








トーキョー エクスクルーシブ  オリジナル香油

日本の四季折々の植物に由来しており、産地にこだわって旬の時期に収穫し、土地のパワーを

蓄えた素材からつくられています。春の月桃、たんかん、夏の和はっか、薫衣草（ラベンダー）、秋

の黒文字、高野槙、冬の柚子、ひのきなどからコンディションにあわせてお好みの香りをお選び

ください。

トーキョー マッサージ
富士山の玄武岩を用いて足裏からスタートし、脚、背中をはじめ、リクエストに応じ
て肩や腰などに集中的にマッサージを行います。さらにデコルテ、腕、頭部のツボ
押しまで全身をくまなくほぐし、心身の深いリラクゼーションをもたらします。

トーキョー フェイス
顔の筋肉の張りや左右のバランス状態に応じて、アプローチ方法や時間配分を調
整しながらマッサージを施します。温冷のストーンを交互に使う施術で血行とリンパ
の流れを促して、頭部やデコルテの筋肉もほぐし、ストレス、生活習慣によるゆがみ
や疲労を改善します。

トーキョー ジャーニー
「トーキョー マッサージ」と「トーキョー フェイス」を組み合わせたプログラムで
全身のトータルコンディショニングにお役立ていただけます。

個性的な都市・東京をモチーフに生まれた、パーク ハイアット 東京オリジナルの
ボディーコンディショニングメニューです。日本の四季折々の植物から採取して
つくられた香油を使い、ツボ押しや整体など和の手技、スウェディッシュやドレナー
ジュなど洋の施術に加え、フィットネスストレッチの要素も融合しました。ジャズの
リズムにあわせて、身体のコンディションを本来あるべき状態へと整えながら究極の
癒しへと導きます。

トーキョー エクスクルーシブ

60分  ¥35,000 / 90分  ¥42,000

60分  ¥33,000

100分  ¥52,000



OMOROVICZA （オモロヴィッツァ）

美容先進国のひとつとしても名高いハンガリー、ブダペストのスパブランド。その歴史は古代

ローマ時代に遡り、世界でも珍しい温泉湖、ヘーヴィーズ湖のカルシウムやマグネシウム、銅、

亜鉛を豊富に含む泥や、“Racz Spa”で採取され“ヒーリングウォーター”として愛されてきた

アルカリ性天然水に由来します。ミネラルと天然成分の効果を最大限に引き出すソフトな

ロングストロークを中心に、ハンガリーで古くから受け継がれるマッサージテクニックで筋肉や

経絡にはたらきかけ、心身の緊張をほぐして深いリラクゼーションをもたらすとともに輝くよう

に艶やかな素肌へと導きます。

エスケープ
エッセンシャルオイルで背中の凝りをゆっくりとほぐします。その後、ハンガリアン
フェイシャルでお顔のお手入れを行い、お肌にミネラルをたっぷりと補給します。

エスケープ
温めたミネラルストーンとハンドマッサージで、全身のストレスや凝りを解消します。
ヘッドマッサージと目元のケアも含まれるので、眼精疲労やジェットラグにもおす
すめです。

エスケープ
ミネラル豊富なハンガリー産の泥で背中の角質を取り除き、温めたミネラルストーン
とハンドマッサージで全身をゆっくりとほぐしていきます。仕上げにゴールドフェイ
シャルで顔全体にたっぷりとミネラルを補給し、潤いあるお肌を蘇らせます。

穏やかなエスケープへと導かれる極上のひととき。ハンガリー生まれのスパブランド
「オモロヴィッツァ」の高品質な製品を使用し、疲れや凝りへ集中的にはたらきかける
施術を凝縮しました。ゆっくりと非日常の時間に浸りながら、心と身体にリラクゼー
ションとリフレッシュの相乗効果をもたらします。

タイムエスケープ

90分  ¥38,000

2時間  ¥45,000

3時間  ¥65,000



スイート エスケープ
温めたミネラルストーンとハンドマッサージで全身の凝りをほぐし、日常の疲れやスト
レス解消にはたらきかけます。

スイート エスケープ
疲労を改善しながら、潤いあふれる肌状態へ。温めたミネラルストーンとハンドマッ
サージで全身の凝りをほぐし、続いてハンガリアンフェイシャルでミネラルを補給しま
す。身体を軽やかにし、素肌をみずみずしく仕上げます。

