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OPENING HOURS
Daily from 10:00 am to 10:00 pm
SCHEDULING AN APPOINTMENT
To schedule an appointment for the perfect treatment,
please speak with our specialist Spa Reception team,
which will guide you to the right choice. Hotel guests
can dial 6863 from their room telephone. From
outside the hotel, please call 03 6270 2299. To ensure
that your preferred time and service is available, we
recommend advance booking. For non-hotel guests,
reservations must be guaranteed with a credit card.
The minimum age of 16 is required for access to and
treatments at The Peninsula Spa.
CANCELLATION POLICY
A 50% cancellation charge will be incurred for any
treatment or spa program not cancelled at least 24
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The Peninsula Spa
6/F, The Peninsula Tokyo, 1-8-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006 Japan
Tel: +81 (3) 6270 2299 Fax: +81 (3) 6270 2866
E-mail: spaptk@peninsula.com
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RESERVATIONS AND INFORMATION

ご予約・お問合せ
hours prior to appointment. Cancellation within
12 hours will incur a 100% charge.
ARRIVAL TIME
You are encouraged to arrive 60 minutes prior to
your appointment in order to change, relax and enjoy
the facilities at the spa. Please be advised that late
arrivals will result in a reduction of treatment time.
SPA TREATMENT AND FACILITY
A full range of specialized treatments are available,
and include use of the spa facilities, including the
thermal suite and relaxation areas. All treatments
and prices are subject to change without prior
notice.
SPA TREATMENT ROOM FOR TWO
Spa guests reserving a one-hour-and-20-minute spa
treatment or longer may book the spa treatment
room for two people, for ¥10,800, subject to
availability at the time of reservation.

ザ・ペニンシュラ スパ
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-8-1-6 階
ザ・ペニンシュラ東京内

Tel: 03 6270 2299 Fax: 03 6270 2866
E-mail: spaptk@peninsula.com
営業時間

10:00 – 22:00（年中無休）
ご予約
お客様に最適なトリートメントをお受けいただくため、経
験豊富なスパレセプショニストにご相談ください。
トリー
トメントのご予 約・ご質 問は館 内スパ専 用 予 約 内 線
6863まで、館外からは03 6270 2299までお問い合わせ
ください。
ご希望のお時間にトリートメントをお受けいた
だけるよう、事前のご予約をおすすめしております。
ま
たホテルにご宿泊されていないお客様は、
ご予約を承
る際にクレジットカードのご登録が必要となります。16歳
未満の方は、スパ・リラクゼーション施設をご利用いた
だけませんので、予めご了承ください。
お取り消し料金
ご予約時間の24 時間前までのお取り消しは無料とな
ります。24 時間前を過ぎてからのお取り消しは、正規料
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2014 PRICE LIST
料金表

金の50% 、12 時間前を過ぎてのお取り消し、
もしくは
ご連絡がなくご予約時間にお見えにならなかった場
合には、正規料金の100%を申し受けます。
ご到着時間
サウナなどのリラクゼーション施設をお楽しみいただく
ため、
ご予約の1 時間前にお越しいただくことをおすす
めいたします。
また、
ご予約時間を過ぎてのご到着の際
は、
トリートメント時間を短縮させていただく場合もござ
いますので予めご了承ください。
トリートメントメニュー / スパ・リラクゼーション施設
ザ・ペニンシュラ スパでは、様々なオリジナルトリートメ
ントをご用意しております。
トリートメントをお受けいただくすべてのお客様は、サー
マルスイート、
リラクゼーションルームやロッカールーム
などのリラクゼーション施 設をご 利 用いただけます。
メニュー内容・料金は予告なく、変更する場合がござい
ますので予めご了承ください。
二名様用トリートメントルーム
のご利用からご予約を
トリートメント
（1 時間 20 分以上）
ご予約状況によりご案内
承ります（ 2 名１室 ¥10,800 ）。
できない場合がございますので、予めご了承ください。
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SPA TARIFF
INSIDE

PENINSULA CEREMONIES
Keihatsu Enlightenment Massage
Spirit of Peninsula Body Treatment
Lighten and Brighten Face and Back Treatment
Tailor-made Time (price for 3 hours 50 minutes includes complimentary
access to the Fitness Center and Swimming Pool)
Tailor-made Time for Two
(price is for two people and includes room charge)

