYOTO
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B O DY ボ デ ィ

ボディ
ナ リッ シュド・グ ロ ウ

ウル ティメ イト・ボ ディバ ラン サ ー

60 分

90 分

お肌に自然な輝きを取り戻す全身のトリートメン

心 身ともに満 たされ 、効 果 も実 感 いただける

120 分

トです。ソルト＆オイル・スクラブで全身をなめ

カスタム メイドのトリートメントです。心 、身

ボ ディラップとマッサージ の 相 乗 効 果で 究 極

らかに整えた後、栄養成分が凝縮されたオイル

体 、お 肌 のバランスを整 え、緊 張 から解き 放

の 仕 上がりを実 感いただけます。

でお仕上げ。さらにお身体の状態に合わせた背

ちます。

ウル ティメ イト・ボ ディ
エ ク ス ペ リエ ンス

中のマッサージで、なめらかでみずみずしい肌触
りに驚かれることでしょう。

施 術 内 容 : 全 身スクラブ、海 藻 または 泥 ラップ、ス カ
施 術 内 容 : 背 中スクラブ＆マッサージ、カスタムメイド

ルプ＆全身マッサージ

のフェイシャル、スカルプ マッサージ
施術内容 : ソルト＆オイル・ボディスクラブ、背中のマッ
サージ、オイルでお仕上げ

ラ イタ ー ・レッ グ ス
45 分
足の疲れや痛みにお悩みの方に効果的なトリー
トメントです。
施術内容 : 足と膝下のスクラブ、マッサージ、クーリング・
モイスチャライザーでお仕上げ

京都
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M A S S AG E マ ッ サ ー ジ

MASSAGE
DEEP MUSCLE MASSAGE

RELAXATION MASSAGE

NATURALLY NURTURED
MASSAGE

90 minutes OR 60 minutes

90 minutes OR 60 minutes

Recharge your body with this powerful

Unwind and de-stress with this aromatic

90 minutes OR 60 minutes

massage designed to alleviate deep-seated

bespoke treatment. This soothing

Nurture and nourish body and skin when you

from France that has developed a line of skin

tension and muscular stress. Using deep

aromatherapy massage uses light to moderate

need it most with this gentle, restorative and

care products incorporating gemstones and

movements and stretching techniques

pressure and a blend of essential oils to melt

entirely tailored massage. Ideal for expectant

precious stones. This body massage using

concentrated on speciﬁc areas of concern to

away tension.

mothers after the ﬁrst trimester.

diamond oil promotes skin ﬁrmness, leaving it

help relieve common discomforts and sports

75 minutes
Gemology Is a unique and pioneering brand

silky smooth and relaxed.

related tension.

HOT STONE MASSAGE

KYOTO ACUPRESSURE
INSPIRED MASSAGE

STRESS RELIEF MASSAGE

90 minutes

90 minutes OR 60 minutes

A therapeutic and rejuvenating massage using

90 minutes OR 60 minutes

warm volcanic stones and intensely soothe

Inspired by traditional Japanese massage

tired, aching muscles to aid relaxation.

and Shiatsu techniques this deeply relaxing

Revive tired and fatigued muscles with this

DIAMOND BODY TREATMENT

traditional massage using moderate to ﬁrm

and energising treatment stimulates body and

pressure to leave a feeling of revitalization and

mind, easing tension and elongating muscles.

relaxation.

You will be provided with comfortable pyjama-

INCLUDES Welcome Gem Massage, body massage
with diamond oil, arm and décolleté body moisturizer

style clothing to allow the therapist to use
ﬁngers, palms, thumbs and feet to manipulate
pressure points around the body.
INCLUDES Specialized massage, without oil, to the
body and scalp

KYOTO
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M A S S AG E マ ッ サ ー ジ

