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SPA PACKAGESスパ   パッケージ 

Set Me Free  セット ミー フリー 

Body Eclipse      90mins    S$185 

Embark on a rejuvenating journey as you go through a total eclipse of the body. A Turkish body scrub to 

cleanse followed by a healing scalp treatment to soothe and relax. Complete this elliptical journey with a 

shower and lavender body moisturiser.  

ボディ エクリプス      90分    S$185 

全身を包み込むようなコースをお楽しみ頂けます。トルコ式ボディスクラブにより肌に溜まった汚れを落とし、肌を回復

させます。そして、シャワーとラベンダーのモイスチャークリームによりお肌を包み込む感覚をお楽しみください。 

Touch of Heaven     120mins   S$255 

Feel the likened touch of heaven as you experience the ultimate escape that sets you on the freeway to 

paradise. Based on Ayurvedic traditions, this treatment begins with an Abhyanga massage; then the 

Shirodhara, where warm oil is trickled down your forehead creating a beautiful sensation, before ending off 

with a scalp massage and Abhyanga face massage. 

タッチ オブ ヘブン     120分    S$255 

天国にいるような心地よさを感じて頂けるコース。アーユルヴェーダを基調とし、アヴィヤンガマッサージから始まり、

額にオイルを注ぎリラクゼーションを促すシロダーラを体験し、癒しの時をお過ごし下さい。そしてスカルプマッサージ

とアヴィヤンガ フェイシャルへと続きます。 

Restore Me  リストアー ミー 

Sparkling Retreat     105mins   S$195 

Brighten up to a brand new you with a sparkling eye treatment and a collagen face care that makes time stand 

still while you relive the glory days. An added leg massage puts the spark back in your steps!  

スパークリング リトリート     105分    S$195 

あなた自身を輝かせ、新たな発見を。目の周りのトリートメントとコラーゲンフェイスケアーが輝かしい日々へと導きま

す。足のマッサージが新たなる一歩へ踏み出すはずみとなるはずです。 

Splash!      120mins   S$265 

Regain balance in your life with a splash of ocean goodness. Begin with a spirulina wrap and aromatherapy 

massage, followed by a spirulina facial that leaves the skin visibly smoother and more youthful.  

スプラッシュ！      120分    S$265 

海洋植物を使用したトリートメントがあなたの日常の生活バランスを整えます。スピルリナラップによるアロマセラピー

から始まり、スピルリナフェイシャルがお肌を滑らかにし、若返らせます。 

 

 



 

 

 Forever Young  フォーエバーヤング 

Green Revolution     105mins   S$195 

Recover lost time with the help of nature. Treat yourself to a healing bamboo scrub and massage that will 

leave you with much zest and vigour. 

グリーンレボリューション     105分    S$195 

失われた時間を自然の力で取り戻す。竹を使用したヒーリングバンブースクラブが体に失われた活力を取り戻させま

す。 

Pamper Me      150mins   S$320 

Be spoiled like a child as your body is completely indulged for a total transformation. Argan oil based 

products, the perfect anti-aging solution, are used with a black soap scrub and Rhassoul body wrap;  followed 

by a Lucas face care that leaves a tingling and cool sensation.  End the session with a fragrant orange 

blossom body moisturiser massage.  

パンパー ミー      150分    S$320 

産まれたての赤ちゃんのような肌を。アルガンオイルを基調成分とし、アンチエイジング効果のある黒石鹸によるスク

ラブと、ガスール粘土パックがお肌に刺激を与え緊張をほぐします。最後にはオレンジの花のボディクリームによるマ

ッサージがございます。 

  

Awaken My Senses  アウェイク マイ センス 

Ready Set Gold     105mins   S$195 

Warm up with this energising ritual as the application of ’liquid gold’ through massage and stretching returns 

to your body the energy it needs. A Lucas face care and scalp massage – just what you need to be back on 

track for the race ahead.  

レディ セット ゴールド      105分    S$195 

水金を使用したマッサージとストレッチにより体に元気と活力を与えます。フェイシャルと頭皮のスカルプマッサージに

よりスッキリとした気分を堪能下さい。 

Gotu Kola Treat     120mins   S$265 

Lift thy spirit with this Gotu Kola based treatment that is sure to perk you up and revitalise your skin. 

Experience a Gotu Kola scrub, wrap and massage and end off with a Marmassage that stimulates all the right 

pressure points. 