¥39,500
¥39,500
¥39,500
¥59,000
¥69,000

1 時間 30 分

¥60,000

ドーシャ ストーン マッサージ&ハーバル ボディ マスク
ピタ パシファイヤー
カパ スティミュレーター
ヴァータ コンフォーター

1 時間 50 分
1 時間 50 分
1 時間 50 分

¥39,500
¥39,500
¥39,500

¥59,000
¥39,500

ESPA アーユルヴェディック インフルエンス
パルヴァ カルマ フォーハンド マッサージ
チャクラ バランシング ホットストーン マッサージ

1 時間 50 分
1 時間 50 分

¥59,000
¥39,500

1 hour 20 minutes
1 hour 50 minutes

¥29,500
¥39,500

ESPA フェイシャル フォーカス
スキンブライトナー エイジディファイヤー
バック&フェイス&スカルプ ホットストーン マッサージ

1 時間 20 分
1 時間 50 分

¥29,500
¥39,500

1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥31,000
¥31,000
¥31,000

ESPA アドバンス スーパーアクティブ フェイシャル
カーム & スーズ フェイシャル
リペア & リストア フェイシャル
リフト & ファーム フェイシャル

1 時間 20 分
1 時間 20 分
1 時間 20 分

¥31,000
¥31,000
¥31,000

50 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥23,000
¥31,000
¥31,000

50 分
1 時間 20 分
1 時間 20 分

¥23,000
¥31,000
¥31,000

¥39,500
¥39,500
¥39,500
¥59,000
¥69,000

1 hours 30 minutes

¥60,000

DOSHA SPECIFIC HOT STONE MASSAGE AND HERBAL BODY MASK
Pitta Pacifier
Kapha Stimulator
Vata Comforter

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes

¥39,500
¥39,500
¥39,500

ESPA AYURVEDIC INFLUENCE
Purva Karma Four Hand Massage
Chakra Balancing with Hot Stones

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes

ESPA FACIAL FOCUS
Skin Brightener Age Defyer Facial
Back, Face and Scalp Massage with Hot Stones
ESPA ADVANCED SUPER ACTIVE FACIALS
Calm and Soothe Facial
Repair and Restore Facial
Lift and Firm Facial
INTRACEUTICALS FACIALS
Rejuvenate Oxygen Infusion Facial
Opulence Oxygen Infusion Facial

ペニンシュラ セレモニーズ
ケイハツエンライトメント マッサージ
スピリット オブ ペニンシュラ ボディ トリートメント
ライトン&ブライトン フェイス&バック トリートメント
“タイム”
（3時間50分のコースのみ：プール、ジムのご利用含む）
おふたりさまの“タイム” トリートメント
（2名様用トリートメントルームご利用料金とトリートメント料金を含む）

1 時間 50 分
1 時間 50 分
1 時間 50 分
2 時間 50 分
3 時間 50 分

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
2 hours 50 minutes
3 hours 50 minutes

イントラシューティカル フェイシャル
高濃度酸素プレミアムフェイシャル
高濃度酸素ホワイトニングフェイシャル

②
ESPA アロマテラピー インテンシブ フェイシャル

ESPA INTENSIVE FACIALS
Instant Brightener
Skin Rescue
Oil Controller
Desensitizer

50 minutes
50 minutes
50 minutes
50 minutes

¥22,500
¥22,500
¥22,500
¥22,500

インスタント ブライトナー
スキン レスキュー
オイル コントローラー
ディセンシタイザー

50分
50分
50分
50分

¥22,500
¥22,500
¥22,500
¥22,500

ESPA FOR MEN
Mankind
Men’s Facial, Shoulder and Scalp Massage
Back, Face and Scalp Massage with Hot Stones

1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 50 minutes

¥29,500
¥22,500
¥39,500

ESPA フォーメン
マンカインド
メンズ フェイシャル&ショルダー&スカルプ マッサージ
アンチストレス ホットストーン マッサージ フォー メン

1 時間 20 分
50分
1 時間 50 分

¥29,500
¥22,500
¥39,500

テンションリリーフ マッサージ

50分
1 時間 20 分
50分
1 時間 20 分
50分
1 時間 20 分
50分
1 時間20分
50分
1 時間20分
50 分
1 時間20分
1 時間 20 分

¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥23,000
¥31,000
¥29,500

1 時間 20 分
50分
50分
50分

¥31,000
¥23,000
¥22,500
¥22,500

ESPA BODY MASSAGE
Aromatherapy Massage (Choose from the treatments and times below:)
Detoxifier / De-stresser / Muscle Relaxer /
Jet-lag Eliminator / Immune Booster
An Influence of Shiatsu Body Massage

ESPA ボディ マッサージ
アロマテラピー マッサージ（トリートメントと時間は下記よりお選びいただけます）
ディトキシファイヤー / ディストレッサー / マッスル リラクサー /
ジェットラグ エリミネーター / イミューン ブースター
アキュプレッシャー ボディ マッサージ

Tension Relief Massage

50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥23,000
¥31,000
¥29,500

ESPA SPECIALITY TREATMENTS
Pre- and Post-Natal Treatment
Maternity Massage
Anti-cellulite Hip and Thigh
Deep Cleansing Back Massage

1 hour 20 minutes
50 minutes
50 minutes
50 minutes

¥31,000
¥23,000
¥22,500
¥22,500

ESPA スペシャル トリートメント
プレ&ポスト ネータル トリートメント
マタニティ マッサージ
アンチセルライト ヒップ&タイ
ディープ クレンジング バック マッサージ

