
 

オールザットスパ オオサカ トリートメントメニュー 

＜ボディマッサージ＞ 

メディシナルアロママッサージ 

メディカルアロマ（医香同源）先進国フランスのネリーグロジャン博士によって 

開発されたアロマテラピーオイル ビィオセンシィエールを用い、中医学・陰陽五行の考え方か

ら生み出されるオリジナルの施術スタイルで頭蓋骨から足先まで全身のコンディションを調整

し、心身を本来あるべき状態へと導きます。目的によって３つのアプローチからお選びください。 

 

カーミング 60 分 18,480 円／90 分 26,565 円／120 分 32,340 円 

今夜からの眠りを変えたい方にお勧めのオイル「カーミング」を、 

心地よいスローストロークで全身くまなく巡らせます。眠りを誘うオイルの香りと 

包みこまれるような優しいタッチのトリートメントでカラダと心を日常から解放します。 

  

リリーブ 60 分 18,480円／90 分 26,565 円／120 分 32,340 円 

筋肉、関節をしなやかにするコリのケアにお勧めのオイル「リリーブ」を、 

こわばりを取り除く筋膜マッサージを用いながら筋肉深部に届けます。眼精疲労や首・肩・腰の

不調・こわばりに働きかけ、痛みのない軽やかなカラダへと導きます。 

  

ライトボディ 60分 18,480 円／90 分 26,565 円／120 分 32,340円 

丁寧なカウンセリングで中医学の観点から今の身体と心の状態に合わせたオイルをセレクト。ま

ず足前面を丁寧に流すことで、全身の循環・流れをつくり、それから全身くまなくほぐしていく

ことで細胞の力を目覚めさせ、心身の本来あるべき状態を蘇らせます。 

継続して行うことで根本から身体のリコンディショニングが行えるので、ブライダルのボディワ

ークメニューとしてもおすすめです。 

 

スリミングフルレッグマッサージ 60分 18,480円 

美脚効果の高いマッサージです。足先からヒップラインまで集中的にリンパの流れを促進し、老

廃物の排出を促します。足のむくみ、セルライトやヒップラインにお悩みの方におすすめです。 

 

ホットストーンマッサージ 90 分 27,720円 

心地よい温かさの石を滑らせながら、筋肉のこわばりや溜まったストレスを取り除きます。セラ

ピストのハンドワークと石の温かさで、心身に新たなエネルギーを与えます。 
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テマエ オリエンタルマッサージ 60分 18,480円／90 分 26,565円 

ゆっくりとやさしく包み込むようなマッサージで、筋肉と肌に軽やかに働きかけ、体を緊張から

解き放ちます。テマエ独自の 4種茶混合成分である《コンプレックス デ キャトル テ®》を

ブレンドした特別なバームを使用することでマッサージ後のお肌がベタつかず、男女問わず快適

に受けて頂けるメニューです。 

 

テマエ アジアンディライト 90 分 26,565 円 

エネルギーゾーンに集中するマッサージで、心と体の疲れを除去します。マッサージは特にハリ

やコリの気になる部分に集中し行うアンチストレス効果が期待できます。 

 

テマエ リジェネレイティングバックマッサージ 60 分 18,480 円 

このマッサージは筋肉に深く強く働きかけるテクニックと、タイ式ストレッチ法を組み合わせて

います。背中と脚の緊張を深くときほぐします。 

 

 

＜フェイシャル＞ 

ジャパニーズビューティー ベーシック 60分 20,790 円 

疲れやストレスにより硬くなっている頭頂部をほぐし、生え際から頭頂部へ頭皮をしっかりと引

き上げていくことでお顔のリフトアップと小顔効果が期待できます。ベースを整えた後は側頭

部・お顔・デコルテのマッサージを経絡に沿って行い、くすみのないお肌へと導きます。 

 

ジャパニーズビューティー アドバンス 90分 30,030 円 

疲れやストレスにより硬くなっている頭頂部をほぐし、生え際から頭頂部へ頭皮をしっかりと引

き上げていくことでお顔のリフトアップと小顔効果が期待できます。ベースを整えた後は側頭

部・お顔・デコルテのマッサージを経絡に沿って行い、仕上げにマスクで保湿力を高めます。マ

スク中は腹部をホットストーンで温め、ハンドまたはフットのマッサージを行います。お顔だけ

ではない充実のケアでフェイスラインを引上げ、輝く素肌へと導きます。 

 

