外見・身体・心の３方向からアプローチすることで、
人が本来持っている健やかでいる為の力を高め、
美しさを引き出すビューティーケア。お客様ひとり
ひとりのライフスタイルに合わせたトリートメントと
ホームケアアイテムが生活に潤いを与え、日々を
素敵に輝かせます。
パーソナルケアセラピー

ジェイドストーンセラピー

Personal Care Therapy

Jade Stone Therapy

料金は全て税抜表示となっております。

Body Treatment

Facial Treatment

Aromatherapy - アロマセラピー -

フルボディ＆フェイシャルコース 120min\15,000

ボディ＆フェイシャルコース

アロマボディトリートメント 80 分 ▶ フェイシャル 40 分

ボディ 100 分（ジェイド温石）＋フェイシャル 30 分（温冷石）

130min \17,000

100min \14,500

植物療法（フィトテラピー）をベースに、厳選された 80 種類以上

120min \13,000
90min \10,000
60min \7,000

もの植物が配合されたお肌と心に優しいスキンケア。
ライフスタイルや肌質に合わせたトリートメントで美しさをトータル
にサポートします。

１００％ピュアなエッセンシャルオイルを使用し、オールハンドで

全てのフェイシャルメニューにクレンジング・角質除去・整肌が

優しくトリートメントいたします。40 種類以上もの精油の中からご体調

含まれます。

ハーフボディ＆フェイシャルコース 90min\13,000

フルボディコース

アロマボディトリートメント 50 分 ▶ フェイシャル 40 分

ボディトリートメント 100 分（ジェイド温石）

やご気分に合わせてセレクトしていきます。それぞれの香りの特徴や

ボディトリートメントに、植物エッセンスを贅沢に使用したフェイシ

ヒーリング効果の高いと言われるジェイド（翡翠）を使用した新しい

植物の持つパワーを毎回違うブレンドでお楽しみいただけます。

Clearing Facial- クリアリングフェイシャル -

ャルケアで、ひとりひとりが本来持つ健やかな美しさをひきだしま

ホットストーンントリートメント。腎臓機能活性化、体内バランスの

す。心、からだ、肌のコンディションを整えながら、ゆっくりと休息

正常化、ストレス性不眠症の改善など、ジェイドには様々な心身へ

Hawaiian Lomilomi - ハワイアン・ロミロミ -

毛穴＆角質ケア

をとりたいときにお勧めのトータルケアコースです。

の効果があると言われています。

50min \8,000
120min \13,000
90min \10,000

天然のパパイヤ酵素配合のマスクで古い角質を優しくピーリング

【Body】その日の心身のコンディションをお伺いし、精油のブレン

本家本元、アンティ・マーガレットのロミロミを本場ハワイで習得した

凸や毛穴が目立たない滑らかでふっくらとしたお肌に導きます。

ドを致します。

セラピストが施術いたします。腕や肘を使いリズミカルな刺激が緊張

【Facial】右記のフェイシャルメニューの中からお肌状態に合わせ
てお選びいただけます。

マリンデトックスセラピー

＊パーフェクトコラーゲンコースは＋1000 円となります。

Marine Detox Therapy

を解き、Body-Mind-Spirit のバランスを整えていきます。ストレッチ

し、クレイパックで毛穴につまった汚れを取り除きます。肌の凹

Herbal Rescue – ハーバルレスキュー –
50min \8,000

も取り入れますので、運動不足を感じる方にもおすすめです。

120min \14,000
ボディトリートメント＋タラソパック（背中）＋温石

乾燥 ・ 水分補給

Stonetherapy - ホットストーンセラピー 150min
130min
100min
75min

海と大地の恵みで身体の老廃物をすっきり流し、代謝を促すデトッ
クスケアトリートメント。
お背中の疲れを海藻ミネラル成分たっぷりの温かいパックで取り除

\18,000
\16,000
\14,000
\10,000

空気環境や空調による肌乾燥に。保湿・美白作用に優れた化
粧水のローションパックと栄養クリームを使用したハンドマッサー
ジで、ごわつきやかさつきを解消し、なめらかな素肌へ。

