Body
60min

背面全体 ＋肩＋ヘッ
ド

90min

全身

バランシングボディ

60min ￥14,300

90min ￥21,450

120min

全身＋カスタマイズ

120min ￥28,600

自分自身の内に存在する “ 氣 ” のバランスをベストな状態へと導き、
心身をリラックスさせるトリートメントです。

ディーププレッシャーボディ
60min ￥15,400

90min ￥22,550

120min ￥29,700

ゆったりと力強いストローク・プレッシャーで身体のコリや緊張感に
効果的にアプローチします。

デトックスリンパドレナージュボディ
60min ￥15,400

90min ￥22,550

120min ￥29,700

リンパの流れに沿ってトリートメントを行う事で、心身がすっきりとし
た軽さを感じます。

マタニティボディ
60min ￥15,400

90min ￥22,550

妊娠中の身体に合わせ、負担のない心地よい体勢で心と身体をリラッ
クスさせます。

* 表示価格は消費税込みです。

All prices are inclusive of consumption tax.

Facial

フランス発 オートクチュールスキンケア

プロオートクチュールフェイシャル
60min ￥19,800

90min ￥29,700

ブライトニング、リフティング、ドレナージュなど、肌状態に合わせた
トリートメントでワンランク上の明るい素肌へ導きます。90 分はハンド
テクニックとダブルブースター効果により、更にお悩みへダイレクトに
働きかけます。

セカンドスキンフェイシャル
60min ￥38,500

ビオロジック ルシェルシュ独自のテクノロジーによって開発された低
分子ヒアルロン酸を高濃度で配合した専用パッチを使用し、ハリ・弾
力のあるみずみずしい素肌に仕上げます。

日本発 スパスキンケアブランド

chi to sé true クリアモイスチャーフェイシャル

60min ￥15,950

日本古来の美容成分を豊富に取り入れた chi to sé true スキンケアを
使用。うるおいで満たされたクリアな肌へ。

chi to sé true リフティングフェイシャル

75min ￥19,800

独自の手技により、フェイスラインや目元などをリフトアップさせます。

chi to sé trueトータルエイジングケアフェイシャル

90min ￥24,200

年齢を重ねた肌に、エイジングサインへアプローチするワンランク上の
トリートメントです。

OSAK A Members のご案内
通常料金から 1 0 ％ O F F でご利用いただけるお得なメンバー制度を

ご用意しています。詳しくは公式 HPをご覧くださいませ。

*その他各種特典あり

スパ利用規定

Signature
Balancing is Beautiful

120min ￥29,700
バランシングボディ（ 背面全体＋ 肩＋ヘッド）＋ chi to sé true クリアモイスチャーフェイ
シャル
* ￥ 1,500 相当スパギフト付

疲れた時、リセットしたい時、リフレッシュしたい時、自分を見つめた
い時、あなたのコンディションを最良に導きます。より美しく、あなた
があなたらしくいるために。

●

●

●

Five Sense Therapy

150min ￥38,500
バランシングボディ（ 背面全体＋肩＋ヘッド）＋ chi to sé true リフティングフェイシャル
＋ 選べるオプシ
ョン（ ヘッド or フット）

●

* ￥ 3,000 相当スパギフト付

音、香り、心のこもったタッチセラピー …

五感を刺激するアプローチによりあなた自身の本来の五感を呼び覚ま
し、エネルギーレベルを高めてくれます。

●

ご予約時間１５分前にご来店ください。他のお客様のご予約の関係
上、万一お客様のご都合で遅れた場合、終了時間を延長できない
ケースもございますので、予めご了承ください。

高血圧、生理中、妊娠中、授乳中、アレルギー症状、治療中、体調
不良などがある方、薬を服用されている方、アルコールを摂取された
方、その他体調が気になる方は、必ず予約時にお伝えください。
トリートメントが受けられない、又は制限される場合がございます。

ご予約にあわせてお部屋の確保と準備をいたしますので、変更また
はキャンセルされる場合は、前営業日の 19 : 00 までにご連絡をお願
いいたします。当日ご連絡が無い場合は 100％のキャンセルチャー
ジが発生いたしますので予めご了承ください。

マタニティトリートメントは母子共に安定した約 20週目からのご案内
となります。必ずかかりつけのお医者様にトリートメントを受ける旨、
事前にご確認の上ご予約をお願いいたします。

当スパのトリートメントは医療行為ではありません。その効果と効能
には個人差がございます。

* ￥ 5,000 相当スパギフト付

ボディ・マインド・スピリットのバランスを整えるホリスティックワークを
感じてください。この � つ全てのバランスが取れた状態で、私たちは
「 心身が健康で満たされた状態 - Wellness - 」を手にいれることがで
きます。

Men
メンズディーププレッシャーボディ

60min 背面全体＋肩＋ヘッド ￥15,400
90min 全身 ￥22,550
筋肉や骨格に合わせ、深いプレッシャーで効果的にときほぐします。

chi to sé true メンズフェイシャル

60min ￥15,950
75min ￥19,800（リフトアップ手技含む ）
肌コンディションに合わせて、皮脂・うるおいバランスを整え、清潔で
透明感のある素肌に導きます。

メンズコンプリートパッケージ

120min ￥31,350
メンズボディ（ 全身 ）＋ 選べるオプション（ ヘッド or フットor フェイシャル ）

Balancing is Beautiful
For Body, Mind, and Spirit

時代を生き抜く

未来をより豊かに、一歩一歩踏み出す。

スパはそんなあなたに寄り添い、ボディ・マインド・スピリットに触れます。
バランスを整えて、あなたがあなたらしくいるために。

Body・Mind・Spirit

180min ￥46,200
バランシングボディ（ 全身 ）＋ chi to sé true リフティングフェイシャル
＋ 選べるオプシ
ョン（ ヘッド or フット）

O S AK A

OSAK A
〒 54 1-0046大阪市中央区平野町 1-8-14 北浜 TDSビルヂング 2 F
TEL
06 - 6227 - 8085
OPEN 1 1 : 00 ~ 20 : 00
定休日 月曜日 ( 月曜祝日は営業 )
www.thedayspa.jp

オンライン予約