ベスポーク エクスペリエンス

スイートルームをおひとりでゆったりとご利用いただき、極上のプライベートエス
ケープをどうぞ。事前カウンセリングにより、お客様それぞれのご希望や状態に
あわせたメニューを提供いたします。
（トリートメントご予約時間の1時間前にチェックインをお願いいたします。）

プライベートなスイートルームで45階からの素晴らしい眺望とともに、大切な方と2名様
ご一緒に、またはおひとりで贅沢に、スタイルにあわせた優雅なエスケープを。お客様
のコンディションやご希望により、ハンガリー生まれのブランド「オモロヴィッツァ」の
高品質なプロダクトを活用し、気になる部分にはたらきかけ、高いリラクゼーション
効果を実感いただけます。

タイムエスケープ ～ スイート エクスペリエンス

90分  ¥76,000 / 2名様

2時間30分  ¥140,000 / 2名様

2時間  ¥65,000 / 1名様
3時間  ¥92,000 / 1名様



トーキョー フェイス

ベーシック
海藻エキスが配合されたマスクで潤いを与えながら、しっかりとお肌を引き締めます。
植物と海藻に含まれるミネラル成分も補給し、艶やかで健康的な素肌へと導きます。

エイジングケア
特別配合の高濃度ピーリングで肌をリセットした後、有効成分が凝縮されたフロー
ズンアイスマスクでエイジングケアを行う特別コースです。トリートメントの有効成
分が、シミ、しわ、たるみなど、あらゆる加齢のサインにはたらきかけ、素肌を若々
しい状態へと蘇らせます。

ブライトニング
効果性の高いブライトニングマスクを、軽量で密着度の高い石膏（プラスターバン
テージ）で密封し、有効成分を素肌にしっかりと浸透させます。高濃度植物エキスが
過剰なメラニンにはたらきかけ、明るい肌トーンを取り戻します。

ハンガリアン フェイシャル 
ミネラル豊富なハンガリー湿原の泥のマスクを使ったディープクレンジングとスクラブ
で肌の汚れを取り除き、ミネラル成分をたっぷり浸透させて水分と油分のバランスを
整えます。疲労を改善し、健康的で引き締まった肌へ。

ハンガリアン ゴールドフェイシャル
ディープクレンジングとスクラブ後、コロイド性金とヒアルロン酸入りのクリームパッ
クで保湿効果を高めつつ艶やかな明るい肌に。有効成分が肌の深部へと行き渡り
指先が喜ぶようなハリと弾力を取り戻し、お顔の筋肉のリフトアップも期待できます。

ブルーダイヤモンド フェイシャル
ナノ化された整肌成分のダイヤモンドペプチド、必須アミノ酸など厳選された美容成
分が角質層のすみずみまで瞬時になじみ、ダメージやストレスを受けた肌の修復を促
します。オモロヴィッツァ独自の技術 ヒーリング コンセントレイトによりミネラルが効
率よく浸透し、肌にハリと潤いをもたらします。

フェイシャル

60分  ¥33,000

70分  ¥34,000

90分  ¥40,000

90分  ¥40,000

60分  ¥32,000

80分  ¥37,000

80分  ¥42,000

CHOLLEY（ショリー）

エイジングケアの権威、マサート博士がスイスの大自然が育む植物の力に着目し、革新的な研
究で成長を遂げたプロユースのスキンケアブランド。新たな細胞を生み出す幹細胞にはたらき
かけ、肌の老化を防いで再生へと導く独自のテクノロジー“IC-RAMP®”を開発し、最高級
ライン「フィトセル（PHYTOCELL）」シリーズを生み出しました。肌細胞からパワーを引き出
し、肌そのものを強化するので、即効性だけではなく持続性のある効果を実感いただけます。



マッサージ

トーキョー マッサージ
日本の四季折々の植物から採れたオリジナルの香油を用い、和と洋の施術スタイル
を融合した個性的なボディーコンディショニングメニューです。身体のコンディション
を調整し、心身を本来あるべき状態へと蘇らせます。