ゴツゴラトリート      120分    S$265 

古くからエネルギー源のハーブとして利用されているゴツゴラを使用したトリートメントが肌を甦らせます。ゴツゴラのス

クラブとパックの後には、的確なツボ押しマッサージが体を活気づけます。 

 

 



 

 

MASSAGESマッサージ 

Renew . Recharge . Revive 

Uplift your senses and uncover the healing effects of rhythmic massage techniques that will leave you feeling 

totally energised. 

リニュー、リチャージ、リバイブ 

リズミカルなマッサージによりヒーリング効果をもたらし、五感を高めます。 

Swedish Massage      60/90mins  S$130/S$180 

Swedish massage uses five classical styles of long flowing strokes, kneading, rhythmic tapping, friction and 

vibration to unlock knots and eliminate aches and pains. 

スウェデッシュ マッサージ      60/90分  S$130/S$180 

伝統的な 5 つの方法によるマッサージ。流れるようなストローク、揉みほぐし、タッピング、摩擦とバイブレーションによ

り体のコリを取り除きます 

Aromatherapy Massage    60/90mins  S$130/S$180 

This therapeutic massage optimises the healing properties of essential plant oils and herbs, and is designed 

to promote relaxation and overall well-being. 

アロマセラピー マッサージ     60/90分  S$130/S$180 

植物オイルとハーブを使用したセラピーマッサージにより、ヒーリング効果をも足らずリラクゼーションマッサージ 

Singapore Massage     60/90mins  S$150/S$210 

This wonderful treatment draws on the three Singapore cultures (Chinese, Malay and Indian techniques) to 

deliver an intensely relaxing and calming experience. Specifically designed to expel fatigue from the body as 

well as rid it of daily stresses and tensions. 

シンガポール マッサージ     60/90分  S$150/S$210 

シンガポールの 3 つの文化である、チャニーズ、マレー、インドを融合したトリートメントによりリラクゼーションと癒しを

体験出来ます。体に蓄積されたストレスと疲労の回復に適したマッサージです。 

Freedom Massage     30/60mins  S$75/S$130 

In need of a quick fix for a sore back or a pounding headache? Choose from a series of express massage 

techniques to target those problem areas. Customise your very own massage treatment from a choice of 

express massage techniques to resolve problematic areas e.g. back, hand, foot, head and shoulder. 

フリーダム マッサージ      30/60分  S$75/S$130 

腰痛や頭痛でお悩みではありませんか？ お疲れの箇所に特化したマッサージはいかがでしょうか。ご自身のお好みでオリジ

ナルのマッサージ メニューをお楽しみになれます。背中、手、足、頭、肩など、ご希望の箇所をお選びください。 

 

 

 



 

 

Yuan Qi Healing Massage    60/90mins  S$150/S$210 

Traditional Chinese massage incorporating acupressure techniques that target your meridian point. Feel 

revitalised with energy as your body undergoes a deep healing process. 

ユアン オイ ヒーリングマッサージ    60/90分  S$150/S$210 

古代中国より伝わるマッサージ療法で、指圧マッサージでコリをほぐします。深いツボ押しマッサージにより体の回復

と健康を取り戻します。 

Deep Tissue Massage     60/90mins  S$130/S$180 

The application of slow, intense strokes across the grain of the muscles and an intense energising oil work to 

penetrate deeply into the body to ease tight muscles, release stress and heal tension. 

ディープ テッシュ マッサージ     60/90分  S$130/S$180 

特別に配合されたマッサージオイルを使用したなめらかなストロークによるマッサージが、体の奥深くまで伝わり、筋

肉のコリと疲れを解消させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOR THE GENTLEMEN  男性用 

Health Is Wealth        

Utilising the ancient wisdom of Australian Indigenous people through unique native plant extracts, this 

treatment offers men of all ages genuine and natural healing solutions. 

ヘルス イズ ウェルス 

オーストラリアにて古くから使用されている植物から抽出した成分を用いたマッサージ。どの年代の方にも適しており、

トリートメント効果と、体の健康回復をもたらします。 

Face & Eye Care フェイス ＆ アイ ケアー 

Men-d my Face     60mins   S$120 

A sebum control treatment excellent for oily and problematic skin, coupled with natural masculine Sandalwood 

oil containing antibacterial properties that aid in reducing puffiness. 

メンド マイ フェイス      60分   S$120 

皮脂をコントロールするトリートメントは脂性や、敏感肌の方に最適です。サンダルウッドオイルを使用する事で解毒効

果と、きめ細かい肌へと蘇らせます。 

Youthful Vigour       90mins         S$180 

An intensely hydrating facial to reduce fine lines and create an overall youthful appearance. Helps to minimise 

the signs of aging and sun damage.  

