
OPEN 14：30 - 21：30（最終受付  /  Last Call）

西棟 3 階  West Wing , 3 F  

ご予約・お問合せ　For appointment & inquiry   

TEL 0557-22-5151（ホテル代表）
内線    Extension 335

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 1457 - 30 「リゾートパーク伊豆あたがわ」別荘地内

https://www.izu-hotel.com

S PA  J O U R N E Y





* 表示料金は消費税込みの金額です。　　*（　）は、ご来店からお帰りまでの目安所要時間です。

Signature

輝く星たちに包まれるような、
ボディ・マインド・スピリット が満たされるエクスペリエンスをご用意しています。

ご友人、ファミリーなど、お二人でご利用できるペアルームをご用意しています。

* ペアルームをご指定の場合はお早めのご予約をおすすめいたします。 * 表示価格は 2 名様料金となります。

ペア ファイブエレメンツ・スイートドリームボディ
60 min（90 min）      ￥40,000
ボディ × 2  名様分（ メンズ  ディーププレッシャーボディに変更可能  ）

ペア ボディ & フェイシャル

90 min（120 min）      ￥65,000
ボディ & ミニフェイシャル × 2  名様分（ ボディをメンズ  ディーププレッシャーボディに変更可能  ）

あなたの願いを叶えたいときに。

150 min（
 

180 min）  
 

￥55,000
星に願いを

フットバス with スクラブ + ディーププレッシャーボディ with ホットセラピー + エレメンタルハーボロジーフェイシャル + シロダーラ ・ ヘッド

星が輝くように、心身共にエナジーチャージをしたいときに。

星の輝きに

フットバス with スクラブ + ファイブエレメンツ・スイートドリームボディ + ミニフェイシャル + シロダーラ ・ ヘッド

120 min（
 

150 min）  
 

￥45,000

星空を旅するような安らぎの時間が必要なときに。

星空の旅へ

フットバス with スクラブ + ファイブエレメンツ・スイートドリームボディ + シロダーラ ・ ヘッド

90 min（
 

120 min）  
 
   ￥33,000

Pair Package



* 表示料金は消費税込みの金額です。　　*（　）は、ご来店からお帰りまでの目安所要時間です。

Body

ファイブエレメンツ・スイートドリームボディ

60 min（90 min）

90 min（120 min）

120 min（150 min）

エナジーラインに沿って行われるゆっくりとしたロング・ストロークは心身全てを包み込み、ストレスを解き放ち
ます。

￥20,000
￥30,000
￥40,000

ディーププレッシャーボディ with ホットセラピー
90 min（120 min）

120 min（150 min）

ゆったりと力強いストローク・プレッシャーとホットセラピーの相乗効果で身体のコリや緊張感に効果的にアプ
ローチします。冷えが気になる方、強めの圧がお好みの方におすすめです。

￥31,500
￥41,500

デトックスリンパドレナージュボディ

60 min（90 min）

90 min（120 min）

120 min（150 min）

リンパの流れに沿ってトリートメントを行う事で、すっきりとした軽さを感じ、心身がリセット・浄化されます。
むくみや手足に冷えを感じる女性におすすめです。

￥31,500
￥41,500

￥21,500

あなたの星座とエレメントにリンクした、
ファイブエレメンツ・アロマセラピーをお楽しみください。

 60 min  背面全体 + 肩 + ヘッド / 90 min  全身 / 120 min  全身 + カスタマイズ



* 表示料金は消費税込みの金額です。　　*（　）は、ご来店からお帰りまでの目安所要時間です。

Facial

環境、天候、ライフスタイルなどで常に変化する肌のバランスを整え、
より活力にあふれ、輝きのある健康的な肌へと導きます。

モイスチャーフェイシャル

60 min（90 min）

ベーシック（フェイシャルマスク付）

すばやく潤いを与え、しっとりとした柔らかい肌に導きます。季節的な乾燥や水分量の少ない肌におすすめです。

￥21,000

リフトアップフェイシャル

75 min（105 min）

ベーシック + リフトアップ

独自のリフトアップトリートメントにより、肌を引き締めすっきりとしたフェイスラインに整えます。
フェイスラインや目元などのリフトアップにおすすめです。

￥26,500

エイジサポートフェイシャル

90 min（120 min）

ベーシック + リフトアップ + ネックデコルテ + 背中

年齢を重ねた肌の様々なエイジングサインにアプロ―チし、肌にハリと潤いを与え、 弾力を保ち引き締まった印
象の肌に整えます。ネックラインからデコルテ、背中までの深いリラクゼーションを含む、ワンランク上のトリー
トメントです。

