


ザ・スパ・アット・フォーシーズンズホテル京都

ザ・スパ・アット・フォーシーズンズホテル京都は、平安時代の静けさと釈教歌を連想させる、800年の歴史を紡ぐ 
「積翠園」 と、「円相」よりインスピレーションを得ております。「円相」とは禅における書画のひとつで、図形の丸（円形） 

を一筆で描いたもの。角の取れたあるがままの心を表しているとされております。この２つの京の象徴の融合が、みなさまを 
心穏やかな禅の世界へといざないます。

ザ・スパ・アット・フォーシーズンズホテル京都でご提供するトリートメントは、最高水準のテクノロジー、アジアの伝統医学や 
自然療法と、卓越したセラピストの技術により、心、身体、精神の調和をもたらします。

入念に選び抜かれた自然の力とラグジュアリーが融合したスキンケアブランドと、深いヒーリング効果をもたらす京都ならでは
の素材、それらを使用したトリートメントは、本物のくつろぎと新鮮な安らぎ、また今日の社会を生きる人々にとって 

最高のデトックスとなるでしょう。

心身共にくつろげる至福のひと時「京の癒し」を心ゆくまでお過ごしください。



清　セレモニー	 150分

「清め」という言葉の由来は「清美」。そこには神聖さと美しさが宿っています。香り豊かな日本酒が注がれたバスでお肌を柔
軟にしつつ、心身ともにおくつろぎいただいたあと、職人の手による丹波塩を使った全身のスクラブを行います。お肌がさらに
滑らかになったところで、熟練のセラピストがお体の状態やご希望に合わせた施術を行います。日常から離れた、至福のひと
ときをお過ごしください。

禅　セレモニー	 150分

日常のストレスから解き放ち、空に浮かぶ雲のようにお身体と心を軽やかにしてまいります。全身のマッサージの後はしょうが
成分をたっぷりと含んだホットタオルを首元にあてがいつつ、首と肩周りをさらに丁寧にほぐした後に、ホットタオルで頭皮を
柔軟にさせ、ゆっくりとしたリズムと絶妙なタッチで行うヘッドマッサージによって、禅に通ずるような深いリラクゼーションを
感じていただけることでしょう。最後は日本酒入りの香り豊かなバスタイムで、夢のようなひとときをご堪能ください。

円相セレモニー	 150分

雅で洗練された平安宮廷文化を彷彿とさせるトリートメントです。オーガニックの緑茶と竹エキスの温かいスクラブでお肌を
整えたあと、温かいライスミルクをたっぷりと背中と肩に浸透させます。続いてお肌に保湿効果と柔らかさをもたらす、はちみ
つに浸された温シップでボディトリートメントを行います。身体の芯から温まり、心身ともにリラックスした状態をお楽しみくだ
さい。続いて筋肉のこりをほぐす翡翠のストーンマッサージを行い、しっとりと艶やかな肌へとよみがえります。

雅　リジュビネーション　お二人様	 	4時間＋ランチ

このラグジュアリーなスパ半日コースは、母と娘、姉妹、友人といった大切な方同士の絆を祝福する気持ちが込められていま
す。梅酒を用いたバスで緊張をほぐし、穏やかな状態へと導きます。バスタイムの後は、季節のアロマオイルを使ったトリートメ
ントで体をリラックスさせていきます。さらにはザ・スパ・アット・フォーシーズンズホテル京都でしか体験できない、日本の芸者
にインスピレーションを得た「TATCHA」のフェイシャルトリートメントによって、新しく生まれ変わったお肌を実感していただけ
ます。最後に手足のネイルケアと、美容と健康にふさわしいブラッスリーのランチを召し上がっていただきながら、特別な一日
をお楽しみください。

フォーシーズンズ京都シグネチャーセレモニー



150分

季節の移り変わりによって衣替えをするように、私たちのお肌にとって必要なものも変わっていくものです。これらのボディト
リートメントもまた、気候の変化に応じて異なる素材や成分を使用することで、自然の恵みを余すところなく受け取ることが
できます。「四季の旅」は、フォーシーズンズホテル京都ならではのラグジュアリーな空間で、その季節にしかできない特別な
体験をご用意。トリートメントの最後には、緑茶と季節の和菓子とともに、心落ち着く、穏やかな雰囲気をお楽しみください。