マッサージ
ディープ・マッス ル ・マッ サ ー ジ

リ ラ ク ゼ ー シ ョン・マッ サ ー ジ

ナ チ ュラ リ ー ・ナ ー チ ャ ー・
マッ サ ー ジ

90 分 または 60 分

90 分 または 60 分

頑固な凝りや筋肉の疲れを軽減するパワフルな

香り高いアロマの香りとともに究極のリラックス

90 分 または 60 分

マッサージです。身体の深 部までしっかりと圧

をご堪能いただけるカスタムメイドのトリートメ

心身ともに不安定になりがちな妊娠中や出産後

開発したフランスのパイオニアブランドです。ダ

を加え、ストレッチのテクニックを用いて、凝り

ントです。ブレンドされたエッセンシャルオイル

に最適なトリートメントです。ストレスや緊張を

イヤモンドオイルを使用したこのトリートメント

の気になる箇所を集中的にケアし、不快感やス

と心地よい圧によるアロマセラピーマッサージが

感じやすい箇所を中心にやさしくマッサージして

は、お肌のハリを促進し、なめらかに整えなが

ポーツによる筋肉の痛みを和らげます。

心身の疲れと緊張を優しく解きほぐします。

いきます。さまざまな心身の疲れをリラックス

ら、深いリラックスへと誘います。

ダイアモンド・ボ ディトリートメント
75 分
ジェモロジーは、宝石由来のスキンケア製品を

させるこのトリートメントは妊娠安定期を迎えら
れた方、授乳中の方にお勧めです。

ストレス・リリ ーフ・マッ サ ー ジ

ホ ットスト ーン・マッ サ ー ジ

90 分 または 60 分

90 分

施 術 内 容 : ウェルカム・ジェム・マッサージ、ダイヤモ
ンドオイル を 使 用した 全 身 のマッサージ、腕とデコル
テにモイスチャライザーでお仕 上げ

キョウト ・ア キュプ レッ シ ャ ー
マッ サ ー ジ

少し強めの圧で、疲れきった筋肉を緩和するト

温 めた 玄 武 岩を 使ったリラックス 効 果 の 高い

ラディショナルなトリートメントです。 身 体をリ

ホットストーン・マッサージです。疲れや筋肉の

ラックスさせ、活力を蘇らせてくれます。

緊張をほぐし、活力が回復し、深い癒しへと誘

90 分 または 60 分

います。

日 本 の 伝 統 的 な 指 圧テクニックを 応 用したト
リートメント。筋 肉の緊 張 をほぐし、ストレッ
チを施すことで心 身に深いリラクゼーションを
もたらし、活力を蘇らせます。オイルを使わな
いこちらのトリートメントはウエアを着たまま
お受けいただけます。

施 術内容 : オイルなしのスカルプ＆全身マッサージ

京都
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FAC I A L フ ェ イ シ ャ ル

FACIAL
CUSTOM FACIAL

ULTIMATE RADIANCE &
RENEWAL FACIAL

DIAMOND ANTI-AGING
SKIN CARE

SKIN CAVIAR FACIAL FOR
FIRMING

Purify, hydrate, brighten and smooth your

90 minutes

75 minutes

90 minutes OR 60 minutes

complexion with this radiance-restoring facial

Restore skin’s vitality and reveal a bright,

A gorgeous anti-aging facial where diamond

Experience a world of timeless beauty with

that is tailored to your individual needs.

smooth and radiantly youthful-looking

will make your skin youthful, ﬁrm and glowing.

this ﬁrming facial treatment. This pure luxury

INCLUDES Deep brush cleanse, skin analysis, facial

complexion. The must-have treatment for

INCLUDES Welcome Gem Massage, cleansing,

facial using skin caviar collection for all skin

90 minutes OR 60 minutes

exfoliation, shoulder and arm massage with gem

types, provides moisture rich hydration,

INCLUDES Deep brush cleanse, skin radiance mask,

stone, diamond serum, face and neck massage with

leaving the skin ﬁrmed and with a silky soft

age-defying crystal massage, lifting mask, scalp massage

gem stone, mask, scalp massage

texture.

performed with espa products

performed with gemology products

NATURAL FACE LIFT

WHITE PEARL SKIN CARE

Instantly combat the most visible signs of

90 minutes

75 minutes

skin aging - smoothing ﬁne lines and reviving

This specialised facial is the complete approach to skin

A wonderfully brightening facial where pearl

youthful radiance to your complexion.

health using cutting edge pre and probiotic technology

will illuminate your complexion leaving it clear

INCLUDES Deep brush cleanse, skin analysis, facial

combined with the same beneﬁts of physical exercise

and naturally even.

90 minutes

exfoliation, specialized toning facial massage, mask,

to detoxify, invigorate, sculpt and relax. Powerful age

This is a most powerful rejuvenating facial

defying techniques inspired by Japanese Kobido

INCLUDES Welcome Gem Massage, cleansing,

scalp massage

exfoliation, massage, mask, scalp massage

performed with espa products

AGE-DEFYING FACIAL
90 minutes

performed with espa products

immediate results prior to a special event.