￥32,000



* 表示料金は消費税込みの金額です。　　*（　）は、ご来店からお帰りまでの目安所要時間です。

Men

男性のニーズにお応えするメニューです。

Head Spa 

メンズ ディーププレッシャーボディ

60 min（90 min）  背面全体 + 肩 + ヘッド

90 min（120 min） 全身

筋肉や骨格に合わせ、深いプレッシャーで効果的に緊張をときほぐします。

￥21,000
￥31,000

メンズ フェイシャル

60 min（90 min）ベーシック（フェイシャルマスク付） 

75 min（105 min）スタンダード（ベーシック+ リフトアップ） 

肌コンディションに合わせて、皮脂・潤いバランスを整え、清潔で透明感のある素肌に導きます。

￥21,000
￥26,500

メンズ コンプリートパッケージ

120 min（150 min）

メンズ ディーププレッシャーボディ全身+ ミニフェイシャル 

骨格や肌コンディションに合わせて効果的にアプローチする、心身のリフレッシュに最適なパッケージです。

￥43,000

シロダーラ・ヘッドスパ

60 min（90 min）  シロダーラ・ヘッド + デコルテ

90 min（120 min） シロダーラ・ヘッド + デコルテ + 腕 + 足裏

温めたオイルを「サードアイ」、額のポイントから頭全体に使用し、心と精神のバランスを整え、深い癒しを
感じていただけます。

￥21,000
￥31,000

ビューティヘッドスパ with ホットセラピー 
60 min（90 min）  ヘッド + デコルテ

首～デコルテまでホットセラピーによってめぐりを効果的に促し、ヘッドはスカルプ専用プロダクトとハンドによっ
てアプローチします。

￥21,000



*  All prices are exclusive of consumption tax.　　*（　）Total time required from entry to exit out of the spa.

Signature

Fulfil your Body, Mind, and Spirit and enjoy spa experience, like you are embraced by sparkling stars
 

Wish Upon the Stars　  150 min（ 180 min ）￥55,000　　　　　　　　　　
Foot bath with Scrub + Deep Pressure Body with Heat Therapy + elemental herbology Facial + Shirodha-
ra Head
The best choice when you wish upon the stars.

Sparkling Stars　  120 min（ 150 min）￥45,000　　　　　　　　　　
Foot bath with Scrub + Five Elements Sweet Dream Body + Mini Facial + Shirodhara Head
The best choice when you wish to energy-charge to your body and mind like sparkling stars.

Journey to Starry Sky　  90 min（ 120 min ）￥33,000　　　　　　　　　　
Foot bath with Scrub + Five Elements Sweet Dream Body + Shirodhara Head
The best choice when you wish for peaceful time like a journey to starry sky.

Body 

60 min | Whole Back + Shoulders + Head　90 min | Whole Body　120 min | Whole Body + Customized  Care
 

Five Elements Sweet Dream Body　  
60 min（ 90 min ）￥20,000 | 90 min（ 120 min ）￥30,000 | 120 min（ 150 min ）￥40,000　　　
Bring your “Chi” energy flow to the best condition and to the deep relaxation both in body and 
mind while enjoying the soothing rhythm.

Deep Pressure Body with Heat Therapy  
90 min（ 120 min ）￥31,500 | 120 min（ 150 min ）￥41,500 　　　
Deep pressures and strong strokes along with thermal therapy slowly but affectively release body 
stiffness. Highly recommended for those who are sensitive to cold and / or prefer a stronger touch. 

Facial

< elemental herbology > Moisture Facial　  
60 min（ 90 min ）￥21,000　　Basic（ with Facial Mask ）
This facial moisturizes your skin instantly to bring softness and moisture. Recommended for 
those with seasonal dryness and / or low moisture level. 

< elemental herbology > Lifting Facial  
75 min（ 105 min ）￥26,500　　Basic + Lift-up
Our original lift-up treatment will tighten skin, giving eye zones and facial lines sharper impres-
sions. Recommended for those who like to have lift-up cares on facial lines, eye zones.

< elemental herbology > Age - Support Facial  
90 min（ 120 min ）￥32,000　　Basic + Lift-up + Neck & Décolleté + Back
This is a high-graded treatment including deep relaxation from neckline to décolleté and back.
Approaching various aging signs, this facial moistures and tightens your skin to give sharper 
impression with elasticity.