春水          
紫陽花              
明月             
風花

京の四季



フォーシーズンズシグネチャーマッサージ	 80分		/		110分		/		150分

「熟練のセラピストがお客様のその日のお身体の状態に耳を傾け、その方にとってベストなトリートメントをカスタマイズする、
一番人気のあるメニューです。デトックス効果のあるリンパマッサージ、ストーンマッサージ、タイ式マッサージのストレッチなど
を組み合わせ、ご希望に合わせてお身体の調子を整えていきます。不調を慢性的に感じている方に特にご満足いただけます。

ディープティシューマッサー	ジ	 80分		/		110分		/		150分

しっかりと深くまで圧のかかった心地よい手技によって、お身体の疲れた部分を中心にをほぐしていきます。特に気になる部
分には、香り豊かで温かい、オリジナルのハーブコンプレスを用いて深部からケア。スポーツなどでお身体を活発に動かした
あとや、ロングフライト、ハードワークなどによってこわばったお身体をリリースしたい方に最適です。

アロママッサージ	 80分		/		110分		/		150分

世界的に有名な、オーストラリアのスキンケア化粧品「Sodashi」のピュアエッセンシャルオイルを使用した、香り豊かなマッサ
ージです。絶妙な圧とタッチのスウェデッシュマッサージがお身体の疲れをほぐし、アロマの香りによって深いリラクゼーション
へといざないます。日常のストレスから離れ、夢のようにとろけるひとときをお過ごしください。

デトックスマッサージ	 80分		/		110分		/		150分

ブラッシング全身の肌を刺激してから、デトックス効果の高いオーストラリアの「Sodashi」のオイルを使用し、力強くも心地よ
い圧でリンパマッサージを行います。全身の毒素の排出を促し、心身のバランスを整えることでリフレッシュできることを実感
していただけます。心身ともにデトックスしたい方に最適です。

フォーシーズンズウェルネス オブ ライフ

*150分のトリートメントは、宇治で丁寧に栽培されたオーガニックの緑茶風呂が含まれます。	
温かいお湯は、気持ちを穏やかな状態へ導きます。



*150分のトリートメントは、宇治で丁寧に栽培されたオーガニックの緑茶風呂が含まれます。	
温かいお湯は、気持ちを穏やかな状態へ導きます。

トラディッショナル京都マッサージ	 80分		/		110分		/		150分

日本に古くから伝わるマッサージ哲学に影響されたこのトリートメントで、日本ならではの癒しをご堪能ください。身体の経
絡に沿ったエネルギーの流れを活性化させるために、トリーガーポイントや経絡に沿って、ツボを指や手掌を使い圧を加えた
り、ストレッチを組み合わせて行います。次第に身体が落ち着きを取り戻し、心も穏やかなものとなるでしょう。このドライトリー
トメントは衣服を身につけたまま行います。

マザーズ・ラブ																																																																								 75分		/		110分

妊娠中の女性は心身両面のサポートを特に必要としています。このメニューは妊娠中期以降で、母親となる方のために、熟
練したセラピストが行うトリートメントです。快適に整えられたマッサージベッドを使用し、妊娠中の不快感や出産前のストレ
スを緩和するのに役立ちます。お腹の中の赤ちゃんにも幸福感を感じるエンドルフィンが届くことでしょう。

トラディッショナルフットマッサージ	 70分　

5000年もの歴史を持つ漢方の考えに基づいた、伝統的なヒーリングフットマッサージ。古くから病気の治療に使われる一方
で、足の反射区を活性化するのに用いられてきたタイガーバームを使用し、足裏から身体のバランスを整え、お身体を回復さ
せていきます。

ジェットラグリカバリー	 	70分　

長時間のフライトによるお身体の不調を整え、身体の緊張や筋肉の痛みを取り除いていくトリートメントです。ボディマッサー
ジと穏やかなストレッチ運動の組み合わせが、体内時計のリセットに役立ちます。

フォーシーズンズウェルネス オブ ライフ



リシェイプ＆リラックス	 75分		/		110分

フランスのプロ向け化粧品「ビオロジックルシェルシュ」を用いた特殊なマッサージテクニックにより、身体のはりやつやを取り
戻します。このトリートメントはコラーゲン成分が妊娠線や肌のトーンを改善するのにも役立ちます。理想的で引き締まったお
身体へ整えます。

ブライトニングボディグロー																																																																								 75分	

