
SPA AGAROSA
スパ アガローザ  タワーウィング１F

営業時間  12:00 ～ 22:00
外線：0980-88-7205（直通）
客室からは内線 38番へ

SPA TREATMENTS
SPA AGAROSA 
スパ アガローザ

スパアガローザは、南国・石垣島の恵みで心と体をときほぐす

贅沢な島時間をご提供いたします。

自然のエネルギー、優しい肌触り、そして新鮮な香りをたっぷり

お楽しみいただけるメニューと上質なサービスが、内側から

お客様本来の健やかさを引き出します。

潤いに包まれ、笑顔がこぼれる。

体が、心が、軽くなる。

南の島のエネルギーが、旅の後もあなたの中で輝き続けます。

～SPA  AGAROSA ～■お持ちいただくもの
・  ジェットバスをご利用の際は、水着が必要となります。
・  コンタクトレンズをご使用の方は、メガネをおすすめいたします。
    コンタクトレンズを取り外される場合は、レンズケースをご持参下さい。

■ご利用頂けない方
・ 12歳未満の方　
・  医師から入浴、運動、マッサージを禁止されている方
・  海水や海藻、植物によるアレルギーのある方、又は皮膚が敏感な方
・  感染症の疾患、重度の水虫の方
・  妊娠されている方（可能なメニューもございます）
・  飲酒されている方
・  刺青をされている方
・  日焼け、湿疹などでお肌のコンディションがすぐれない方

■ご注意下さい
・  お食事は、メニュー開始1時間前までにお済ませいただくか、終了後
    をおすすめいたします。
・  禁忌事項や健康チェックに当てはまる項目がある場合は、メニュー変更
    のお願いや、施術をお断りさせていただく場合もございます。
・  ご予約のお取消しや変更は、前日（営業時間内）までにご連絡ください。
   ご連絡がない場合は、メニュー代金の全額をお支払いいただきます。
・  当サロンでの施術は、医療行為ではなく、リラクゼーションを目的とした
    ものです。

事前予約制

美ら海　美ら島
もっと美しくなる旅で出逢う
至福のリラクゼーション

SPA  AGAROSA



石垣島沖の海水や石垣島産のオリジナル海藻パック等、
美ら海の恵みを利用したメニューです。

クアオルト 150分 [所要170分] 
海水ジェットバス／美ら海ボディパック または 海塩ボディスクラブ／休息／
体験クチャ洗顔＆美ら島フェイスパック／ボディトリートメント

沖縄ソルトジャーニー 90分 [所要120分]
海塩ボディスクラブ／アロマボディトリートメント
海洋深層水由来のミネラル豊富な海塩に、ハイビスカスやバラエキスを配合した
ジェルがお肌をすべすべに和らげ、アロマの香りで心身を癒し、ハリ・弾力・透明感
を保ちます。

海水ボディ 90分 [所要120分]
海水ジェットバス／アロマボディトリートメント／ヘッドヒーリング
石垣島沖海水を使ったジェットバスと、トロピカルなベースオイル ＋ アロマオイル
による全身トリートメントのコース。

石垣島産もずく・クロレラ等をふんだんに使用したオリジナル全身パック。
ミネラル・ヨード分の豊富な海藻ボディパックでお肌がしっとり潤います。

お肌の余分な角質を取り除くボディケア。
海洋深層水由来のミネラル豊富な海塩とハイビスカスやバラエキスがお肌を
すべすべに和らげます。

Mahae マハエ

◇ 表示料金に別途消費税と、サービス料(13%)を申し受けます。
◇ 2018年10月現在のメニューとなります。

￥29,500

￥17,700

￥16,500

  ￥8,900

￥8,900

話題の微細藻類「石垣島産ユーグレナ」を贅沢に取り入れた、上質なトリート
メントです。独自のエイジングケア成分が素肌の輝きを呼び覚まします。

石垣島ユーグレナB.C.A.D. 