 < elemental herbology >
High - performance aroma therapy brand from UK features true harmony by exploring the alignment of 
elements, based on individual’s skin type, mood, lifestyle, environment, and seasons. elemental herbolo-
gy is using the principles of Chinese medicine and the integral philosophy of Five Elements Theory. 



利用規定

■営業時間
　トリートメント 14 :30 ～ 最終受付 21 :30（予約優先）

■ご来店時間

　

■スパのお客様
　 男性、女性のお客様共にスパトリートメントをご利用いただけます。

■予約方法
　

■キャンセルポリシー

■当スパとお客様間のコミュニケーション

■ご体調
　

■ご貴重品

■スパショップ

 

■スパエチケット
　

■トリートメント
　 当スパのトリートメントは医療行為ではありません。その効果と効能には個人差がございます。

ご予約に合わせてお部屋の確保と準備をいたしますので、変更またはキャンセルされる場合は、前日の
20 : 00 までにご連絡をお願いいたします。当日ご連絡が無い場合は 100 % のキャンセルチャージが発生
いたしますので予めご了承ください。

メニューがわからない、決まらない場合など、お気軽にスパセラピストまでご相談ください。また、トリー
トメント当日の注意事項やリクエスト等がございましたら、ご予約時に予めお伝えください。

当スパは予約制となっております。スパのオンライン予約をご利用いただくか、予めお電話、またはホテ
ルフロントデスクにてご希望の日時やトリートメントメニューをご予約ください。当日のご予約も承ってお
りますので、お気軽にお問い合わせください。 

高血圧、生理中、妊娠中、授乳中、アレルギー症状、体調不良などがある方、医師にかかっている方、薬を服
用されている方、アルコールを摂取された方、その他体調が気になる方は、必ず予約時にお伝えください。トリ
ートメントが受けられない、又は制限される場合がございます。

スパ内では貴重品ロッカーはございません。ご宿泊のお客様は客室内のセーフティボックスをご利用くださ
い。貴重品の盗難、紛失に関し、ホテル、当スパとも一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

スパ施設内のショップは、スパご利用のお客様、またはスパをご利用されないお客様共にお気軽にご利用いただけ
ます。

スパでは心を落ち着かせリラックスできる空間を皆様にご用意しております。快適に過ごしていただくために
スタッフの誘導にご協力お願いいたします。

トリートメント開始時間の15分前にご来店ください。他のお客様のご予約の関係上、万一お客様のご都
合で遅れた場合、終了時間を延長できないケースもございますので、予めご了承ください。

Terms and Conditions

■  Spa Etiquette

■  Personal Belongings / Valuables

■  Health Condition

Please kindly notify us for cancellations or changes by 20 :00 the day before your appointment. 
Failure to do so may result in a 100 % cancellation fee.

Our spa treatments are priority for guests with reservations.  You may book online 24 hours, or 
call reservation desk or front desk.  We also accept booking on the day.  Please feel free to contact 
us. 

■  Booking

■  Cancellations

■  Spa Customers
　We offer treatments for both men and women.

Please arrive 15 min before your appointment time. Please acknowledge that lateness by the guest 
will result in a reduction of the treatment time whilst the full treatment fee will apply.

■  Business Hours 
　Treatment 14 :30 ～ Last call 21:30 ( Priority for guests with reservations )

Communication with our guests is highly valued at our spa. If you have questions regarding menus 
or do not know which menu is suitable, please feel free to ask our therapists for a consultation. If 
you have a special request, please inform us in advance when making a reservation.

Please inform us if you have any medical conditions, including being on your period, allergies, high 
blood pressure, on medication, having had alcohol, sunburn or special needs / attention such as 
being pregnant or breastfeeding when making a reservation. Depending on your health condition, 
your treatment may be refused or modified.

Valubles lockers are not available at our spa. Please keep your belongings and valuables in the 
safety deposit box in your room. Please acknowledge that our hotel / spa cannot accept responsibili-
ty for loss or damage to your personal belongings / valuables.

Our spa is a place of tranquility and relaxation. Please respect the silence and privacy of other spa 
guests by refraining from using cell phones / cameras in our spa. Smoking is prohibited.  Our spa 
reserves the right to refuse service or discontinue service to anyone demonstrating behavior that 
is perceived to be inappropriate by any member of our staff and / or other guests.

■  Guidelines

■  Spa Shop
　Both hotel guests and visitors are welcomed to visit and shop at our Spa Shop.

■  Treatments
　The treatments are not medical treatments. The results will vary accordingly to the individual.

■  Consultations