「Sodashi」を用いたこのトリートメントは、肌を柔らかく保湿していきます。全身のスクラブのあとに、栄養価が高いピンクのフ
レンチクレイマスクによって、しっかりと弾力のある肌に復元していきます。ラップ中は頭皮マッサージを行います。心身ともに
癒され、背術後はすっきりとした爽快感が得られます。

24K	ゴールドリーフスクラブ																														　　　　　　　　　　　　　			 75分

クレオパトラが自身の美を保つために金を用いていたことにならった、アンチエイジングトリートメント。24金の金箔入りスク
ラブを贅沢に使用し、お肌の若返りと保湿を促します。贅をつくしたトリートメント後は、Sodashiのなめらかで香り豊かな保
湿ボディクリームで最上級の気分をご堪能ください。

きららボディセラピー 



フェイスメーキング	by	ビオロジックルシェルシュ		 80分		/		110分		/		150分

このフェイシャルメニューは、確かな効果をその場で実感できる特別なフェイシャルです。

コラーゲンの生産を促すプロダクツを用い、あらゆる肌質、年齢、ご要望に効果が期待できる、ボトックスにとって代わる画期
的なスキンケアともいえるでしょう。

セコンドスキン	by	ビオロジックルシェルシュ	 80分		/		110分		/		150分

アンチエイジングに特化したフェイシャルトリートメント。細胞の働きを促進し、肌の再生を早め、老化の兆候を抑えることが
期待できる画期的なトリートメントです。まずはプライベートバスでリラックスしていただき、ゆったりとした気分で最高のプロ
ダクトと手技をご堪能ください。

SODASHI	リラクゼーション	フェイシャル	 80分	

「Sodashi」の心地よいアロマの香りと、天然ハーブをふんだんに使用した美容液やクリームを惜しみなく使い、プロのセラピ
ストがお肌のむくみを解消させ、心身ともに深いリラックスへと導いてまいります。

SODASHI	シルクスキン	フェイシャル	 80分	

日常の疲労が蓄積してしまった肌に、「Sodashi」を用いたトリートメントは、ビタミンやミネラルをたっぷりとお肌に与え、光り
輝くような健康的な明るさを取り戻し、シルクのような質感の肌に整えていきます。

SODASHI	メンズフェイシャル	 80分	

心身ともに緊張を強いられるハードな日常から解放させてくれる、効果抜群なフェイシャル。見た目も明らかにリフレッシュさ
せ、新たなエネルギーを与えます。

TATCHA	あかりフェイシャル	 80分	

日本には古来より伝統的な、肌にとって効果の高い植物が数多く存在しています。これらを理想的に配合し、お肌が本来持っ
ている力を呼び覚まします。天然のヒアルロン酸を使ったフェイシャルマスクは、お肌を集中的に保湿しながら引き締め効果
を高めて、お肌に輝きを与えます。肌が白くて美しい日本の芸者からインスピレーションを受けた「TATCHA」オリジナルの24
金のマッサージャーを用いた、伝統的な顔ツボマッサージで、リンパドレナージュを施して顔のリフトアップ効果と眼精疲労の
回復をもたらします。日本語で光を意味する「Akari」という名の通り、お顔の内側から活性化させ、自然な輝きを取り戻してい
くトリートメントです。

あでやかフェイシャル



アイセラピー　		 45分	

眼の疲れを取り除くメニューです。マッサージで眼のむくみやクマを取りぞいたあとは、お肌を引き締めるアイマスクによって、
神経を和らげ、眼のこりをほぐします。ボディトリートメントに追加することでよりリラックス効果を体験していただけます。

ハンドセラピー	 45分	

温かいアロマパックに続いて、ラベンダー、ゼラニウム、レモンの香りをブレンドした特別なエッセンシャルオイルを使い、手の
表面の古い角質を取り除いていきます。つぎに手に栄養を与えるマッサージで、あなたの手をまるでベルベッドのような光沢
感の、すべすべのお肌に導きます。多忙な日常に追われてじっくりと見ることはないご自身の手に、ぜひこの贅沢なハンドトリ
ートメントをご堪能ください。

スカルプセラピー	 45分	

頭皮と髪をケアするトリートメント。まずはアロマが香る蒸しタオルで頭皮を優しく包み込んでリラックスさせます。そして、
「Sodashi」のリッチスカルプマッドを使ってヘッドマッサージを行い、髪にも輝きを与えながら、緊張を和らげていきます。