55 minutes
1 hour 10 minutes

¥18,000
¥19,000

ESPA フィニッシング タッチ
ハンド&ネイル ホットストーン トリートメント
フット&ネイル ホットストーン トリートメント

40 minutes
25 minutes

¥11,500
¥8,000

Balinese Massage
Swedish Massage
Muscle Reviver Body Massage
Deep Tissue Massage

バリニーズ マッサージ
スウェディッシュ マッサージ
マッスルリバイバー ボディ マッサージ
ディープティシュー マッサージ

①
ESPA FINISHING TOUCHES
Hand and Nail Treatment with Hot Stones
Foot and Nail Treatment with Hot Stones
WAXING
Full Leg and Bikini
Half Leg
Underarm

55 minutes
25 minutes
25 minutes

¥14,500
¥8,000
¥8,000

Full Leg
Bikini

PENINSULA HALF-DAY SPA JOURNEYS
(1 hour 50 minutes, including lunch. Choose one program from below:)
De-stress / Detox Anti-cellulite / ESPA for Men / Bride-to-Be / Mother-to-Be

¥42,000

PENINSULA FULL-DAY SPA JOURNEYS
(3 hours 50 minutes, including lunch, and access to pool and fitness center. Choose one program from below:)
Tokyo Time-out
¥69,000
Jet-lag Eliminator
¥69,000
Detox and Renew
¥69,000
Ayurvedic Experience
¥69,000
Bridal Pamper Day
¥69,000
WEEKDAY SPA ESCAPE
(1 hour 50 minutes, including lunch and access to pool)
Weekday Spa Escape

¥34,000

All prices are inclusive of consumption tax and subject to a 15% service charge.

12/2013

Open: 283mm(H) x 240mm(W)
Folded: 95mm(H) x 240mm(W)

ワックス脱毛
両足とビキニライン
両膝下
両ワキ

55分
25分
25分

¥14,500
¥8,000
¥8,000

ペニンシュラ ハーフデイ スパ ジャーニー
（トリートメント1 時間 50 分、ランチ付き。プログラムは下記よりお選びいただけます）
ディストレス / デトックス アンチセルライト / ESPA フォー メン /
ブライド トゥ ビー / マザー トゥ ビー

¥18,000
¥19,000

40分
25分

¥11,500
¥8,000

¥42,000

ペニンシュラ フルデイ スパ ジャーニー
（トリートメント3 時間 50 分、ランチ付き、プール、ジムのご利用。プログラムは下記よりお選びいただけます）
東京タイムアウト
¥69,000
ジェットラグ エリミネーター
¥69,000
デトックス&リニュー
¥69,000
アーユルヴェディック エクスペリエンス
¥69,000
ブライダル パンパー デイ
¥69,000
ウィークデイ スパ エスケープ
（トリートメント1時間 50 分、ランチ付き、プールのご利用。平日限定でご利用いただけます)
ウィークデイ スパ エスケープ

料金には、消費税と15%のサービス料が含まれております。

PTK Original Paper
76.5 kg

両足
ビキニライン

55分
1 時間 10 分

Two fold

¥34,000

SPA TARIFF
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PENINSULA CEREMONIES
Keihatsu Enlightenment Massage
Spirit of Peninsula Body Treatment
Lighten and Brighten Face and Back Treatment
Tailor-made Time (price for 3 hours 50 minutes includes complimentary
access to the Fitness Center and Swimming Pool)
Tailor-made Time for Two
(price is for two people and includes room charge)

¥39,500
¥39,500
¥39,500
¥59,000
¥69,000

1 時間 30 分

¥60,000

ドーシャ ストーン マッサージ&ハーバル ボディ マスク
ピタ パシファイヤー
カパ スティミュレーター
ヴァータ コンフォーター

1 時間 50 分
1 時間 50 分
1 時間 50 分

¥39,500
¥39,500
¥39,500

¥59,000
¥39,500

ESPA アーユルヴェディック インフルエンス
パルヴァ カルマ フォーハンド マッサージ
チャクラ バランシング ホットストーン マッサージ

1 時間 50 分
1 時間 50 分

¥59,000
¥39,500

1 hour 20 minutes
1 hour 50 minutes

¥29,500
¥39,500

ESPA フェイシャル フォーカス
スキンブライトナー エイジディファイヤー
バック&フェイス&スカルプ ホットストーン マッサージ

1 時間 20 分
1 時間 50 分

¥29,500
¥39,500

1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥31,000
¥31,000
¥31,000

ESPA アドバンス スーパーアクティブ フェイシャル
カーム & スーズ フェイシャル
リペア & リストア フェイシャル
リフト & ファーム フェイシャル

1 時間 20 分
1 時間 20 分
1 時間 20 分

¥31,000
¥31,000
¥31,000

50 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥23,000
¥31,000
¥31,000

50 分
1 時間 20 分
1 時間 20 分

¥23,000
¥31,000
¥31,000

¥39,500
¥39,500
¥39,500
¥59,000
¥69,000

1 hours 30 minutes

¥60,000

DOSHA SPECIFIC HOT STONE MASSAGE AND HERBAL BODY MASK
Pitta Pacifier
Kapha Stimulator
Vata Comforter