INCLUDES Cleansing, exfoliation, face lift massage,
eye massage, facial massage, mask, arm massage

performed with la prarie products

PLATINUM FACIAL PT RARE
NIGHT ELIXIR

peeling, white pearl serum, shoulder and arm

using La Prairie’s Platinum collection.

massage, along with stimulating Jade rollers give instant

massage with gem stone, face and neck massage,

results, leaving the skin ﬁrm, lifted and beautifully radiant.

INCLUDES Back massage, La Prairie welcome,

snow mask, scalp massage

cleansing, exfoliation, massage, leg massage, arm

performed with gemology products

massage, eye massage, face, neck and décolleté

INCLUDES Double cleanse, steam, Japanese kobido inspired
facial massage, stimulating Jade rollers, sculpting & lifting

massage

performed with la prarie products

massage techniques, lifting & smoothing mask, scalp massage

performed with espa products

KYOTO
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FAC I A L フ ェ イ シ ャ ル

フェイシャル
ウル ティメ イト・ラ ディア ンス＆
リニ ューアル ・フェイシ ャル

ダイアモンド・アン チエイジング・
スキンケア

スキン・キャビ ア・フェイシャル・
フォー ・ファーミング

セラピストが肌の 悩みにおこたえするカスタム

90 分

75 分

90 分 または 60 分

フェイシャルです。皮 脂 バランスを整 え、肌に

肌の活力を取り戻し、明るくなめらかで、輝きのあ

ジェモロジーは、宝石由来のスキンケア製品を

肌にハリを与えるこのフェイシャルトリートメント

潤 い を与え、明 るく、色 艶 を 整 えな がら、肌

る若々しい肌へと導きます。効果をすぐに実感して

開発したフランスのパイオニアブランドです。本

で、永遠の美の世界を体 験してください。この

本来の輝きを引き出します。

いただけるので、大切なイベントの前に最適なトリー

物のダイヤモンドを使用したこのゴージャスなア

贅沢なフェイシャルは、あらゆる肌タイプに対応

施術内容 : ディープブラシ・クレンジング、肌診断、フェイ

トメントです。

ンチエイジングのフェイシャルは、若々しいハリ

するスキン・キャビア・コレクションを使用し、しっ

シャル・スクラブ、フェイシャルマッサージ、マスク、スカ

施術内容 : ディープブラシ・クレンジング、スキン・ラディアンス・

と艶のある肌へと導いてくれます。

とりとした潤いとハリを与え、シルクのようにな

ルプマッサージ

マスク、エイジ・ディファイング・クリスタルマッサージ、リフティ

施術内容 : ウェルカム・ジェム・マッサージ、クレンジング、

めらかな質感に整えてくれます。

ESPA 製品 使用

ングマスク、スカルプマッサージ

スクラブ、ジェムストーンを使った肩と腕のマッサージ、ダ

施術内容 : クレンジング、スクラブ、フェイスリフト・マッサー

ESPA 製品 使用

イヤモンドセラム、ジェムストーンを使った顔と首のマッ

ジ、目元のマッサージ、フェイシャルマッサージ、フェイシャ

サージ、フェイシャルパック、スカルプマッサージ、モイス

ルパック、腕のマッサージ、モイスチャライザー

チャライザー

ラ・プレリー製品 使用

カ ス タム フェイシ ャル
90 分 または 60 分

エイジ・ディファイン グ・
フェイシ ャル

ナ チ ュラル ・フェイスリフト

ジェモロジー製品 使用

90 分

ホ ワ イト パ ール ・スキ ン ケ ア

プラチナ・フェイシャル・PT レアナイト・
エレクシア

など運動と同じ効果を組み合わせた、健康な肌へと

75 分

90 分

導く特別なフェイシャルです。日本の古美道マッサー

ホワイトパールを使 用したこのフェイシャルは、

ラ・プレリー最高峰「プラチナム・コレクション」

施術内容 : ディープブラシ・クレンジング、肌診断、フェイ

ジに発想を得たパワフルなアンチエイジングテクニッ

パールのように艶やかに輝く透明感溢れる肌へ

を使用し、若々しいきらめく美しさへと導く究

シャル・スクラブ、スペシャルトーニング・フェイシャルマッ

クと翡翠ローラーで、ふっくら引き締まった、ハリと

と導いてくれます。

極のフェイシャルです。

サージ、マスク、スカルプマッサージ

ツヤのある美しく輝く肌を瞬時に実感いただけます。

施術内容 : ウェルカム・ジェム・マッサージ、クレンジング、

施術内容 : 背中マッサージ、ラ・プレリー・ウェルカム、ク

ESPA 製品 使用

施術内容 : ダブル・クレンジング、
古美道式フェイシャルマッサー

ピーリング、ホワイトパールセラム、ジェムストーンを使っ

レンジング、スクラブ、フェイシャルマッサージ、膝下・腕・

た肩と腕のマッサージ、顔と首のマッサージ、スノウマスク、

首・デコルテのマッサージ、モイスチャライザー

スカルプマッサージ、モイスチャライザー

ラ・プレリー製品 使用

90 分

最先端のプレバイオティクスとプロバイオティクスの