テマエ ハイドレーションストラテジー 60分 20,790 円 

刺激とリラックスを交互に行います。お肌は素早くクレンズされ、お顔色は明るく輝きリフレッ

シュします。 

 

テマエ アンチエイジングリチュアル リフト 90分 30,030 円 

年齢のサインやシワを予防したいと望む女性男性共に満足して頂けるケアです。顔のラインを引

き上げ、引き締め、小じわをなめらかにします。 
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＜パッケージ＞ 

ピースフルアウェイキング 90 分 28,875円 

ボディ＆フェイシャルのパッケージメニューです。ボディマッサージかフェイシャルケアどちら

かに重点をおきトリートメントを施していきます。心身と向き合うことで、新しい美しさに出会

えるでしょう。 

 

アロマティックジャーニー 90 分 28,875円 

角質を取り除き、肌に輝きを与えるボディスクラブと深い眠りへと誘う優しいタッチの全身マッ

サージを組み合わせたパッケージ メニューです。深いリラクゼーションに包まれながら、ゆっ

たりとしたひとときをお過ごしください。 

 

アルティメイトハーモニー 120 分 39,270円 

ボディ＆フェイスのパッケージメニューです。 

全身のつながりに着目し、独自の施術スタイルで頭部から脚部までの全身マッサージをすること

で、フェイシャルケアの仕上がりにもさらなる期待が持てます。贅沢なトータルケアの心地よさ

に浸りながら、心身ともに美しく健康な状態へと導きます。 

 

テマエセレモニー 90 分 28,875 円 

背中と脚のマッサージと、＜ハイドレーションストラテジー＞フェイスケアを組み合わせたコン

プリートケアで、至福感をもたらします。顔色はフレッシュにくつろぎ、身体は軽やかに感じま

す。 

 

テマエシグニチャー 180分 51,975 円 

ボディとフェイシャルの組み合わせをお楽しみいただけます。ボディはゆっくりとやさしく包み

込むようなマッサージで、筋肉と肌に軽やかに働きかけ、体を緊張から解き放ちます。フェイシ

ャルは、アンチエイジング ケア。気になる小シワ、はり、弾力、そしてシミの緩和を目指しま

す。フェイスの緊張をほぐすテクニックをお楽しみいただき、フェイスマスクで完璧にケアされ

ます。 

 

スパスイートタイム 240分 57,750 円 

時間枠のみご予約頂き、ご来店当日のご気分やお肌の状態、ご希望に合わせてお客様だけのカス

タマイズメニューをご提供する究極のトリートメントです。 
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＜オプション＞ 

バックマッサージ 30 分 10,395 円 

神経をリラックスさせるエッセンシャルオイルで、疲れの溜まりやすい背中を集中的にマッサー

ジしていきます。フェイシャルトリートメントの前にオプションとして行うのがおすすめです。 

 

ハーフレッグマッサージ 30 分 10,395 円 

むくみや冷えに効果的なエッセンシャルオイルで、脚全体の疲れを取り除きます。足先からヒッ

プまで背面・前面の脚をおこなっていきます。 

 

ミニフェイシャル 30 分 10,395 円 

保湿、リラックス効果が得られるフェイシャルマッサージです。 

顔・首・肩・デコルテまでしっかりとほぐしていくことですっきりとした表情へと導いていきま

す。ボディとの組み合わせがおすすめです。 

 

デトキシファイイングホットパック 30 分 10,395円 

海泥と海藻により老廃物の排出を促進させていきます。脊柱又は足裏のどちらかをお選びいただ

き、温めながら他のケアとの相乗効果を高めていきます。 

 

レッグクールダウンパック 30 分 10,395円 

脚のむくみやだるさをクールダウンさせることにより、疲れた脚をすっきり軽やかにしていきま

す。 

 

