
営業時間 14:30 ～ 23:00(トリートメント最終受付 21:30）

ご滞在中（お部屋から）のご予約・お問合せ
ザ ベイスイート：内線「コンシェルジュ」

ザ クラシック：内線「フロント」

eau SPA  オー・スパ
志摩観光ホテル ザ ベイスイート 2 階

TEL：0599-43-1211（ホテル代表）
〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明 731

Shima Kanko Hotel The Bay Suites 2F
731Shinmei, Ago-cho, Shima Shi, Mie 517-0502, Japan



eau SPA Concept
神に選ばれたこの地・伊勢志摩は、美しく、そして永遠を約束された豊かな地。
その豊かな地には、禊（みそぎ）の海、そして神聖な神宮林に覆われています。
eau SPA では、美しき日本の原風景と、
悠久の歴史を紡いできた伊勢志摩ならではのエッセンスを
スパエクスペリエンスでご体感いただいています。
また、BIOLOGIQUE RECHERCHE（ビオロジック ルシェルシュ）のオートクチュールトリートメント体験と
伊勢志摩ならではのエッセンスが融合されたスパエクスペリエンスは、
ここでしか体験できない eau SPA の世界観。
eau SPA が、真のあなたを目覚めさせる神秘的でゆったりとした時間へと導きます。
 

BIOLOGIQUE RECHERCHE（ビオロジック ルシェルシュ）

肌状態は常に変化し続けるという発想のもと、その肌の「スキンインスタント ©（瞬間肌）」を
見極め美しい素肌へ導く、フランスのラグジュアリー・プロフェッショナルスキンケアブランドです。
ビオロジック ルシェルシュのメソドロジーはユニークでパーソナライズスキンケアプロトコルに従ったもので、
1 人ひとりの肌本来の美しさを追求します。
人工の香料や着色料を使用しない、高濃度の抽出材料を使用して美容ケアを行うという
臨床的なアプローチに基づいてつくられ、製品に強いポリシーがあります。
世界中の厳しい条件を満たしたサロンでのみ使用され、
ビオロジック ルシェルシュのエキスパートがご案内いたします。



（　　）内の分数は、ご来店からお帰りまでの所要時間です。
表示価格には消費税が含まれます。

Signature　シグネチャー
BIOLOGIQUE RECHERCHE のオートクチュールトリートメントと伊勢志摩
ならではのエッセンスの融合をお楽しみください。全てのシグネチャーメ
ニューには、BIOLOGIQUE RECHERCHE スキンケアギフトをご用意して
います。

eau Spa La Grande 神聖なる時 150 分（180 分）￥57,000
伊勢茶シロダーラ・ヘッド +選べるボディ
+ BIOLOGIQUE RECHERCHE フェイシャル +ヴィッシーシャワー　　　

伊勢茶は、茶葉に「力」があり、豊かな香りを蓄えています。そのエネルギーを
吸収した、シロダーラオイルを額から垂らし、深い癒しをもたらします。
そして、お一人おひとりのご要望に合わせたオートクチュールな、ボディ、
フェイシャル、ユニークなヴィッシーシャワーエクスペリエンスをお楽しみ
ください。

eau Spa Royal　麗しい光 120 分（150 分）￥46,000
伊勢茶シロダーラ・ヘッド +　eau バランシングボディ
+ BIOLOGIQUE RECHERCHE フェイシャル

額に垂らすシロダーラで精神の平穏を。そして、カスタマイズされたボディと
フェイシャルによって五感全てが満たされ、至福の時間に包まれます。

eau Spa Splendide　真珠の輝き 90 分（120 分）￥34,000
伊勢茶シロダーラ・ヘッド + eau バランシングボディ

ゆったりとしたリズムでボディ・マインド・スピリットにアプローチする
このパッケージは、深いリラックスにより、身体本来のバランスをベストな
状態へと導きます。

※シグネチャーメニューは前日までのご予約制となります。

Pair Package　ペアパッケージ
お連れ様や、ご夫婦ご一緒に、2 名様でご利用いただけるペアルームをご用意
しています。

ペアリラックスボディ 60 分（ 90 分）￥41,000
eau バランシングボディ 60 分×2 名様分

（男性は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 120 分（150 分）￥89,000
eau バランシングボディ
+ BIOLOGIQUE RECHERCHE フェイシャル×2 名様分

（男性は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）

※ペアルーム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。



（　　）内の分数は、ご来店からお帰りまでの所要時間です。
表示価格には消費税が含まれます。

Facial　フェイシャル
BIOLOGIQUE RECHERCHE を使用し、お客様それぞれの肌状態にあわせて
カスタマイズするトリートメントです。

オートクチュールフェイシャル
60 分（ 90 分）￥24,000
90 分（120 分）￥36,000

ブライトニング、リフティング、ドレナージュなど、肌状態に合わせたトリート
メントでワンランク上の明るい素肌へ導きます。90分はハンドテクニックと
ダブルブースター効果により、お悩みによりダイレクトに働きかけます。