気 に なるエイジ ング サインに 働 き か けるこの

テクノロジーに、デトックス、活力、造形、リラックス

フェイシャルは 、小ジワを目立 たなくし、肌に
若々しい輝きを蘇らせます。

ジ、翡翠ローラー、スカルプティング＆リフティング・マッサー
ジ、リフティング＆スムージングマスク、スカルプマッサージ

ESPA 製品 使用

京都

ジェモロジー製品 使用
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MEN フォ ー メン

MEN
THE MEN’S MASSAGE

RELAXATION MASSAGE

POWER HOUR

90 minutes

90 minutes OR 60 minutes

60 minutes

The ultimate male escape. Unwind in style

Unwind and de-stress with this aromatic

Intensely invigorating, this clarifying and

with this rebalancing and intensely relaxing

bespoke treatment. This soothing

smoothing treatment powerfully reawakens,

treatment that includes a full body massage

aromatherapy massage uses light to moderate

leaving you ready for anything.

using heated stones, facial massage and a

pressure and a blend of essential oils to melt

INCLUDES Full body Salt & Oil exfoliation, back

soothing scalp massage.

away tension.

massage

MUSCLE RECOVERY
MASSAGE

STRESS RELIEF MASSAGE

THE MEN’S FACIAL

90 minutes OR 60 minutes

60 minutes

90 minutes OR 60 minutes

Revive tired and fatigued muscles with this

Recharge your body with this powerful

traditional massage using moderate to ﬁrm

massage designed to alleviate deep-seated

pressure to leave a feeling of revitalization and

tension and muscular stress. Using deep

relaxation.

Deeply cleanse, hydrate and smooth skin,
leaving your complexion instantly energized.
INCLUDES Double cleanse, facial exfoliation, facial
massage, mask, scalp massage

movements and stretching techniques

performed with espa products

concentrated on speciﬁc areas of concern to
help relieve common discomforts and sports
related tension.

KYOTO
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MEN フォ ー メン

フォー メン
メンズ・マッ サ ー ジ

リ ラ ク ゼ ー シ ョン・マッ サ ー ジ

パ ワー ・アワー

90 分

90 分 または 60 分

60 分

日常から離れ溜まった疲れをリセットする、男

香り高いアロマの香りとともに究 極のリラック

全身を清々しい爽快感で包み込みながら、肌を

性のためのトリートメントです。温めたストーン

スをご 堪 能いただけるカスタムメイドのトリー

なめらかに整えるトリートメントです。心身とも

による全身マッサージに加え、フェイシャルと

トメントです。ブレンドさ れ た エッセンシャル

に目覚め、明日への活力がみなぎってくるのを

頭 皮のマッサージで、日々の 疲 れやストレスか

オイルと心 地よい圧によるアロマセラピーマッ

実感していただけます。

ら心と体を解放し、究 極のリラクゼーションを

サージが 心 身の 疲 れと緊 張 を優しく解きほぐ

ご体験ください。

します。

施 術 内 容 : ソルト＆オイル 全 身スクラブ、 背 中 のマッ
サージ

マッス ル・リカバリー・マッサージ

ストレスリリーフ・マッサージ

90 分 または 60 分

90 分 または 60 分

頑 固 な 凝りや筋 肉の 疲 れを軽 減 するパワフル

少し強めの圧で、疲れきった筋肉を緩 和するト

60 分

なマッサージです。身体の深 部までしっかりと

ラディショナルなトリートメントです。身体をリ

ディープクレンジングと保湿で、瞬時になめらか

圧 を 加 え、ストレッチ の テクニックを用いて、

ラックスさせ、活力を蘇らせてくれます。

で血色のいい元気な肌へと導きます。

メンズ・フェイシ ャル

凝りの気になる箇所を集中的にケアし、不快感
施術内容 : ダブルクレンジング、フェイシャル・スクラブ、

やスポーツによる筋肉の痛みを和らげます。

フェイシャルマッサージ、マスク、スカルプマッサージ

ESPA のプロダクトを使用

京都
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carefully created service enhancements.