ミネラルストーン マッサージ
温めたミネラルストーンとハンドマッサージの相乗効果で全身のストレスや凝りを
ゆっくりとほぐしていきます。温めたストーンを使ったマッサージが血行を促進し、
ハンドとストーンの一体感で、より一層のリラクゼーション効果を生み出します。

スウェディッシュ マッサージ
ごく少量のオイルを使用し、しっかりと圧をかけ、筋肉の深部に効果的にはたらき
かける伝統的なマッサージです。慢性の筋肉疲労や全身の倦怠感を解消されたい
方におすすめです。

アロマセラピー マッサージ
身体の状態やお好みにあわせて数種のエッセンシャルオイルをブレンドしてマッ
サージを施します。身体の芯からリラックスできると同時に、深く心地よい睡眠へと
促される効果も期待できます。

マタニティー マッサージ
妊娠中のストレスやむくみ、倦怠感を緩和できるよう、ご要望やコンディションに応
じてブレンドしたエッセンシャルオイルでやさしくマッサージを施しながら、少しずつ
緊張を解き放ちます。妊娠20週以上、あるいは医師の承諾がある方のみお受け
いただけます。

リフレクソロジー
足裏の反射区を刺激し、それに対応する体の内部の活性化をはかります。

ヘッドセラピー
頭部から首、肩、腕とツボと経絡に沿ってマッサージを行い、疲労回復に加え、お顔の
リフティングも期待できます。フェイシャルメニューにプラスすることで、より一層の相
乗効果も。

60分  ¥35,000 / 90分  ¥42,000

60分  ¥31,000 / 90分  ¥38,000

60分  ¥31,000 / 90分  ¥38,000

60分  ¥31,000 / 90分  ¥38,000

60分  ¥31,000

40分  ¥20,000

40分  ¥20,000



ゴールデン ボディートリートメント
ミネラルをたっぷりと含んだ黄金色のシュガースクラブで身体の角質を除去し
ゴールドの粒子入りエッセンシャルオイルで全身をマッサージします。お肌に栄養と
潤いを与えながら、なめらかな手触りの輝く素肌へと仕上げます。

クラシックハンガリアン ボディーラップ
上質なボディーブラシでお肌をやさしく活性化させた後、デトックス効果のある死海
の塩とハンガリーの泥で全身の角質を取り除きます。さらにミネラル豊富なマスクを
全身に塗布し、毛穴の汚れをしっかり落としたら、エッセンシャルオイルでくまなく
マッサージ。素肌の代謝を促進し、心身にリラクゼーションをもたらし、活力を与える
施術です。

アンチセルライト
柔らかで上質なボディーブラシでお肌を活性化させた後、死海の塩とハンガリー湿原
の泥でボディー全体の古い角質を取り除きます。セルライトにはたらきかけるジェル
で脂肪のつきやすい太腿周りの老廃物を流し、最後に引き締め効果が期待できる
エッセンシャルオイルでリンパの流れに沿って全身を軽くマッサージします。

ボディー

90分  ¥40,000

100分  ¥43,000

100分  ¥43,000



ネイル & ビューティーケア

ジェルカラー by O・P・I
LEDライトを使用し、わずか30秒で硬化できるクイックジェルです。通常のジェルネイル
のように爪の表面を削る必要がないため爪にやさしく、マニキュアのような軽いつけ
心地ながら、2週間程持ちが続くのも特長です。