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes

¥39,500
¥39,500
¥39,500

ESPA AYURVEDIC INFLUENCE
Purva Karma Four Hand Massage
Chakra Balancing with Hot Stones

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes

ESPA FACIAL FOCUS
Skin Brightener Age Defyer Facial
Back, Face and Scalp Massage with Hot Stones
ESPA ADVANCED SUPER ACTIVE FACIALS
Calm and Soothe Facial
Repair and Restore Facial
Lift and Firm Facial
INTRACEUTICALS FACIALS
Rejuvenate Oxygen Infusion Facial
Opulence Oxygen Infusion Facial

ペニンシュラ セレモニーズ
ケイハツエンライトメント マッサージ
スピリット オブ ペニンシュラ ボディ トリートメント
ライトン&ブライトン フェイス&バック トリートメント
“タイム”
（3時間50分のコースのみ：プール、ジムのご利用含む）
おふたりさまの“タイム” トリートメント
（2名様用トリートメントルームご利用料金とトリートメント料金を含む）

1 時間 50 分
1 時間 50 分
1 時間 50 分
2 時間 50 分
3 時間 50 分

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
2 hours 50 minutes
3 hours 50 minutes

イントラシューティカル フェイシャル
高濃度酸素プレミアムフェイシャル
高濃度酸素ホワイトニングフェイシャル

②
ESPA アロマテラピー インテンシブ フェイシャル

ESPA INTENSIVE FACIALS
Instant Brightener
Skin Rescue
Oil Controller
Desensitizer

50 minutes
50 minutes
50 minutes
50 minutes

¥22,500
¥22,500
¥22,500
¥22,500

インスタント ブライトナー
スキン レスキュー
オイル コントローラー
ディセンシタイザー

50分
50分
50分
50分

¥22,500
¥22,500
¥22,500
¥22,500

ESPA FOR MEN
Mankind
Men’s Facial, Shoulder and Scalp Massage
Back, Face and Scalp Massage with Hot Stones

1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 50 minutes

¥29,500
¥22,500
¥39,500

ESPA フォーメン
マンカインド
メンズ フェイシャル&ショルダー&スカルプ マッサージ
アンチストレス ホットストーン マッサージ フォー メン

1 時間 20 分
50分
1 時間 50 分

¥29,500
¥22,500
¥39,500

テンションリリーフ マッサージ

50分
1 時間 20 分
50分
1 時間 20 分
50分
1 時間 20 分
50分
1 時間20分
50分
1 時間20分
50 分
1 時間20分
1 時間 20 分

¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥23,000
¥31,000
¥29,500

1 時間 20 分
50分
50分
50分

¥31,000
¥23,000
¥22,500
¥22,500

ESPA BODY MASSAGE
Aromatherapy Massage (Choose from the treatments and times below:)
Detoxifier / De-stresser / Muscle Relaxer /
Jet-lag Eliminator / Immune Booster
An Influence of Shiatsu Body Massage

ESPA ボディ マッサージ
アロマテラピー マッサージ（トリートメントと時間は下記よりお選びいただけます）
ディトキシファイヤー / ディストレッサー / マッスル リラクサー /
ジェットラグ エリミネーター / イミューン ブースター
アキュプレッシャー ボディ マッサージ

Tension Relief Massage

50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥23,000
¥31,000
¥29,500

ESPA SPECIALITY TREATMENTS
Pre- and Post-Natal Treatment
Maternity Massage
Anti-cellulite Hip and Thigh
Deep Cleansing Back Massage

1 hour 20 minutes
50 minutes
50 minutes
50 minutes

¥31,000
¥23,000
¥22,500
¥22,500

ESPA スペシャル トリートメント
プレ&ポスト ネータル トリートメント
マタニティ マッサージ
アンチセルライト ヒップ&タイ
ディープ クレンジング バック マッサージ

55 minutes
1 hour 10 minutes

¥18,000
¥19,000

ESPA フィニッシング タッチ
ハンド&ネイル ホットストーン トリートメント
フット&ネイル ホットストーン トリートメント

40 minutes
25 minutes

¥11,500
¥8,000

Balinese Massage
Swedish Massage
Muscle Reviver Body Massage
Deep Tissue Massage

バリニーズ マッサージ
スウェディッシュ マッサージ
マッスルリバイバー ボディ マッサージ
ディープティシュー マッサージ

①
ESPA FINISHING TOUCHES
Hand and Nail Treatment with Hot Stones
Foot and Nail Treatment with Hot Stones
WAXING
Full Leg and Bikini
Half Leg
Underarm

55 minutes
25 minutes
25 minutes

¥14,500
¥8,000
¥8,000

Full Leg
Bikini

PENINSULA HALF-DAY SPA JOURNEYS
(1 hour 50 minutes, including lunch. Choose one program from below:)
De-stress / Detox Anti-cellulite / ESPA for Men / Bride-to-Be / Mother-to-Be