スージングミントフットセラピー	 45分

「Sodashi」のヒマラヤソルトポリッシュで足全体を滑らかにし、血液の循環を促し、ミントフットクリームで足裏やかかと、つま
先を滑らかにし、絶妙な心地よさと活力を与えていきます。

バック（お背中の）セラピー	 45分

頭から首、肩周り、背中、腰、背面のマッサージです。適度な圧と熟練されたセラピストのテクニックを組み合わせて、短時間で
リフレッシュします。

憂(オプション) BY SODASHI



30分
日本には古くから入浴の文化があり、現代もそれは根付いています。京都ならではの四季折々の素材や、その日のご気分に合
わせてお楽しみいただくお風呂は、心身ともにリラックスし、旅の疲れを癒します。

＊バスメニューはその他のメニューと組み合わせてご利用ください

ノコギリソウミルクバス	BY	KOTOSHINA

お身体のバランスを整えてリラックスさせる効果があるノコギリソウ。肌のヒーリングやトーニングにも用いられる癒しのため
の和のハーブです。スイートアーモンドとココナッツオイルを組み合わせることで、絹のように柔らかく、うるおいのある肌をも
たらします。

宇治茶風呂	BY	KOTOSHINA

鎌倉時代からの歴史を持つ京都の宇治茶には、気分を高める効果があります。お身体を緩めつつ、頭をすっきりさせるレモン
バームとオレンジピール、アロエを加えた、和の魅力にあふれたアロマバスです。	

ピュアアロマバス	BY	SODASHI

ジュニパーベリー、グレープフルーツ、ヒノキがブレンドされたエッセンシャルオイルと、ミネラル豊富な塩を使用したアロマバ
スは、香りをお楽しみいただきながら心身を癒します。このエッセンシャルオイルには、リンパ系の滞りを緩和して血液の循環
を促し、気分を高揚させる効果もあります。

酒風呂

お清めにも用いられる日本酒。日本酒は他のお酒に比べて「アミノ酸」が豊富で、肌のキメやうるおいを保つ効果と、血流が良
くなることで、身体が温まる効果が高まります。日本ならではの酒の香りと、効能どちらもお楽しみいただけます。

バスメニュー



KOH	マニキュア			 70分	

手から活力を蘇らせ、内側から輝く美しいお肌へと導くKOHの製品は、爪のエイジングのために開発されました。整った爪を
磨き整えた後は、美しい光沢を持つKOHマニキュアでしなやかで魅力ある手と指先を演出。働き者の手に贅沢なご褒美を。

KOH	ペディキュア																																														　　　　　　　　　　　　	 80分	

爪のための美容液を使用し乾燥しやすい甘皮を優しくケア。光沢があり健康的な爪に、ライフスタイルやご希望に沿ったペデ
ィキュアをご提案いたします。

シェラック　ハンズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　									 80分	

休日前や大切な日のための、アメリカのプロフェッショナル用ハイブリッドネイルケアシステム「シェラック」の特別なフットケ
ア。ネイルカラーとジェルの良さを融合させたソフトジェルによって足元からパーフェクトな仕上がりを。