ベーシック マニキュア
（ファイリング、キューティクルケア、カラーリング）

ベーシック ペディキュア
（ファイリング、キューティクルケア、カラーリング）

ベーシックマニュキュア＆ペディキュア

メンズ ハンドケア
（ファイリング、キューティクルケア、バッフィング、スクラブ）

メンズ フットケア
（フットバス、スクラブ、ファイリング、キューティクルケア、角質除去）

メンズ ハンドケア＆フットケア 

¥16,000

¥14,000

　¥13,000

¥14,000

¥26,000

　¥26,000

¥15,000



＜47階 フィットネス施設について＞

・「クラブ オン ザ パーク」は、クラブ会員とご宿泊のお客様だけに開放されたスパ＆フィット

ネス施設です。ご宿泊のお客様は47階フィットネス施設（スイミングプール、ジム、スタジオ、

エアロビクススタジオ、プールサイドラウンジ）を無料でご利用いただけます（45階スパ施設は

おひとり様4,950円 税込）。

・全施設のご利用は16歳以上とさせていただきます。ただし、プールにつきましては保護者

同伴の場合のみ、3歳からご利用いただけます。

・レンタルウェア（有料）も各種ご用意しております。

47階の開放的なアトリウムのもとに広がるフィットネス施設では、インストラクター
によるパーソナルレッスンを各種ご用意しております。

フィットネス

ストレッチ

ジムワークアウト

スイム

ピラティス

30分　 ¥7,700

30分　¥7,700 / 60分　¥15,400

45分　¥15,400

30分 　¥9,900



クラブ オン ザ パーク

施設概要
営業時間： 午前6時～午後10時

45階： クラブ オン ザ パーク受付、トリートメントルーム、ジャグジー、ドライサウナ、スチーム
サウナ、冷水プール、360度ボディーシャワー、リラクゼーションラウンジ、ロッカールーム、
ドレッシングエリア

47階： スイミングプール（20m×8m）、アスレチックジム、エアロビクススタジオ、プールサイド
ラウンジ

スパトリートメントのご予約
・ご予約は午前9時より午後9時まで、「クラブ オン ザ パーク」受付にてお電話にて承ります
（03-5323-3434／客室からは内線22）。
・各種アレルギー、傷害や疾病（糖尿病、高血圧、喘息、伝染病、バセドー病、心臓病など）
で治療中の方はご予約時に、施術内容についてエステティシャンとご相談ください。
・ご予約のキャンセル、変更等はできるだけ早めにご連絡くださいますようお願い申し上げ
ます。なお、下記のキャンセルにつきましては、所定のお取消料を申し受けますのでご了
承ください。

通常メニュー  ご予約時間の5時間以内： 料金の50%
   ご予約時間の2時間以内： 料金の100%
スイートルームのご利用、「タイムエスケープ」メニュー
   ご予約時間の24時間以内： 料金の100%

・ご予約当日は、ゆったりとサービスをお受けいただくために、トリートメントご予約時間の30
分前の受付をおすすめしております。「クラブ オン ザ パーク」45階レセプションへお越し
ください。また、トリートメント直前のアルコール類の摂取はお控え願います。

施設ご利用上の注意
・「クラブ オン ザ パーク」は、クラブ会員とご宿泊のお客様だけに開放されたスパ＆フィット
ネス施設です。ご宿泊のお客様は47階フィットネス施設（スイミングプール、ジム、スタジオ、
プールサイドラウンジ）を無料でご利用いただけます（45階スパ施設はおひとり様4,950円 
税込）。
・「クラブ オン ザ パーク」全施設、およびスパトリートメントメニューのご利用は16歳以上と
させていただきます（47階プールのみ、保護者同伴の場合は3歳以上可）。
・施設内は全館禁煙です。また、携帯電話のご使用はお控えください。
・他のお客様にご迷惑をおかけしたり、ご不快ととらえられる行為および事項、とくに威圧
感のあるタトゥー（刺青）をされている方のご利用はご遠慮いただいております。
・貴重品は客室のセーフティーボックス、または41階フロントにお預けください。

パーク ハイアット 東京では、お客様の安全と健康を常に最優先事項とし、「クラブ オン ザ 
パーク」でも多様な予防措置を講じております。
表示料金はすべて税込です。





ORIGINAL OILS AUTHENTIC TO JAPAN

The selection of 100% authentic oils are derived from natural ingredients found in 

Japan, harnessing the very best that nature has to offer seasonal ly. It includes shel l 

g inger f rom spr ing, lavender and Japanese peppermint f rom summer, Japanese 

umbrella pine from autumn, yuzu and Japanese cypress from winter. The oils may be 

chosen accordingly to the season or by the desired health benef its.

tokyo exclusive

TOKYO MASSAGE  
Using oils authentic to Japan which capture the natural essence of the four 

distinctive seasons, the treatment combines stretching and aligning movements 

with Japanese and Western techniques for a new experience in body-conditioning 

and relaxation massage.

TOKYO FACE                            
A s ignature 60 -minute fac ia l using a var iet y of Eastern and Western 

techniques with hot and cold stones to rel ieve tension and fat igue and 

helps restore balance to your overall appearance.