¥42,000

PENINSULA FULL-DAY SPA JOURNEYS
(3 hours 50 minutes, including lunch, and access to pool and fitness center. Choose one program from below:)
Tokyo Time-out
¥69,000
Jet-lag Eliminator
¥69,000
Detox and Renew
¥69,000
Ayurvedic Experience
¥69,000
Bridal Pamper Day
¥69,000
WEEKDAY SPA ESCAPE
(1 hour 50 minutes, including lunch and access to pool)
Weekday Spa Escape

¥34,000

All prices are inclusive of consumption tax and subject to a 15% service charge.
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Open: 283mm(H) x 240mm(W)
Folded: 95mm(H) x 240mm(W)

ワックス脱毛
両足とビキニライン
両膝下
両ワキ

55分
25分
25分

¥14,500
¥8,000
¥8,000

ペニンシュラ ハーフデイ スパ ジャーニー
（トリートメント1 時間 50 分、ランチ付き。プログラムは下記よりお選びいただけます）
ディストレス / デトックス アンチセルライト / ESPA フォー メン /
ブライド トゥ ビー / マザー トゥ ビー

¥18,000
¥19,000

40分
25分

¥11,500
¥8,000

¥42,000

ペニンシュラ フルデイ スパ ジャーニー
（トリートメント3 時間 50 分、ランチ付き、プール、ジムのご利用。プログラムは下記よりお選びいただけます）
東京タイムアウト
¥69,000
ジェットラグ エリミネーター
¥69,000
デトックス&リニュー
¥69,000
アーユルヴェディック エクスペリエンス
¥69,000
ブライダル パンパー デイ
¥69,000
ウィークデイ スパ エスケープ
（トリートメント1時間 50 分、ランチ付き、プールのご利用。平日限定でご利用いただけます)
ウィークデイ スパ エスケープ

料金には、消費税と15%のサービス料が含まれております。

PTK Original Paper
76.5 kg

両足
ビキニライン

55分
1 時間 10 分

Two fold

¥34,000

SPA TARIFF
INSIDE

PENINSULA CEREMONIES
Keihatsu Enlightenment Massage
Spirit of Peninsula Body Treatment
Lighten and Brighten Face and Back Treatment
Tailor-made Time (price for 3 hours 50 minutes includes complimentary
access to the Fitness Center and Swimming Pool)
Tailor-made Time for Two
(price is for two people and includes room charge)

¥39,500
¥39,500
¥39,500
¥59,000
¥69,000

1 時間 30 分

¥60,000

ドーシャ ストーン マッサージ&ハーバル ボディ マスク
ピタ パシファイヤー
カパ スティミュレーター
ヴァータ コンフォーター

1 時間 50 分
1 時間 50 分
1 時間 50 分

¥39,500
¥39,500
¥39,500

¥59,000
¥39,500

ESPA アーユルヴェディック インフルエンス
パルヴァ カルマ フォーハンド マッサージ
チャクラ バランシング ホットストーン マッサージ

1 時間 50 分
1 時間 50 分

¥59,000
¥39,500

1 hour 20 minutes
1 hour 50 minutes

¥29,500
¥39,500

ESPA フェイシャル フォーカス
スキンブライトナー エイジディファイヤー
バック&フェイス&スカルプ ホットストーン マッサージ

1 時間 20 分
1 時間 50 分

¥29,500
¥39,500

1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥31,000
¥31,000
¥31,000

ESPA アドバンス スーパーアクティブ フェイシャル
カーム & スーズ フェイシャル
リペア & リストア フェイシャル
リフト & ファーム フェイシャル

1 時間 20 分
1 時間 20 分
1 時間 20 分

¥31,000
¥31,000
¥31,000

50 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥23,000
¥31,000
¥31,000

50 分
1 時間 20 分
1 時間 20 分

¥23,000
¥31,000
¥31,000

¥39,500
¥39,500
¥39,500
¥59,000
¥69,000

1 hours 30 minutes

¥60,000

DOSHA SPECIFIC HOT STONE MASSAGE AND HERBAL BODY MASK
Pitta Pacifier
Kapha Stimulator
Vata Comforter

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes

¥39,500
¥39,500
¥39,500

ESPA AYURVEDIC INFLUENCE
Purva Karma Four Hand Massage
Chakra Balancing with Hot Stones

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes

ESPA FACIAL FOCUS
Skin Brightener Age Defyer Facial
Back, Face and Scalp Massage with Hot Stones
ESPA ADVANCED SUPER ACTIVE FACIALS
Calm and Soothe Facial
Repair and Restore Facial
Lift and Firm Facial
INTRACEUTICALS FACIALS
Rejuvenate Oxygen Infusion Facial
Opulence Oxygen Infusion Facial

ペニンシュラ セレモニーズ
ケイハツエンライトメント マッサージ
スピリット オブ ペニンシュラ ボディ トリートメント
ライトン&ブライトン フェイス&バック トリートメント
“タイム”
（3時間50分のコースのみ：プール、ジムのご利用含む）
おふたりさまの“タイム” トリートメント
（2名様用トリートメントルームご利用料金とトリートメント料金を含む）