石垣島ユーグレナB.C.A.D.アルティメイトコース150分 [所要180分]
￥44,500

足浴／ボディトリートメント／ フェイシャルトリートメント／ヘッドヒーリング／
トランキリティー（静息）
ユーグレナB.C.A.D.ラインナップを使用した全身トータルトリートメント。
石垣島産ソルトで余分な角質を取り除き、独自のアンチエイジングケア成分が、
肌の潤いやハリ・ツヤを高めます。贅沢な上質ケアが心地よく全身を解きほぐします。

◇ 　　は、おすすめの組合せメニューです。

タラソ・ラグジュアリー 90分 [所要120分] 
美ら海ボディパック／体験クチャ洗顔＆美ら島フェイスパック／
アロマボディトリートメント
全身ボディパックにお顔のケアとボディトリートメントを組み合わせたトータルトリ
ートメント。ミネラルたっぷりな石垣島産もずく・クロレラなど海藻成分をふんだん
に使ったオリジナルパックやクチャ洗顔・美ら島フェイスパックなど沖縄ならではの
贅沢なコースです。

￥22,500

フェイシャルトリートメント
　　シークワァ―サー 60分 [所要90分]
　　うつぐみ             60分 [所要90分]
   

フルボディトリートメント
　　シークワァ―サー 90分 [所要120分]
　　うつぐみ             90分 [所要120分] 

沖縄特産の柑橘系果実成分入りベースオイルを使用した「シークワァーサー」と
トロピカルなベースオイルを使用した「うつぐみ」の2コースから選べる
美ら島の恵みを取り入れたアロマトリートメントです。

ボディトリートメント／ヘッドヒーリング／トランキリティー（静息）
沖縄果実やアロマオイルを使用してお身体～頭皮のリンパまでゆっくりと流し、
ストレスの緩和や精神安定などリラクゼーション効果の高いトリートメントです。

【60分】クレンジング＞クチャ洗顔＞デコルテ～フェイストリートメント（スチーム付き）
＞パター・吸引＞フェイスパック＞整肌
【40分】クレンジング＞クチャ洗顔＞フェイストリートメント＞フェイスパック＞整肌
柑橘系の爽やかな香りや、南国のフルーツやハーブの香りに包まれたフェイシャル
トリートメント。美肌効果が実感できます。

Ｋａｎａｓａ カナサ

アロマフュージョン
　　シークワァ―サー 90分 [所要120分]
　　うつぐみ             90分 [所要120分]
足浴／ボディトリートメント／フェイシャルトリートメント／ヘッドヒーリング
全身トリートメントにお顔のケアとヘッドヒーリングを組み合わせたトータル
トリートメント。アロマの香りと美ら島の恵みに包まれた、リラクゼーション効果
の高いコースです。

￥22,000
￥20,500

●

●

￥18,000
￥16,500

●

●

アロマ精油や沖縄特産の果実の香りに包まれた、全身のボディトリートメント。
シークワァ―サーコースでは、果実入りの足浴がセット。足からも全身を温めます。

ボディトリートメント
　　シークワァ―サー 60分 [所要90分]
　　うつぐみ             60分 [所要90分］

￥15,500
￥13,000
￥   8,900

●

●

￥13,500
￥12,000
￥  8,000

●

●

●

●

ハイビスカス・クールパック全身 30分
日焼け後のダメージ肌を心地よくクールダウン。
ハイビスカス・ミントを使用した冷却パックで、お肌を落ち着かせ鎮静効果が
期待できます。

 

[所要60分] ￥7,600

￥11,500
￥  8,900

沖縄産の成分（シークワァーサー、もずく、クロレラなど）を使用した足浴＋膝下の
アロマトリートメント。足のむくみ・冷え・疲れを和らげます。　

フットトリートメント
　　シークワァ―サー 40分 [所要75分]
　　うつぐみ             40分 [所要75分]

全コース「スパ アガローザ」と「ユーグレナ社」による共同開発オリジナルオイル
）く除はグンリーヒドッヘ※（。すましたいトンゼレプを      本1ルイオのこ、し用使

全コース「スパ アガローザ」と「ユーグレナ社」による共同開発オリジナルオイル
）く除はグンリーヒドッヘ※（。すましたいトンゼレプを      本1ルイオのこ、し用使