TOKYO JOURNEY                    
Combinat ion of Tokyo Massage and Tokyo Face, br ing ing a sense of 

well-being and relaxation to the mind, face and body.

Like its namesake—a city that allures with the unexpected—Tokyo Exclusive 

produced by Club On The Park offers a new experience in body-conditioning 

and massage. 

The fully integrated treatments use a unique combination of pressure point, 

Swedish and drainage massage techniques as well as stretching and aligning 

movements using oils, showcasing the natural essence of Japan’s four seasons, in 

sync with the rhythm of soft jazz.

60 minutes   ¥ 35,000 / 90 minutes   ¥ 42,000

60 minutes   ¥ 33,000

100 minutes   ¥ 52,000



OMOROVICZA

The Omorovicza range of products is born from the natural springs of  Budapest, which 

bring forth mineral-rich healing waters, laden with calcium, magnesium, copper and 

zinc.  Famed for their curative properties, these natural ingredients have been lavishly 

pa ired with a patented Hydro Minera l TransferenceTM system to a l low opt imal 

absorption down into to the dermis layer. Using long, smooth massage strokes and 

Hungarian traditional techniques to maximize the minerals’ eff icacy, treatments will 

help relieve physical tension, deliver deep relaxation and leave your skin f irmer, more 

supple and younger-looking. 

time escape

90 minutes Away
Essential oils are incorporated into a back massage, gradually loosening stiffness 

and tension. This is followed by a Hungarian facial treatment, which replenishes 

the skin’s mineral balance and improves overall appearance.  

2 hours Away
A full body massage utilizing a combination of gently warmed mineral stones 

and hand compressions to alleviate stiffness and tension. A head and ocular 

massage then helps to relieve fatigue of the eyes and other symptoms of jet lag. 

3 hours Away
A mineral rich Hungarian moor mud application helps to remove dead skin 

cells from your back, before a combination of gently warmed mineral stones 

and hand compressions are used in a full body massage to alleviate stiffness and 

tension. A gold facial completes the treatment, replenishing the skin’s mineral 

balance and restoring moisture. 

Carefu l ly ta i lor ing the treatment to match your body’s condit ion, our 

dedicated specia l ists wi l l guide you on a relaxing escape away from the 

ordinary. Using a selection of quality Hungarian skin and body care products 

from Omorovicza, this treatment works on trouble areas and helps refresh 

both the body and mind. 

¥ 38,000

¥ 45,000

¥ 65,000



time escape: suite experience

90 minutes for 2
A ful l body massage utilizing a combinat ion of gent ly warmed minera l 

stones and hand compressions to alleviate stiffness and tension.

2 and a ha l f hours for 2 
A full body massage (90 minutes) utilizing a combination of gently warmed 

mineral stones and hand compressions to help alleviate stiffness and tension. 

This is followed by a Hungarian facial treatment (60 minutes), to replenish 

the skin’s mineral balance. Your body wil l be left feel ing l ight and your 

skin feeling soft and supple.  

BESPOKE EXPERIENCE

A unique treatment which combines techniques and products to meet the 

particular needs of each individual’s skin and body condition, based on a 

personalized consultation. 

(Please arrive one hour prior to your reservation for a consultation.)

Your very own private suite on the 45th f loor offers magnif icent views of the 

Tokyo skyline, and the perfect setting for a city escape to lose track of time, 

together with that special someone. Tailoring the treatment to match your 

body’s condition, our dedicated specialists will use a selection of high quality 

Hungarian skin and body care products from Omorovicza to target trouble 

areas and guide you on a relaxing getaway. 

¥ 76,000

¥ 140,000

2 hours for 1   ¥ 65,000
3 hours for 1   ¥ 92,000



TOKYO FACE

BASIC
This facial mask treatment uses algae extract that hydrates as well as tightens 
the skin. The plant and algae components from the mask help produce shiny 
and healthier skin. 

AGING CARE
Starts with a customized blend of highly-concentrated skin peeling application 
and is f inished off with a frozen mask containing condensed active ingredients 
for anti-aging. This helps reduce blemishes, wrinkles and sagging, further 
accelerating the process for resilient and youthful looking skin.