メンズハンドネイル	 60分

男性のためのネイルケアメニュー。爪の形を整え、甘皮のケアの後はマッサージでリフレッシュ。大切な会議や打ち合わせの
備えとして。

メンズフットネイル	 	60分

男性のためのフットケアメニュー。普段、靴の中で窮屈になっている足をスクラブで解放させ、爪の形を整えて仕上げてまいり
ます。ビーチやプールサイドに行く時にも。

ワックス
フルレッグ	 45分　				
ハーフレッグ	 30分　
アンダーアーム	 30分　			

ビキニ	 30分　

ネイル



スパのご利用について 
スパのご利用にあたって、下記の注意事項をお読み下さいませ

営業時間 
フォーシーズンズホテル京都 スパは、ご宿泊のお客様だけでなく、ご宿泊でないお客様も 

午前10時から午後10時までお楽しみ頂けます。

ご予約 
ご希望のお時間にトリートメントを受けていただくため、事前のご予約をお勧め致します。 

なお、当日でも空きがございましたらご利用頂けます。

変更・キャンセル 
ご予約の変更・キャンセルは、トリートメントの4時間前までにお願い致します。（スパパッケージは24時間前） 

以降のキャンセルにつきましては、ご予約内容料金の全額を申し受けますので、予めご了承下さい。

ご到着 
リラックスし、よりトリートメント効果を高めるため、トリートメントの30分前までにお越し頂くことをお勧め致します。 

お時間を過ぎてご到着されますと、トリートメントが短縮される場合があり、十分な効果が得られない可能性がございます。

服装 
ご宿泊中のお客様は、バスローブ・スリッパにてお越し頂けます。トリートメント中はセラピストがお客様のプライバシーを 

最大限にケア致します。使い捨て下着のご用意もございますので、ご安心してトリートメントをお楽しみ下さい。

安全 
お客様の健康状態を確認し、最高のひとときをお過ごし頂けるよう、ヘルス・クエッショネアのご記入をお願い致します。

環境 
皆さまに心地よい時間をお過ごし頂けるよう、携帯電話はご宿泊のお部屋、 
もしくはマナーモードの状態でロッカーに置いて頂くようお願い致します。 

なお、スパ施設のご利用は16歳以上のお客様とさせて頂きます。



Category Treatment Minutes Price	JPY Minutes Price	JPY Minutes Price	JPY

フォーシーズンズ京都
シグネチャーセレモニー

清　セレモニー 150 	28,800	

禅　セレモニー　　 150 	28,800	

円相セレモニー 150 	28,800	

雅　リジュビネーションお二人様　　　　 240 	98,000	

京の四季	 春水																																																															 150 	28,800	

紫陽花																																																																																																		 150 	28,800	

明月																			 150 	28,800	

風花 150 	28,800	

フォーシーズンズウェルネ
ス	オブ	ライフ

フォーシーズンズシグネチャーマッサージ						 80 	19,800	 110 	28,800	 150 	36,800	

ディープティシューマッサー	ジ														 80 	19,800	 110 	28,800	 150 	36,800	

アロママッサージ　　　　　　　　											 80 	19,800	 110 	28,800	 150 	36,800	

デトックスマッサージ　　　　　																	 80 	19,800	 110 	28,800	 150 	36,800	

トラディッショナル京都マッサージ　　　　　		 80 	19,800	 110 	28,800	 150 	36,800	

マザーズ・ラブ																																																																							 80 	19,800	 110 	28,800	 150 	36,800	

トラディッショナルフットマッサージ　																										 70 	17,800	

ジェットラグリカバリー　　																																																				 70 	17,800	

きららボディセラピー	 リシェイプ＆リラックス 75 	36,800	 105 	46,800	

ブライトニングボディグロー																													 75 	18,800	

24K	ゴールドリーフスクラブ																														 75 	21,800	

ヘチマボディラップ 75 	21,800	

あでやかフェイシャル フェイスメーキング	by	ビオロジックルシェルシュ	 80 	22,800	 110 	36,800	 150 	46,800	

セコンドスキン	by	ビオロジックルシェルシュ 80 	48,000	 110 	65,000	 150 	90,000	

Sodashiリラクゼーション	フェイシャル　 80 	22,800	

Sodashi	シルクスキン	フェイシャル			 80 	22,800	

メンズフェイシャル 80 	22,800	

	TATCHA	あかりフェイシャル　　　 80 	22,800	

Category Treatment Minutes Price	JPY

憂(オプション) アイセラピー 45 	11,800	

ハンドセラピー						 45 	11,800	

スカルプセラピー　 45 	11,800	

スージングミントフット
セラピー

45 	11,800	

バック（お背中の）	
セラピー　

45 	11,800	

バスメニュー ノコギリソウミルクバス 30 	5,800	

宇治茶風呂 30 	5,800	

ピュアアロマバス 30 	5,800	

酒風呂 30 	5,800	

ネイル シェラック　ハンズ 70 	12,800	

シェラック　フットネ
イル　

80 	13,800	

KOH　マニキュア 70 	11,800	

KOH　ペディキュア																																														 80 	12,800	

メンズハンドネイル 60 	11,800	

メンズフットネイル 60 	12,800	

ワックス フルレッグ 45 	6,800	

ハーフレッグ　　 30 	5,800	

アンダーアーム　 30 	5,800	

ビキニ 30 	5,800	

スパ料金表

スパトリートメント　10:00a.m.-10:00p.m.

*すべての料金に消費税とサービス料を別途申し受けます。 
*料金は予告無く変更する場合がございますのであらかじめご了 
承ください。