1 時間 50 分
1 時間 50 分
1 時間 50 分
2 時間 50 分
3 時間 50 分

1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
1 hour 50 minutes
2 hours 50 minutes
3 hours 50 minutes

イントラシューティカル フェイシャル
高濃度酸素プレミアムフェイシャル
高濃度酸素ホワイトニングフェイシャル

②
ESPA アロマテラピー インテンシブ フェイシャル

ESPA INTENSIVE FACIALS
Instant Brightener
Skin Rescue
Oil Controller
Desensitizer

50 minutes
50 minutes
50 minutes
50 minutes

¥22,500
¥22,500
¥22,500
¥22,500

インスタント ブライトナー
スキン レスキュー
オイル コントローラー
ディセンシタイザー

50分
50分
50分
50分

¥22,500
¥22,500
¥22,500
¥22,500

ESPA FOR MEN
Mankind
Men’s Facial, Shoulder and Scalp Massage
Back, Face and Scalp Massage with Hot Stones

1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 50 minutes

¥29,500
¥22,500
¥39,500

ESPA フォーメン
マンカインド
メンズ フェイシャル&ショルダー&スカルプ マッサージ
アンチストレス ホットストーン マッサージ フォー メン

1 時間 20 分
50分
1 時間 50 分

¥29,500
¥22,500
¥39,500

テンションリリーフ マッサージ

50分
1 時間 20 分
50分
1 時間 20 分
50分
1 時間 20 分
50分
1 時間20分
50分
1 時間20分
50 分
1 時間20分
1 時間 20 分

¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥23,000
¥31,000
¥29,500

1 時間 20 分
50分
50分
50分

¥31,000
¥23,000
¥22,500
¥22,500

ESPA BODY MASSAGE
Aromatherapy Massage (Choose from the treatments and times below:)
Detoxifier / De-stresser / Muscle Relaxer /
Jet-lag Eliminator / Immune Booster
An Influence of Shiatsu Body Massage

ESPA ボディ マッサージ
アロマテラピー マッサージ（トリートメントと時間は下記よりお選びいただけます）
ディトキシファイヤー / ディストレッサー / マッスル リラクサー /
ジェットラグ エリミネーター / イミューン ブースター
アキュプレッシャー ボディ マッサージ

Tension Relief Massage

50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
50 minutes
1 hour 20 minutes
1 hour 20 minutes

¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥22,500
¥29,500
¥23,000
¥31,000
¥29,500

ESPA SPECIALITY TREATMENTS
Pre- and Post-Natal Treatment
Maternity Massage
Anti-cellulite Hip and Thigh
Deep Cleansing Back Massage

1 hour 20 minutes
50 minutes
50 minutes
50 minutes

¥31,000
¥23,000
¥22,500
¥22,500

ESPA スペシャル トリートメント
プレ&ポスト ネータル トリートメント
マタニティ マッサージ
アンチセルライト ヒップ&タイ
ディープ クレンジング バック マッサージ

55 minutes
1 hour 10 minutes

¥18,000
¥19,000

ESPA フィニッシング タッチ
ハンド&ネイル ホットストーン トリートメント
フット&ネイル ホットストーン トリートメント

40 minutes
25 minutes

¥11,500
¥8,000

Balinese Massage
Swedish Massage
Muscle Reviver Body Massage
Deep Tissue Massage

バリニーズ マッサージ
スウェディッシュ マッサージ
マッスルリバイバー ボディ マッサージ
ディープティシュー マッサージ

①
ESPA FINISHING TOUCHES
Hand and Nail Treatment with Hot Stones
Foot and Nail Treatment with Hot Stones
WAXING
Full Leg and Bikini
Half Leg
Underarm

55 minutes
25 minutes
25 minutes

¥14,500
¥8,000
¥8,000

Full Leg
Bikini

PENINSULA HALF-DAY SPA JOURNEYS
(1 hour 50 minutes, including lunch. Choose one program from below:)
De-stress / Detox Anti-cellulite / ESPA for Men / Bride-to-Be / Mother-to-Be

¥42,000

PENINSULA FULL-DAY SPA JOURNEYS
(3 hours 50 minutes, including lunch, and access to pool and fitness center. Choose one program from below:)
Tokyo Time-out
¥69,000
Jet-lag Eliminator
¥69,000
Detox and Renew
¥69,000
Ayurvedic Experience
¥69,000
Bridal Pamper Day
¥69,000
WEEKDAY SPA ESCAPE
(1 hour 50 minutes, including lunch and access to pool)
Weekday Spa Escape

¥34,000

All prices are inclusive of consumption tax and subject to a 15% service charge.