テマエ フォーティーエクスフォリエイション 45分 18,480 円 

アプリコットオイル、シアバター、バンブーパウダー、テマエ独自の 4種茶混合成分である《コ

ンプレックス デ キャトル テ®》をブレンドしたスクラブペーストでマッサージします。お

肌はすばらしい輝きを取り戻します。 
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＜ヘッドスパ＞ 

リフレッシングスカルプ 45 分 13,860 円  

アステラセエキスと清涼感のあるミント、ユーカリといったエッセンシャルオイルを用いて、丁

寧に頭部全体をケアしていき、気分をリフレッシュ。パソコン業務による眼精疲労やストレスに

より硬くなりやすい頭皮を短い時間で回復へと導きます。忙しいビジネスマンの方におすすめで

す。 

 

リラクシングスカルプ 90 分 26,565 円  

オレンジやラベンダーのエッセンシャルオイルで、頭皮を清潔な状態へと導くスカルプケアを行

います。頭皮だけでなく、デコルテ・首・肩も丁寧にケアすることで、すっきりとしたフェイス

ラインと小顔効果を期待できます。 

 

エナジースカルプ 120 分 32,340 円  

お客様お一人お一人の状態、ストレスレベルに合わせてカウンセリングを行い、髪や頭皮の悩み

をトータルにケアしていきます。心地よいアロマの香りとともに心と身体をリラックスさせ、施

術を行うことで確かなツヤと手触りの違いを実感して頂けます。また、髪に栄養を浸透させてい

る間、デコルテ、首、肩、フット、ハンドからお好みのマッサージを複数お選び頂けるプレミア

ムなメニューです。 

 

 

＜シアツスタイルマッサージ＞ 

フルボディマッサージ 60 分 13,860 円／90 分 20,790 円 

身体のツボをしっかり圧をかけて揉みほぐしていくことで全身の疲れを癒します。着衣の上から

行うマッサージです。 

 

※メニューにはサービス料 10％と消費税が含まれております。 
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＜ブランド紹介＞ 

テマエ 

2007年、テマエは茶芸に魅せられ、フランスで開発されたスパブランドの化粧品です。 

創始者は薬学のエクスパートで、人々のウェルビーングとスキンケアに最も適した茶を抽出すべ

く世界中のお茶を求めて研究を重ね４種類の茶をブレンドすることに辿り着きました。ブラック

ティ、ホワイトティ、グリーンティそしてルイボスティと呼ばれるレッドティをピュアに保つこ

とのできる厳選した天然水と組み合わせ研究開発しました。“THÉMAÉ テマエ”とは日本の茶道の

作法を意味する“点前”であり、総合芸術の世界を意識した特別なリチュアルが提供できるハイ

エンドスパブランドです。当スパが日本における初導入となります。 

 

ビィオセンシィエール 

ビィオセンシィエールは南フランスプロヴァンスで活動する世界的に有名な自然療法士・ネリー

グロジャン博士の 30年以上にわたる研究と経験の集大成として 2007年に新たに開発された

100％オーガニックアロマブランドです。 

すべての商品はネリーグロジャン博士によってブレンドされ、原料は ECOCERT（エコサート）の

認証を受けた 100％オーガニック植物のみを使用しています。純度 100％のエッセンシャルオイ

ルを直接肌に擦りこむことができるのは、このブランドならでは。目的に合わせたアロマの処方

を行い、医香同源（お薬が体に効くように、香りも心身の不調を改善してくれる）をコンセプト

にボディを中心としたメニューを展開します。 

 

オールザットスパ オリジナル 

日本の植物力と最先端の技術の融合、オールザットスパブランドのフェイシャルライン 

スパの名称でもあるオールザットスパは、オールオーバージャパンをテーマに、日本中の優れた

自然の原材料と最先端の日本の技術力を融合させた商品を発表して参ります。第 1 弾としてフェ

イシャルトリートメントでは、お茶と並んで日本を代表する植物である米と桜に着目致しました。

この２つの植物は、抗酸化・抗炎症・抗糖化に力を発揮し、スパターゲットのニーズであるアン

チエイジングに優れた効果をもたらします。 

 

ルネ フルトレール 

＜豊かな土壌に豊かな植物が育つように、美しい髪は健康でバランスのとれたスカルプから生ま

れる＞をコンセプトに、厳選された植物のエキスやエッセンシャルオイルと医薬品メーカーピエ

ールファーブル社のサイエンスとの調和により開発された製品です。長年にわたり培われたノウ

ハウにより、確かな効果をもたらします。 
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