LIFESTAGE ANTI-AGING
BOOSTERS

ARGAN OIL
SCALP TREATMENT

DRY SKIN BRUSHING

Enhancements are available as incorporated additions

Boost any facial by using the technologically

Using the strengthening properties of Argan

any massage to instantly soften, smooth and

to facial, body and massage services without adding

advanced LIFESTAGE serums and moisturizers

Oli with a deeply relaxing scalp massage to

revitalize your skin

additional time to the treatment. All Enhancements must

to address all the most visible signs of aging.

reduce tension, condition the scalp and leave

Upgrade your treatments by choosing one or more of our

be booked and received with a treatment.

Enjoy a refreshing full body exfoliation prior to

you with beautifully healthy hair.

HAND, FOOT OR BACK
REVIVER
Reveal smoother skin with this exfoliating
and nourishing treatment that will leave
hands or feet smooth, soft and bright.

SMOOTH & FIRM BODY
BUTTER
Combine the sublime beneﬁts of a lifting
and smoothing body butter with your body
massage oil for rich melting hydration to reﬁne
skin texture, soften and restore suppleness.

HOT STONE MELTER
Smooth basalt stones radiate heat deep inside
the muscles to relieve tension and stress
during any massage treatment.

KYOTO
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E N H A N C E M E NTS エ ン ハ ンス メント

ENHANCEMENTS

アルガンオイル・
スカルプトリートメント

ドライ・スキン・ブラッシング

だける追加メニューです。フェイシャル、ボディ、マッサージの

ライフステージ・アンチエイジング・
ブースターズ

サービスに、トリートメントの時間内に１つまたは複数を取り

最先端テクノロジー「ライフステージ」のセラム

髪を強化する特性があるアルガンオイルを使用

ます。エクスフォリエーション効果のあるブラッ

とモイスチャライザーを使用することにより、気

して、頭皮をマッサージすることにより、緊張を

シングをマッサージの前に行うとより効果的で

になる加齢のサインに働きかけてくれます。フェ

ほぐし、頭皮のコンディションを整え、健康で美

す。

イシャルのアップグレードとしてご利用いただけ

しい髪へと導きます。

エンハンスメントは、トリートメントをアップグレードしていた

入れてご利用いただけます。エンハンスメントは事前にご予約
の上、他のトリートメントと合わせてご利用いただく必要があ
りますので、ご了承ください。

お 肌を活 性 化しな がら柔らかく滑らかに 整 え

ます。

スムース＆ファーム ボディバター
ハンド・フット OR バックリバイバー

ボディマッサージオイルに 、肌に ハリを与えな

角質を除去し栄養を与えるこのトリートメントを

めらか に する ボ ディバター を 加 えることに よ

加えることにより、手や足、または背中を柔らか

り、濃厚な成分がとろけるように浸透し肌全体

で艶のある明るい肌へと導きます。

に潤 い を与え、キメを整 えな がら、ふっくらと
柔らかな肌に仕上げます。

ホットストーン・メルター
マッサージに、温めたなめらかな玄武 岩を加え
ることにより、筋肉の奥深くまで温め、頑 固な
凝りや緊張を和らげます。

京都
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E N H A N C E M E NTS エ ン ハ ンス メント

エンハンスメント

GUIDELINES
To enjoy your spa experience to the
fullest potential, please familiarize
yourself with the Spa Guidelines.

AT TIME OF RESERVATION
Please inform the Reservation Agent of the
following:
+ Allergies or medical conditions including
pregnancy
+ If you have a request for a speciﬁc Service
Provider
+ If you are celebrating any special occasions
You must provide a valid credit card number
with expiration date at time of booking. (for
non-hotel guest only)

WHILE VISITING THE SPA

FOOD AND BEVERAGE

PERSONAL BELONGINGS/
VALUABLES

Guests are prohibited from bringing any
outside food or alcohol into the spa. A guest
appearing intoxicated will be denied access
to the spa.