BRIGHTENING
This facial mask treatment uses highly-effective whitening application and is 
tightly sealed with a light adhesive plaster bandage. The highly-concentrated 
plant extracts release excessive melanin, resulting in the skin to return to a 
brighter skin tone.

HUNGARIAN FACIAL
Cleansing and exfoliation with lightly scented natural products helps prepare 
the skin for a mineral-rich Hungarian thermal-mud mask to nourish and draw 
out impurities.

HUNGARIAN GOLD FACIAL
After a cleansing and a mineral-rich Hungarian moor mud peel, the treatment 
ends with a colloidal gold facial mask. Omorovicza’s patented Hydro Mineral 
Transference™ system enables optimal absorption down to the dermis layer, 
leaving the skin feeling firmer and the face line looking sharper.

BLUE DIAMOND FACIAL
This treatment restores the luminous vibrancy of gentle skin. Ground breaking 
natural ingredients provide an instant lift, renew elasticity of the skin and 
dramatically reduce the appearance and depth of wrinkles.

facial

CHOLL E Y

Cholley is a pioneer in specializing and distributing anti-aging skin care and phyto 

cosmet ic beauty products since 1972 . In recent year s Chol ley has been a major 

inf luence on the cosmetic industry with the development of its’exclusive IC-RAMP® 

technology in 2013. This technology uses intercel lular communication and is the 

leader in stem cell research and development in Switzerland. 

60 minutes   ¥ 33,000

70 minutes   ¥ 34,000

90 minutes   ¥ 40,000

90 minutes   ¥ 40,000

60 minutes   ¥ 32,000

80 minutes   ¥ 42,000

80 minutes   ¥ 37,000



TOKYO MASSAGE
Using oils authentic to Japan which capture the natural essence of the four 
distinctive seasons, the treatment combines stretching and aligning movements 
with Japanese and Western massage techniques for a new experience in 
body-conditioning and relaxation.

MINERAL STONE MASSAGE

A blend of warm essential oils and mineral stones make this body experience truly 
transporting. Stones are softly placed on the body and becoming extensions of the 
therapist’s hands to relieve muscular tension and stress.

SWEDISH MASSAGE
This classical massage incorporates strong pressure techniques with a minimal 
amount of oil to effectively target deep tissue. It is recommended for relieving 
chronic muscle pain and reducing fatigue.

AROMATHERAPY
A blend of pure essential oils and plant extracts are applied with f lowing 
massage movements, relaxing the body from its core and promoting deep, 
uninterrupted sleep.

MATERNITY  MASSAGE
The stress of pregnancy on a woman’s body can be eased by a tailored blend of oils 
and massage techniques designed to help the mother-to-be relax, calm her nerves 
and glow from the triumph of motherhood. This treatment is recommended only 
after the 20th week of pregnancy.

REFLEXOLOGY
Apply and release firm but gentle pressure to precise ref lex points found in the foot, 
stimulating circulation and improving natural healing in the corresponding part of 
the body.

HEAD  THERAPY
Acupressure of f ingers to stimulate meridian points of the head, shoulder and 
neck. The perfect solution to relieve the most common symptoms experienced 
through long distance f light, such as stress, poor blood circulation and fatigue. 
Further benefits include improving quality of sleep and firming of facial skin.

massage

60 minutes   ¥ 35,000 / 90 minutes   ¥ 42,000

60 minutes   ¥ 31,000
90 minutes   ¥ 38,000

60 minutes   ¥ 31,000 / 90 minutes   ¥ 38,000

60 minutes   ¥ 31,000 / 90 minutes   ¥ 38,000

40 minutes   ¥ 20,000

60 minutes   ¥ 31,000

40 minutes   ¥ 20,000



GOLDEN BODY TREATMENT
This treatment involves an invigorating exfoliation with a gold sugar scrub 

and a soothing massage with f ragrant oi l enr iched with gold par t icles. 

Guaranteed to leave the body relaxed, hydrated and radiant. 

CLASSIC HUNGARIAN BODY WRAP
More than an ordinary wrap treatment, this body experience begins with a 

vigorous yet gentle brushing of the body and a detoxifying exfoliation using 

sea sa lt and Hungar ian moor mud. A deep cleansing mud musk is then 

lathered over the body, then a body massage using an essential oil adds the 

f inishing touch.