インテグラルフェイシャル
120 分（150 分）￥48,000

革新的なハンドテクニックと数種類のブースター、マスクの組み合わせにより、
トリートメント効果を最大限に引き出し、ご自身の肌状態のレベルアップを
目指します。

セカンドスキンフェイシャル
60 分（ 90 分）￥39,500

BIOLOGIQUE RECHERCHE 独自のテクノロジーによって開発された低分子
ヒアルロン酸を高濃度で配合した専用パッチを使用し、ハリ・弾力のある
みずみずしい素肌に仕上げます。

BIOLOGIQUE RECHERCHE（ビオロジック ルシェルシュ）

肌状態は常に変化し続けるという発想のもと、その肌の「スキンインスタント©
（瞬間肌）」を見極め美しい素肌へ導く、フランスのラグジュアリー・プロフェッショ
ナルスキンケアブランドです。
ビオロジック ルシェルシュのメソドロジーはユニークでパーソナライズスキ
ンケアプロトコルに従ったもので、1 人ひとりの肌本来の美しさを追求します。
人工の香料や着色料を使用しない、高濃度の抽出材料を使用して美容ケアを
行うという臨床的なアプローチに基づいてつくられ、製品に強いポリシーが
あります。
世界中の厳しい条件を満たしたサロンでのみ使用され、ビオロジック ルシェ
ルシュのエキスパートがご案内いたします。



（　　）内の分数は、ご来店からお帰りまでの所要時間です。
表示価格には消費税が含まれます。

Body　ボディ
Body・Mind・Spirit のバランスを整えるホリスティックなボディトリート
メントです。全てのBodyメニューは、こだわりの原材料由来の高品質なボディ
オイルを使用し、最後に BIOLOGIQUE RECHERCHE ボディケアが含まれ
ています。

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

eau バランシングボディ　 60 分（ 90 分）￥20,500
90 分（120 分）￥30,500

120 分（150 分）￥40,500
自分の中に存在する“氣”のバランスをベストな状態に整え、ゆったりとした
リズムの中、心身ともに深いリラクゼーションへと導きます。

ディーププレッシャーボディ 60 分（ 90 分）￥21,000
90 分（120 分）￥31,000

120 分（150 分）￥41,000
ゆったりと力強いストローク・プレッシャーで身体のコリや緊張感に効果的に
アプローチします。強めの圧がお好みの方におすすめです。

デトックスリンパドレナージュボディ 60 分（ 90 分）￥21,000
90 分（120 分）￥31,000

120 分（150 分）￥41,000
リンパの流れに沿ってトリートメントを行う事で、心身がすっきりとした
軽さを感じ、リセット・浄化されます。むくみや手足に冷えを感じる方に
おすすめです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※女性のお客様専用

Maternity　マタニティ
マタニティ期間のニーズに合わせた専用メニューです。

マタニティボディ 60 分（ 90 分）￥21,500
90 分（120 分）￥31,500

マタニティ時の症状に合わせ、背中、腰、足を含む全身を、身体に負担の
かからない、リラックスしたポジションでトリートメントいたします。

マタニティフェイシャル 60 分（ 90 分）￥24,000
マタニティ時のデリケートに傾く肌状態に合わせ、肌の水分バランスを整え、
健康的な肌へと導きます。

マタニティパッケージ　 90 分（120 分）￥35,000
マタニティボディ +ミニフェイシャル

心と身体のバランスを整え、ゆったりリラックスしていただけるパッケージ
メニューです。

     ※マタニティボディは妊娠約 20 週目からのご案内をしておりますが、
     事前に担当医へご確認をお願いいたします。また、体調によっては
     ご利用いただけない場合や、カウンセリング後メニューを変更いただく
     場合がございます。



（　　）内の分数は、ご来店からお帰りまでの所要時間です。
表示価格には消費税が含まれます。

Men　メンズ
男性特有のニーズに合わせた専用メニューです。

メンズディーププレッシャーボディ　
背面全体＋肩＋ヘッド 60 分（ 90 分）￥21,000

全身 90 分（120 分）￥31,000
男性の骨格や筋肉量に合わせて、深いプレッシャーで効果的に緊張をとき
ほぐします。

メンズオートクチュールフェイシャル 60 分（ 90 分）￥24,000
90 分（120 分）￥36,000

BIOLOGIQUE RECHERCHE を使用し、男性の肌状態に合わせたトリート
メントで、ワンランク上の強くしなやかな肌に導きます。90 分はハンド
テクニックとダブルブースター効果により、お悩みによりダイレクトに
働きかけます。