ユースフル ヴィゴール     90分   S$180 

顔の肌に潤いたっぷり与え、しわを無くし、若々しく回復します。しみ、しわ、日焼け後のケアーに最適です。 

Eye & Lip Revival     30mins   S$85 

Specifically created for male related eye problems and dry lips. It reverses skin damage with the powerful 

herbal anti-oxidant Green Tea extract. 

アイ ＆ リップ リバイバル     30分   S$85 

目の周りと乾燥した唇に特化したマッサージ。緑茶から抽出されたハーバルアンチオキシダント成分を使用し、肌のダ

メージを解消します。 

Body Scrub ボディー スクラブ 

A Brand New You     45mins           S$85 

Using Sea Salt body scrub to eliminate the build-up of dead skin cells, daily grime and dirt. Reap the  double 

benefits of looking and feeling like the ‘New Man in Town’! 

ブランド ニュー ユー     45分   S$85 

シーソルトスクラブが古い角質、汚れ、垢を取り除きます。まるで肌が生まれ変わったかのような感覚と、フレッシュな

１日を体験出来ます！ 

 



 

 

FACIALS フェイシャル 

Outer Beauty Inner Health 

Discover your own beauty potential with treatments that transcend outer beauty into a daily well-being 

experience with immediate, visible results. 

アウタービューティー インナー ヘルス   

自身の体内に秘められた美の可能性をトリートメントで高め、目に見える形で外見の美への効果が現れます。 

Face & Eye Care   フェイス ＆ アイケアー 

K-Lift Facial      60/90mins  S$240/S$320 

        

This advanced age-reversal system utilises innovative technologies to achieve a more youthful, smooth and 

lifted appearance. This “Age Management” system works in harmony with the body’s natural energy and 

targets underlying causes and factors associated with aging. 

Ｋリフト フェイシャル      60/90分  S$240/ S$320  

アンチエイジング対応のフェイシャルケアーにより豊かで、滑らかなお肌を取り戻します。このエイジマネージメントシ

ステムは、体本来の持つエネルギーを活かし、老化の原因となる毒素を排出します。 

Express K-Lift      20mins   S$180 

A preventative treatment designed to maintain energy in the cells, strengthen muscle tone and delay the aging 

process. 

エキスプレス Ｋリフト     20分   S$180 

体内の細胞と筋肉を活発化させ、体の老化を防止させる効果があるトリートメント 

Advance Repair Facial     90mins   S$180 

This result-oriented treatment is customised to address specific skin conditions. From hyper pigmentation, 

sensitivity, oily skin and premature aging, this personalised facial helps treat and correct skin concerns. 

アドバンス リペアー フェイシャル    90分   S$180 

お肌のコンディションを整える事を目的としたマッサージ。色素沈着、繊細肌、脂性肌、老化肌など様々なお肌の悩み

をお持ちの方向けのオリジナルメニューをご自身でカスタマイズ出来ます。 

Caviar Facial      90mins          S$250 

This luxurious protein-rich facial firms and regenerates the skin. Counteracts visible signs of aging and 

creates a smoother, supple and youthful looking skin. 

キャビア フェイシャル     90分   S$250 

贅沢なプロテインを使用したフェイシャルマッサージが、お肌を引き締め、蘇らせます。老化を抑制させる効果があり、

スムーズで、しなやかで若々しい肌を取り戻します。 

 

 



 

 

Hydrating Facial      60mins          S$105 

A refreshing facial designed specifically for special skin care needs of rehydrating as it refines the skin. 

Includes an uplifting massage and deep-hydrating masque. Specifically addresses sensitivity, impurities and 

dehydration. 

ハイドレイティング フェイシャル    60分   S$105 

たるみを引締め、お肌にたっぷりうるおいを与えるフェイシャル。溜まった汚れを取り除き、繊細なお肌を取り戻す為、

スペシャルマスクで、肌のきめ細やかさを取り戻します。 

Deep Cleansing Facial     90mins             S$130 

A deep cleansing purifying treatment customised for all skin types. Includes an exfoliating peel to renew the 

skin, a deep-cleansing massage to promote circulation and a masque to balance and nourish the skin. A 

heated hand treatment completes the experience. 

ディープ クレンジング フェイシャル   90分   S$130 

お客様の肌質にあわせた顔の特別クレンジング。詰まった毛穴の汚れや古い角質を取り除きます。スペシャルクレン

ジングとマスクを使用し、若々しいお肌を取り戻します。心地よい熱で癒しと安らぎの世界へ。 

Collagen Intensive Facial    90mins           S$180 

This deluxe collagen facial is a relaxing treatment which includes a natural enzyme peel, minimal extractions, 

an acupressure point and deep cleansing facial massage with organic aromatherapy oils chosen according to 

skin type, plus a hand and arm as well as scalp massage. 