We cannot be responsible for any personal
items and/or valuables brought into the spa or
left in your locker. Please leave your valuables
at home or in your room safe.

USE OF ELECTRONIC
DEVICES
To protect the privacy of our guests and to
preserve the guest experience, use of cell
phones, electronic devices and cameras are
prohibited in the spa.

AGE REQUIREMENTS

Spa facilities are complementary to hotel
guests.

Massages and facials can be performed on
anyone 16 years of age or older.

ARRIVAL TIME

TREATMENT
RECOMMENDATIONS

Hotel guests may arrive at least 30 minutes
prior to your scheduled treatment. This will
allow time to enjoy the sauna, steam room
and indoor pool. Arriving late will limit the
time for your treatment, thus decreasing
its eﬀectiveness and your enjoyment. Your
treatment will end on time, so the next guest
is not delayed. The full value of your treatment
will be charged.

Shaving is not recommended prior to body
treatments. Shaving is not necessary for men
prior to facial treatment. Your spa experience
is your time, and you should delight in it to the
fullest. If you experience discomfort due to
room temperature, massage pressure, music
volume or any other conditions, please notify
your therapist immediately.

CANCELLATION POLICY
A 50% cancellation charge will be incurred
for any treatment at least 24 hours prior to
appointment.

HOURS OF OPERATION
Spa Treatments : 9:00AM - 10:00PM, daily
Spa Facilities : 6:00AM - 10:00PM, daily
Fitness Center : 24hours
(Enter Fitness Center with room key before or
after spa hours.)

ガ イドラ イン
スパ 施 設内で 快 適にお過ごしいただくため
に、ガイドラインをお読みいただきご理解く

スパご 利用の際

ご 飲 食について

ださいますようお願いいたします。

貴重品

食べ物やアルコール飲料のお持ち込みはご遠慮

スパ施設内およびロッカー内での貴重品や宝飾

リアへのご入場はご遠慮いただいております。

ご予約時

品について、一切の責任を負いかねます。貴重

以下について、予約担当者にお伝えください。

品等はご宿泊のお部屋で保管いただき、スパへ

+ アレルギーや病気などの症状のある方、妊娠

のご持参はご遠慮ください。

懸念事項がある場合
+ 特定の施術スタッフをご希望される場合
+ お祝いなど特別な機会の場合

キ ャン セ ル ・ ポ リ シ ー
ご予約時間の 24 時間前を過ぎてからのお取り

されている方
+ アレルギー・怪我または妊娠を含む健康上の

ください。アルコールで酔われている方のスパエ

電 子 機 器 のご 利 用について

消しは、キャンセル料として料金の 50％をご請
求させていただきます。

お客様のプライバシーを保護し、快適にお過ご
しいただけるように、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スパでの使用は
ご遠慮ください。

営業時間
スパトリートメント：9:00AM - 10:00PM

ご予約の際に、クレジットカードの番号と有 効

スパ施設：

期限をお知らいただく必要があります。
（ホテル

フィットネスセンターは 24 時間ご利用可能です。

宿泊者様を除く）

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

ご 宿泊のお客 様は、スパ 施 設を無 料でご 利用

しみいただけます。

ト リ ー トメ ント に つ い て
到着時間

ボディトリートメント前のシェービングはお控え

トリートメントご予約の時間の 30 分前までにお

ください。男性の方のフェイシャル前のシェービ

越しください。ご宿泊のお客様はご予約の時間

ングは必要ありません。また、室内の温度、マッ

まで、サウナ、スチームルーム、インドアプール

サージの強さ、音楽の音量などのご 要望はご遠

をご 利用になれます。また、遅れてご 到着され

慮なくセラピストにお伝えください。

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いたします。

（スパの営業時間外にフィットネスセンターをご
利用の場合は、ご入場の際ホテルのルームキー
をお使いください。
）

いただけます。

た場合もスケジュールの都合上、トリートメント

6:00AM - 10:00PM

KYOTO
kamogawa nijo-ohashi hotori,
nakagyo-ku, kyoto, 604-0902 japan
ザ・リッツ・カールトン京都
〒604-0902 京都市中京区鴨川二条大橋畔

+81 75 746 5554
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