12/2013

Open: 283mm(H) x 240mm(W)
Folded: 95mm(H) x 240mm(W)

ワックス脱毛
両足とビキニライン
両膝下
両ワキ

55分
25分
25分

¥14,500
¥8,000
¥8,000

ペニンシュラ ハーフデイ スパ ジャーニー
（トリートメント1 時間 50 分、ランチ付き。プログラムは下記よりお選びいただけます）
ディストレス / デトックス アンチセルライト / ESPA フォー メン /
ブライド トゥ ビー / マザー トゥ ビー

¥18,000
¥19,000

40分
25分

¥11,500
¥8,000

¥42,000

ペニンシュラ フルデイ スパ ジャーニー
（トリートメント3 時間 50 分、ランチ付き、プール、ジムのご利用。プログラムは下記よりお選びいただけます）
東京タイムアウト
¥69,000
ジェットラグ エリミネーター
¥69,000
デトックス&リニュー
¥69,000
アーユルヴェディック エクスペリエンス
¥69,000
ブライダル パンパー デイ
¥69,000
ウィークデイ スパ エスケープ
（トリートメント1時間 50 分、ランチ付き、プールのご利用。平日限定でご利用いただけます)
ウィークデイ スパ エスケープ

料金には、消費税と15%のサービス料が含まれております。

PTK Original Paper
76.5 kg

両足
ビキニライン

55分
1 時間 10 分

Two fold

¥34,000

Two fold
Gold Hotstamp

PTK Original Paper
76.5 kg

OPENING HOURS
Daily from 10:00 am to 10:00 pm
SCHEDULING AN APPOINTMENT
To schedule an appointment for the perfect treatment,
please speak with our specialist Spa Reception team,
which will guide you to the right choice. Hotel guests
can dial 6863 from their room telephone. From
outside the hotel, please call 03 6270 2299. To ensure
that your preferred time and service is available, we
recommend advance booking. For non-hotel guests,
reservations must be guaranteed with a credit card.
The minimum age of 16 is required for access to and
treatments at The Peninsula Spa.
CANCELLATION POLICY
A 50% cancellation charge will be incurred for any
treatment or spa program not cancelled at least 24

Open: 283mm(H) x 240mm(W)
Folded: 95mm(H) x 240mm(W)

The Peninsula Spa
6/F, The Peninsula Tokyo, 1-8-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006 Japan
Tel: +81 (3) 6270 2299 Fax: +81 (3) 6270 2866
E-mail: spaptk@peninsula.com

12/2013

RESERVATIONS AND INFORMATION

ご予約・お問合せ
hours prior to appointment. Cancellation within
12 hours will incur a 100% charge.
ARRIVAL TIME
You are encouraged to arrive 60 minutes prior to
your appointment in order to change, relax and enjoy
the facilities at the spa. Please be advised that late
arrivals will result in a reduction of treatment time.
SPA TREATMENT AND FACILITY
A full range of specialized treatments are available,
and include use of the spa facilities, including the
thermal suite and relaxation areas. All treatments
and prices are subject to change without prior
notice.
SPA TREATMENT ROOM FOR TWO
Spa guests reserving a one-hour-and-20-minute spa
treatment or longer may book the spa treatment
room for two people, for ¥10,800, subject to
availability at the time of reservation.

ザ・ペニンシュラ スパ
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-8-1-6 階
ザ・ペニンシュラ東京内

Tel: 03 6270 2299 Fax: 03 6270 2866
E-mail: spaptk@peninsula.com
営業時間

10:00 – 22:00（年中無休）
ご予約
お客様に最適なトリートメントをお受けいただくため、経
験豊富なスパレセプショニストにご相談ください。
トリー
トメントのご予 約・ご質 問は館 内スパ専 用 予 約 内 線
6863まで、館外からは03 6270 2299までお問い合わせ
ください。
ご希望のお時間にトリートメントをお受けいた
だけるよう、事前のご予約をおすすめしております。
ま
たホテルにご宿泊されていないお客様は、
ご予約を承
る際にクレジットカードのご登録が必要となります。16歳
未満の方は、スパ・リラクゼーション施設をご利用いた
だけませんので、予めご了承ください。
お取り消し料金
ご予約時間の24 時間前までのお取り消しは無料とな
ります。24 時間前を過ぎてからのお取り消しは、正規料

①
ザ・ペニンシュラスパ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-8-1-6 階
6/F, The Peninsula Spa, 1-8-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006
Tel: 03 6270 2299 Fax: 03 6270 2866 E-mail: spaptk@peninsula.com Website: peninsula.com