石垣島ユーグレナB.C.A.D.フュージョンコース90分 [所要120分]
￥29,800

足浴／ボディトリートメント／フェイシャルトリートメント／ヘッドヒーリング
石垣島産のソルト入りオイルでお身体をすべすべに和らげながら、ユーグレナB.C.A.D.の
有用成分が素肌の奥（角質）まで浸透し、潤いの続くお肌へ導きます。

石垣島ユーグレナB.C.A.D.ボディトリートメント
       ディープ  90分 [所要120分]
       フロー     60分 [所要  90分]

￥27,500
￥19,500

石垣島ユーグレナB.C.A.D.ヘッドヒーリング30分 [所要50分]
ハンドによる、頭皮～首～肩までのトリートメント。
スパオリジナルオイルを使用し、頭皮のリンパをゆっくりと流していきます。石垣島産
ユーグレナエキスにより、毛乳頭細胞の増殖促進とダメージ修復作用で毛根を強く、
髪をより艶やかに。眼精疲労回復・フェイスアップ効果も期待できます。

￥7,500

クレンジング＞クチャ洗顔＞デコルテ～フェイストリートメント（スチーム付き）＞
パター・吸引＞月桃パック＞整肌
保湿効果の高い月桃オーガニック粧材を使用したデコルテ～お顔のトリートメント。
敏感肌の方にもおすすめです。

沖縄産の高価で希少な月桃のオイルを使用した
スペシャルなトリートメントです。

月桃ボディトリートメント 60分[所要90分]

月桃フェイシャルトリートメント 60分[所要90分]

足浴／月桃ボディトリートメント
石垣島産月桃足浴後に月桃オイルでの全身トリートメント。
心身を癒し安らぎを与えてくれます。

月桃フルボディトリートメント90分 [所要120分]
足浴／月桃ボディトリートメント／ヘッドヒーリング／トランキリティー（静息）
石垣島産・月桃足浴後に月桃オイルでの全身トリートメント＋ヘッドヒーリング。
その後、静息を加え精神を落ち着かせます。
心身を癒し、深いリラクゼーション効果があります。

月ぬ美しゃコース150分 [所要170分]
足浴／月桃フルボディトリートメント／月桃フェイシャルトリートメント／
ヘッドヒーリング／トランキリティー（静息）
希少で高価な石垣島産の月桃オイルを使用したスペシャルで贅沢なコース。
「月桃」の優れた効果と保湿力で、甘くすっきりとした香りにゆったり癒され、ヘッド
～足先までの全身トータルケアです。

月  桃

￥33,500
つきぬかいしゃ

￥19,500

￥16,000

￥14,000

げっとう

40分 [所要75分］

40分 [所要60分]

石垣島ユーグレナB.C.A.D.フェイシャルコース
　　アンチエイジング 90分 [所要120分]
　　リフトアップ         60分 [所要  90分] 

￥31,000
￥22,500

●

●

【アンチエイジング】 足浴＞背面トリートメント＞フェイスクレンジング＞ピーリング＞
                                アイトリートメント＞デコルテ・フェイストリートメント＞マスク＞
                                ヘッド＞整肌

独自のエイジングケア成分とアイトリートメントを取り入れ、潤いとハリを高めあい、
お顔のリフトアップ効果が期待できます。

【リフトアップ】         足浴＞フェイスクレンジング＞アイトリートメント＞
                                デコルテ・フェイストリートメント＞マスク＞ヘッド＞整肌

深い圧でストロークが長く、リラックス感や疲労回復へと導く、リゾートらしい
ダイナミックな手法です。

【ディープ】 足浴＞背面（スクラブ）・脚＞ 前面＞腹部・デコルテ＞ヘッド
【 フロー 】  足浴＞背面・脚＞デコルテ＞ヘッド

●

●

石垣島沖の海水に浸り、島の恵みを存分に取り入れた全身ケア・トータル
トリートメント。健康増進・回復を目的としたゆったりとしたコースです。
◇ボディパックかボディスクラブのいずれかをお選びいただけます。

ボティパック 30分／シャワー
美ら海ボディパック  [所要60分]

美ら海・海塩ボディスクラブ  [所要60分]
ボティスクラブ 30分／シャワー


