
バランシングボディ
BALANCING BODY

スウェディッシュやロミロミなどを組み合わせたオリジナ
ルオイルトリートメント。
手のひらで包み込む手技と腕全体を使って波打つ深いス
トロークのハンドテクニックは、お客様のお身体の状態に
合わせて圧加減を調整し、全身の緊張を和らげ心身の
バランスを整え、深いリラクゼーションを感じていただけます。

Body oil treatment that combines Swedish and Lomi 
Lomi techniques.  The treatment relieves body tension 
and balance with comfortable pressure and can make 
feel in deep relaxation.

施術時間 90min /所要時間 120min

¥18,000 【 ¥22,374 ( svc / tax)】

シークシグネチャー
SEEK SIGNATURE

沖縄らしさを感じられるオリジナルボディオイルトリート
メント。 月桃オイルを使用して、「動」「静」「強」「弱」の細
やかな動きのハンドテクニックは、奥深く身体の深部に心
地良い刺激が届く感覚は、至福のときへといざないます。

An original body oil treatment that gives you the 
feeling of “Ryukyu” . The technique of “motion and 
stillness” , “strong and weak” movements lead to a 
blissful sensation of deep and comfortable stimulation 
of the body using an essential oil of Alpinia zerumbet.

施術時間 120min /所要時間 150min

¥25,000 【 ¥31,075 ( svc / tax)】

BODY TR E AT M EN T



プロコラジェン エイジティファイ
PRO-COLLAGEN AGE DEFY
ふっくらとしたハリを与える、エイジングケアトリートメント。
1回のトリートメントで、ハリと弾力のある肌に導きます。貴重なミネラルである水晶、トルマリン、
ロードクロサイト、マラカイトや、地中海に育つ海藻パディナパポニカなどの配合成分が肌本来の
働きへのサポートをします。 また、もうひとつの海藻成分であるラミナリアディギターとレッド
コーラルは、ふっくらハリのある健康的な肌へと導きます。

Tackle fine lines and wrinkles with the clinically proven age-defying benefits of marine 
charged Padina Pavonica and Red Coral. Targeted massage encourages optimum cellular 
function for nourished, younger looking skin.

疲れた肌をやさしくいたわり、健康的な肌つやに導くトリートメント。 必須ミネラルや微量元素
（マグネシウム、カリウム、亜鉛、ビタミンA/E）など、肌にとってのスーパーフードを重ねていき、
疲れて消耗した肌を健やかな状態に導いていきます。 もっとなめらかに、ふっくらと、そして
健康的で輝きのあるお肌へ。

A nutritional boost rich in superfoods and essential minerals designed to pack stressed, 
dull skin with energizing, detoxifying actives. Clinically proven to leave skin plumper, 
radiant and lit up with good health.

疲れやストレスを受けた男性のためのメンズエイジングスキンケア。年齢とともに現れる
エイジングサインと乾燥肌、疲れ目のためのメンズフェイシャルトリートメントです。
マルチダイナミックフェイシャルのマッサージは血行を促進し、スカルプマッサージとフット
マッサージが深いリラクゼーションを導きます。
The hard-working facial for ageing, dehydrated skin, and tired eyes. It maximizes cell 
regeneration, as steam and extraction decongest. Multi-dynamic facial massage sequences 
boost circulation, whilst scalp and foot massage deeply relax.

スーパーフード プロラディアンス
SUPERFOOD PRO-RADIANCE

ハイパフォーマンス スキンエナジャイザー
HIGH PERFORMANCE SKIN ENERGISER

Men’s FACIAL

FACIAL TREATMENT

施術時間 60min /所要時間 90min

¥23,000 【 ¥28,589 ( svc / tax)】

施術時間 60min /所要時間 90min

¥23,000 【 ¥28,589 ( svc / tax)】

施術時間 60min /所要時間 90min

¥23,000 【 ¥28,589 ( svc / tax)】



トラディショナル

A body treatment using an essential oil of Alpinia zerumbet and a hot 
stone made of natural basalt to warm core of the body, relieve tension 
and stiffness of muscles can increases blood circulation and 
metabolism.

B ODY  &  HO T S T O N E

「月桃・島げっとう」は、すっきりとさわ
やかな甘さの香りが心を落ち着かせ、
やすらぎを与えます。
筋肉疲労などお身体を鎮静へ導いてくれます。
その他、お肌の保湿・引き締め、抗酸化作用、ホワイトニ
ングなどの効果が期待できます。

月桃オイル
「化石サンゴ」はサンゴを配合した
クレイパック。
サンゴに含まれる70種類のミネラルや
マイナスイオン、遠赤外線効果でくすみ・クマ・透明感を
内側から引き出します。
また、整肌成分ヒトオリゴぺプチド（EGF）も配合。

化石サンゴ

施術時間 90min /所要時間 120min

¥21,000 【 ¥26,103 ( svc / tax)】

PAC K AG E  C O U R S E

TRADITIONAL

月桃オイルを使用したボディトリートメントに天然の玄武石で
できたホットストーンで身体の深部から温め、筋肉の緊張と
コリを和らげ、血行促進と代謝を高められる組み合わせの
パッケージコースとなっています。

ハーモニー
B ODY  &  FAC I A L

施術時間 120min /所要時間 150min

¥32,000 【 ¥39,776 ( svc / tax)】HARMONY

The seek spa original course that combines facial 
treatments and body treatments, incorporating island 
ingredients and coral.  The treatment expects effects 
such as muscle relaxation, skin moisturizing, firmness 
and tightness, anti-oxidation and whitening.  We provide 
personalized counseling and original treatments to 
everyone.

自然の恵みの「ぬちぐさ」や美ら海の「サンゴ」を取り入れた、
フェイシャルとボディトリートメントを組み合わせたシークス
パオリジナルコースです。
お客様一人ひとりの体調や肌のコンディションに合わせた
オートクチュルトリートメントを提供いたします。
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