②

2014 PRICE LIST
料金表

金の50% 、12 時間前を過ぎてのお取り消し、
もしくは
ご連絡がなくご予約時間にお見えにならなかった場
合には、正規料金の100%を申し受けます。
ご到着時間
サウナなどのリラクゼーション施設をお楽しみいただく
ため、
ご予約の1 時間前にお越しいただくことをおすす
めいたします。
また、
ご予約時間を過ぎてのご到着の際
は、
トリートメント時間を短縮させていただく場合もござ
いますので予めご了承ください。
トリートメントメニュー / スパ・リラクゼーション施設
ザ・ペニンシュラ スパでは、様々なオリジナルトリートメ
ントをご用意しております。
トリートメントをお受けいただくすべてのお客様は、サー
マルスイート、
リラクゼーションルームやロッカールーム
などのリラクゼーション施 設をご 利 用いただけます。
メニュー内容・料金は予告なく、変更する場合がござい
ますので予めご了承ください。
二名様用トリートメントルーム
のご利用からご予約を
トリートメント
（1 時間 20 分以上）
ご予約状況によりご案内
承ります（ 2 名１室 ¥10,800 ）。
できない場合がございますので、予めご了承ください。

outside

SPA TARIFF

Two fold
Gold Hotstamp

RESERVATIONS AND INFORMATION

PTK Original Paper
76.5 kg

The Peninsula Spa
6/F, The Peninsula Tokyo, 1-8-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006 Japan
Tel: +81 (3) 6270 2299 Fax: +81 (3) 6270 2866
E-mail: spaptk@peninsula.com

Open: 283mm(H) x 240mm(W)
Folded: 95mm(H) x 240mm(W)

OPENING HOURS
Daily from 10:00 am to 10:00 pm

12/2013

ご予約・お問合せ
hours prior to appointment. Cancellation within
12 hours will incur a 100% charge.
ARRIVAL TIME
You are encouraged to arrive 60 minutes prior to
your appointment in order to change, relax and enjoy
the facilities at the spa. Please be advised that late
arrivals will result in a reduction of treatment time.

SCHEDULING AN APPOINTMENT
To schedule an appointment for the perfect treatment,
please speak with our specialist Spa Reception team,
which will guide you to the right choice. Hotel guests
can dial 6863 from their room telephone. From
outside the hotel, please call 03 6270 2299. To ensure
that your preferred time and service is available, we
recommend advance booking. For non-hotel guests,
reservations must be guaranteed with a credit card.
The minimum age of 16 is required for access to and
treatments at The Peninsula Spa.

SPA TREATMENT AND FACILITY
A full range of specialized treatments are available,
and include use of the spa facilities, including the
thermal suite and relaxation areas. All treatments
and prices are subject to change without prior
notice.
SPA TREATMENT ROOM FOR TWO
Spa guests reserving a one-hour-and-20-minute spa
treatment or longer may book the spa treatment
room for two people, for ¥10,800, subject to
availability at the time of reservation.

CANCELLATION POLICY
A 50% cancellation charge will be incurred for any
treatment or spa program not cancelled at least 24

ザ・ペニンシュラ スパ
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-8-1-6 階
ザ・ペニンシュラ東京内

Tel: 03 6270 2299 Fax: 03 6270 2866
E-mail: spaptk@peninsula.com
営業時間

10:00 – 22:00（年中無休）
ご予約

金の50% 、12 時間前を過ぎてのお取り消し、
もしくは
ご連絡がなくご予約時間にお見えにならなかった場
合には、正規料金の100%を申し受けます。
ご到着時間
サウナなどのリラクゼーション施設をお楽しみいただく
ため、
ご予約の1 時間前にお越しいただくことをおすす
めいたします。
また、
ご予約時間を過ぎてのご到着の際
は、
トリートメント時間を短縮させていただく場合もござ
いますので予めご了承ください。

のご利用からご予約を
トリートメント
（1 時間 20 分以上）
ご予約状況によりご案内
承ります（ 2 名１室 ¥10,800 ）。
できない場合がございますので、予めご了承ください。

ご予約時間の24 時間前までのお取り消しは無料とな
ります。24 時間前を過ぎてからのお取り消しは、正規料

二名様用トリートメントルーム

お客様に最適なトリートメントをお受けいただくため、経
験豊富なスパレセプショニストにご相談ください。
トリー
トメントのご予 約・ご質 問は館 内スパ専 用 予 約 内 線
6863まで、館外からは03 6270 2299までお問い合わせ
ください。
ご希望のお時間にトリートメントをお受けいた
だけるよう、事前のご予約をおすすめしております。
ま
たホテルにご宿泊されていないお客様は、
ご予約を承
る際にクレジットカードのご登録が必要となります。16歳
未満の方は、スパ・リラクゼーション施設をご利用いた
だけませんので、予めご了承ください。
お取り消し料金

トリートメントメニュー / スパ・リラクゼーション施設
ザ・ペニンシュラ スパでは、様々なオリジナルトリートメ
ントをご用意しております。
トリートメントをお受けいただくすべてのお客様は、サー
マルスイート、
リラクゼーションルームやロッカールーム
などのリラクゼーション施 設をご 利 用いただけます。
メニュー内容・料金は予告なく、変更する場合がござい
ますので予めご了承ください。
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ザ・ペニンシュラスパ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-8-1-6 階
6/F, The Peninsula Spa, 1-8-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006
Tel: 03 6270 2299 Fax: 03 6270 2866 E-mail: spaptk@peninsula.com Website: peninsula.com
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料金表
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