White Skin Moisture – ホワイトスキン –

き、デトックスします。温かいストーンは、凝り固まった疲労をゆったり
とほぐし、冷えやむくみを解消、お身体をすっきりと軽くします。

ローズデュー ビューティーセラピー

Rose Dew Beauty Therapy
120min \15,000
ローズボディ 90 分 ▶ ローズフェイシャル 30 分

ボディリトリート

Body Retreat
オーガニックフットケア

60min \7,000

しっとりとバラの香りに包まれる至福のひととき。女性らしさ・美し

ラベンダースクラブ（膝下）10 分 ▶ フットトリートメント 50 分

さを引き出すバラの雫を散りばめました。お肌は見違えるほど輝

肌をシルクのようにしっとり柔らかく仕上げるラベンダースクラブに

きを増します。フェイシャルのお仕上げには、ローズクォーツを使

脚の疲れ、むくみをすっきりと和らげる集中レッグケアトリートメント

用し、活性したお肌をクールダウン。お顔全体を引き締めます。
クレンジング→シートマスク→オイルトリートメント→ローズクォーツ

アロマメディテーション

60min \7,000

アロマボディトリートメント 40 分 ▶ ヘッドマッサージ 20 分
上半身のオイルトリートメントにヘッドマッサージを組み合わせたリラ
クゼーションコース。深い眠りによって、からだ本来の機能を高めま
す。

50min \8,000
大地のエネルギーをたっぷり吸収した天然の石を使用したトリートメ

美白 ・ シミ ・ くすみ

ント。玄武岩の遠赤外線効果により身体の芯まで温め、代謝を高め

16 種の植物成分を配合した美白美容液を贅沢にパックとして

ていきます。冷えからくるお身体の不調やむくみ、ストレスにも効果

使用。肌のくすみや疲れ感を消し、明るくみずみずしいお肌へと

的。温めた石と手を交互に使い、じっくりとほぐしていきます。

導く「美白＋保湿」コース。アフターサンケアにもおすすめ。

Perfect Collagen – パーフェクトコラーゲン –

Optional Care -オプショナルケアヘッドマッサージ
フェイシャルトリートメント
ストーンフェイシャル
ホットストーン（敷石・置石）
セレクトアロマ
ソフトピーリング（背中・デコルテ）
トリートメント 10 分延長

15min \1,500
15min \2,000
30min \5,000
\1,500
\1,000
\3,000
\1,000

60min \9,000
アンチエイジング ・ リフトアップ ・ ブライダル
植物＆海洋成分配合のコラーゲンを生成する集中マスクを使用。
肌の内側からハリ・ツヤ・弾力を蘇らせる肌再生トリートメント。

コラーゲンマスク
全てのフェイシャルメニューに
＋1,000 円で追加できます。

Prologue –

~ Treatment Flow ~
Consultation

プロローグ

–

「さわやかな気持ちの良い午後に、

しっかりとカウンセリングを行い、
ご体調やお肌の状態をお伺
いした上で、トリートメント内容
や精油のブレンドを決めていき
ます。

見渡す限りのラベンダー畑で大地に吸い込まれる
ように寝そべって、お昼寝をしているような・・・・・
そんな空間を多くの皆様に体感していただきたい、

Foot Bath
全てのメニューにフットバス
のサービスをおつけしており
ます。施術の前に足元を温め
ゆったりとお寛ぎください。

いつでも気軽にご利用いただきたい・・・
お疲れのあなたのお役に立ちたい・･・ 」
それが、Lavender Hill の願いです。

Therapy Room
半個室のプライベート空間。
日常から離れ、安らぎの
ひとときをお過ごしくだ
さい。

Treatment
オールハンドでの施術、香り
、ヒーリングミュージックで
夢心地。手の温もりを感じ、
日頃のお疲れを解消できる
よう心を込めて施術します。

Aromatherapy
&
Stonetherapy Salon

After Counseling
施術後はハーブティーを
お飲みいただきながら
ホームケアアドバイスや、
セラピストとのおしゃべり
をお楽しみ下さい。

Treatment Menu
Campaign –

Lavender Hill 根津店
〒１１３－００３１ 東京都文京区根津１－２２－８
http://lavenderhill-nedu.dreama.jp

サロンのご利用について

ラベンダーヒル 根津

検索

メニュー時間に加えて、30 分ほどコンサルテーションや
お着替えのお時間をいただきます。
ご来店の際にはお時間に余裕を持ってお越しください。

キャンペーン

–

初回限定割引
当サロンを初めてご利用になるお客様は、
全コース 1,000 円 OFF にてご利用いただけます。

バースデー割引

全てのフェイシャルトリートメントにはクレンジングが含ま
れます。お出かけをされる方、ノーメイクが気になる方は
ご自身のお化粧道具をお持ち下さいませ。

ご予約・お問い合わせ

ご夫婦・カップルでご利用のお客様は、2 名同時にお受
け頂く場合のみ男性のご予約もお待ちいたしておりま
す。

✉lavenderhill_tokyo@msn.com
営業時間 11:00～23:00（最終受付２０：００）

お誕生日月は 10,000 円以上のコースが何度でも
2,000 円 OFF にてご利用いただけます。
初回のお客様は対象外となります。

☏０３－３８２３－６６７２
他の各種割引サービスとの併用はできません。