メンズコンプリートパッケージ 120 分（150 分）￥44,000
全身メンズボディ＋ヘッド or ミニフェイシャル

男性特有の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し、心身の
リフレッシュに最適なパッケージです。



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

Signature
Enjoy the exquisite combination of Haute Couture treatment by BIOLOGIQUE 
RECHERCHE, French luxury skincare brand and Ise Shima essence.  All signature 
menus include BIOLOGIQUE RECHERCHE skincare gift.  

eau Spa La Grande－Sacred moment
150min(180min)￥57,000

Ise tea Shirodhara Head + Customized Body + BIOLOGIQUE RECHERCHE Facial 
+ Vichy Shower
Ise tea leaf is known for not only its rich aroma but also “energy” .  Special Shirodhara 
oil with its energy will be poured onto forehead to bring deep healing.  Enjoy full 
experience with Haute Couture body care of your choice, facial and unique vichy 
shower.  

 eau Spa Royal－Splendid Light
120min(150min)￥46,000

Ise tea Shirodhara Head + eau Balancing Body + BIOLOGIQUE RECHERCHE Facial
Experience tranquility of your spirit with Shirodhara, poured onto forehead.  And fulfill 
your five senses by customized body care and facial and be embraced by the blissful 
time.

 eau Spa Splendide－Shining Pearl
90min(120min)￥34,000

Ise tea Shirodhara Head + eau Balancing Body
This package, approaching your body, mind and spirit in comfortable rhythms, give 
deep relaxation and bring the best balance that the body desires intuitively.  

* Signature Menus require booking at least one day before your appointment.

BODY
　　　　　　　　　60min：Whole Back + Shoulders + Head
　　　　　　　　　90min：Whole Body

120min：Whole Body+Customized Treatment
　
Balancing Body 

60min(90min)￥20,500　90min(120min)￥30,500　120min(150min)￥40,500
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
60min(90min)￥21,000　90min(120min)￥31,000　120min(150min)￥41,000

Strong strokes and pressure with affective stretching release stiffness and tensions 
especially on shoulders and back. Highly recommended for those who prefer strong 
pressure and/or for men.

FACIAL
“Biologique Recherche” is the professional skin care brand from France. Our therapist 
will provide personalized treatment which delivers rejuvenating results to your skin.

Haute Couture Facial
60min(90min)￥24,000　90min(120min)￥36,000

The selectable treatment from Lifting, Drainage or Brightening to optimize your skin 
condition based on therapist consultation.

Integral Facial
120min(150min)￥48,000

Innovative hand technique and several booster combinations, masks will give the best 
treatment result, aiming your skin condition at higher level.  



利用規定

■営業時間
　14:30～ 23:00（トリートメント最終受付 21:30）
■ご来店時間
　リラックスしてトリートメントをお受けいただく為に、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。

■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
　当スパは予約制となっております。予めお電話、オンライン予約、
　ホテルフロントデスク等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。

■キャンセルポリシー
　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キャンセルチャージが 100% 発生
　いたしますので予めご了承ください。

■当スパとお客様のコミュニケーション
　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。

■体調
　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、または制限させていた
　だく場合がございます。

■トリートメント前のご準備
　フェイシャルをご利用のお客様は、ポイントメイクを事前に落として
　いただくようにお願いいたします。

■貴重品
　スパ内に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。

■スパブティック
　スパ施設内のブティックは、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。

■スパエチケット
　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
　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。

＊掲載内容は、2021 年 10 月現在のものです。
＊営業時間、メニュー内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。

Terms and Conditions

■Business Hours
　Open 14:30～ 23:00（Treatment Last Call 21:30）　
■Guidelines
　Please arrive15min 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.

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

■Booking
　Our spa treatments are priority for guests with reservations. Please call, 　
　on-line booking or ask the hotel front desk, beforehand to make reservations
　 and/or for inquiries during our business hours. Please feel free to contact us 
　for same-day appointments.

■Cancellations
　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.

■Consultations
　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.

■Health Condition
　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.

■Before Your Facial Treatment
　For a guest with facial, please remove point makeups beforehand.

■Personal Belongings/Valuables
　Lockers are not available at our spa. Please keep your belongings and 
　valuables in the safety deposit box at hotel front desk or in your room. Please 
　acknowledge that our hotel/spa cannot accept responsibility for loss or 
　damage to your personal belongings/valuables.

■Spa Boutique
　Both hotel guests and visitors are welcomed to visit and shop at our spa 
　boutique.

■Spa Etiquette
　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.

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

＊The Information stated is current as of October, 2021.
＊Please acknowledge the business hours and menu content may change without notice.