コラーゲン インセンティブ フェイシャル   90分   S$180 

お客様の肌質にあわせた有機アロマオイルを贅沢に使用し、フェイシャル、腕、手、頭皮をケアーするリラクゼーション

マッサージ。天然酵素を使用したピーリングとワンランク上のクレンジングフェイシャルをお楽しみいただけます。 

Eye Rescue      45mins   S$125 

This intensive eye treatment is designed to diminish fine lines and wrinkles up to 27%, improve dark circles, 

smooth puffy eyes and improve clarity. 

アイ レスキュー      45分   S$125 

目の周りの集中スペシャルケアー。目の回りの細かい線やしわを２７％まで取り除きます。目の下のクマを消し、腫れ

ぼったくなった目の周りを明るくします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPA ENHANCERS スパ エンハンサー 

Live the Good Life 

Beauty is the spontaneous expression of a harmonious mind, body & spirit. Treatments based upon Vegan & 

organic ingredients sourced with awareness. 

リブ ザ グッド ライフ 

美とは精神と体と心が伴うことにより成り立つます。ビーガンとオーガニックを原料成分を利用したトリートメントです。 

Body Wrap ボディーラップ 

Moor Mud Wrap     60mins          S$150 

A revitalising European therapy using authentic thermal Moor Mud to heal, soothe and rejuvenate tired 

muscles and dull skin. A loofah scrub is first introduced prior to the wrap. 

ムア マッド ラップ     60分   S$150 

ヨーロッパから取り入れた「ムーア泥」を贅沢に使用したボディーラップ。ヘチマのスクラブを使用し、全身の筋肉の疲

れを和らげ、くすみを消していきます。 

Body Scrub ボディー スクラブ 

Chamomile Scrub     45mins           S$85 

A gentle body scrub recommended for normal to delicate skin types. This scrub is based on finely granulated 

pumice in crème base and chamomile oil, which work together to exfoliate and soften the skin.  

カモミール スクラブ     45分   S$85 

通常肌と敏感肌の方にお勧めのボディスクラブ。細かい粒状のクリームととカモミールオイルのスクラブが角質を取り

除き、柔らかい肌へと蘇ります。 

Hand & Foot Care   ハンド ＆ フットケアー 

Aura Balancing Hand Ritual    60mins   S$58 

オーラ バランシング ハンド リチュアル    60分   S$58 

Aura Balancing Foot Ritual    60mins   S$68 

オーラ バランシング フット リチュアル   60分   S$68 

Deluxe Hand Ritual       90mins         S$88 

デラックス ハンド リチュアル     60分   S$88 

Deluxe Foot Ritual     90mins       S$98 

デラックス フット リチュアル     90分   S$98 

The Gentlemen’s Hand Ritual    60mins           S$58 

ザ ジェントルマンズ ハンド リチュアル    60分   S$58 



 

 

The Gentlemen’s Foot Ritual    60mins           S$68 

ザ ジェントルマンズ フット リチュアル    60分   S$68 

Polish Renewal Ritual        S$25 

ポリッシュ リニューアル リチュアル      S$25 

Waxing ワックス脱毛 

Upper Lip      15mins            S$25 

鼻の下       15分   S$25 

Eyebrows      15mins   S$25 

眉毛       15分   S$25 

Under Arm      20mins            S$35 

脇の下       20分   S$35 

Half Arm      20mins   S$35 

腕（半分）      20分   S$35 

Full Arm      30mins   S$50  

腕（全体）      30分   S$50 

Half Leg            30mins   S$50  

足（半分）      30分   S$50 

Full Leg      50mins   S$80 

足 （全体）      50分   S$80 

Bikini Line      20mins   S$65 

ビキニライン      20分   S$65 

Brazilian      60mins   S$125 

ブラジリアン      60分   S$125 

Back       45mins   S$80 

背中       45分   S$80 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Please allow 10 to 20 minutes for pre and post consultation for all treatments. There will be a 50% penalty charge for 

cancellation or re-scheduling of appointments with less than 24-hour notice. No shows will be charged in full. Please be 

punctual for your appointment. 

施術の前に１０～２０分のカウンセリングがございます。ご予約の時間から２４時間を過ぎた際の、予約時間の変更、又はキャンセ

ルの場合は 50％のキャンセル料金が発生致します。ご予約の際はお気をつけ下さい。 

All prices are subject to prevailing GST. 

上記の料金には、消費税 7％が別途加算されます。 

 