ANTI-CELLULITE
This cellulite busting treatment begins by invigorating the skin with a f ine 

body brush, before using a Dead Sea salt and Hungarian moor mud scrub to 

remove dead skin cel ls. A gel massage of the thigh area helps break down 

cellulite, and is followed by a full body oil massage and lymphatic drainage to 

leave your skin feeling f irmer and revitalized.

body

90 minutes   ¥ 40,000

100 minutes   ¥ 43,000

100 minutes   ¥ 43,000



GEL COLOR by O・P・I
You may now get your nails done using quick nail gel as well as with regular 

nail polish. The LED light that is used for the quick nail gel allows for it to 

harden and dry within about 30 seconds. The gel that is used is gentle on the 

nails and does not chip as much as regular gel nails and lasts up to 2 weeks. 

BASIC MANICURE
(Filing, cuticle care, and coloring)

BASIC PEDICURE
(Filing, cuticle care, and coloring)

BASIC MANICURE & PEDICURE

MEN’S HAND CARE
(Filing, cuticle care, buff ing, and scrubbing)

MEN’S FOOT CARE
(Foot bath, scrubbing, f iling, cuticle care, and foot paddle)

MEN’S HAND CARE & FOOT CARE

aesthetics

¥ 16,000

¥ 14,000

 ¥ 14,000

 ¥ 13,000

 ¥ 26,000

 ¥ 26,000

 ¥ 15,000



・CLUB ON THE PARK is an exclusive spa and fitness facility limited to hotel guests 

and Club members. All hotel guests may use the fitness facilities (47F) free of charge, 

however an additional ¥4,950 per person (tax inclusive) is required for the use of spa 

facilities (45F), including rental wear.

・ The minimum age for use of the Gym and Studio is 16 years old. Children between 

the age of 3 and 15 may use the pool if accompanied by an adult at all times.

・Athletic wear are available to rent.

fitness

STRETCHING

GYM WORKOUT

SWIMMING 

PILATES

Sun l ight s t ream ing th rough the g l a s s a t r ium of the 47 th f loor f i l l s  

high-performance facil ities featuring a gym, a 20-meter swimming pool, 

and an aerobics studio. Our skilled instructors provide a variety of tailored 

personal lessons.

30 minutes     ¥ 7,700

45 minutes   ¥ 15,400

30 minutes     ¥ 9,900

30 minutes   ¥ 7,700 / 60 minutes   ¥ 15,400



spa etiquette

Arrival
Please arrive at our CLUB ON THE PARK Reception Desk, located on 
the 45th f loor of PARK HYATT TOKYO, 30 minutes pr ior to your 
scheduled appointment to take full advantage of our facilities. Late arrivals 
will be subject to a time reduction from the scheduled treatment.

Cancellation Policy
Should you need to change or cancel a treatment appointment, early notice 
i s required to a l low us to reschedule your appointment, subject to 
availability.  Any cancellation less than 2 hours in advance of a treatment 
will incur a charge equivalent to 100% of total services, while a cancellation 
made 2 to 5 hours in advance will incur a 50% charge. Should you book 
TIME ESCAPE or SUITE EXPERIENCE less than 24 hours’ notice, we 
will incur a full charge.

Policies
Aesthetic treatments may be booked from 9 a.m. to 9 p.m. daily.
The minimum age to experience treatments is 16 years. 
In consideration of other guests, we ask that mobile phones are turned off. 
Alcohol and smoking are also not permitted. For guests with tattoos, we 
kindly ask for your discretion when using the facilities. Please note that 
displaying intimidating or lewd tattoos in any area of the Club is especially 
inappropriate.
We encourage the use of your in-room safety deposit box or check valuables 
in with reception on the 41st f loor.

Special Needs
Please advise upon booking of any a l lergies, a i lments or disabi l it ies, 
especially if you have high blood pressure or you are pregnant.

Clothing
We provide you with a robe and slippers and you are draped during your 
treatment. Undergarments may be worn if preferred. 

For more infomation or reservations, please call CLUB ON THE PARK at 
+81 3 5323 3434 （dial 22 from your room). 


inclusive

All price are inclusive of tax.
The safety and wellbeing of our guests and colleagues is always a top priority
at Park Hyatt Tokyo. As such, we have taken various precautionary measures
in Club On The Park.








