S PA J O U R N E Y

Open

14 : 00～22 : 30（最終受付 Last Call 21 : 00）

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-8
代表電話番号:0460-83-8860

ご予約・お問合せ For appointment & inquiry
内線 Extention : Spa#05 / フロントデスク #09
専用電話番号 : 0460-83-8505

五行説 × 温泉
ウェルネス湯治スパエクスペリエンス
in 箱根・強羅

ここ、箱根・強羅は、力強い岩石が築いている、大地のエネルギーが強い地。
その大地のエネルギーは、万物 ＝「 木・火・土・金・水 」の5種類の
元素(エレメント)から成るという五行説の考えに基づき、
日々影響し合い、変化しているバイオリズムがあります。
五行説のベストなバランスが整っている状態のバイオリズムと、エネルギーによって作
り出された最高のマスターピースが、日本古くからの風習「 温泉 」です。
箱根・強羅に溢れるように湧き出るこの素晴らしい「 温泉 」に包まれ、
そして心身が解放されるセラピストのハンドのみで行われる
スパトリートメントとのコラボレーションは
Gora Spa AIOI でしか体感できない、ウェルネス湯治スパエクスペリエンス。
箱根・強羅の大地のエネルギーは、ボディ・マインド・スピリットのバランスを
整え、インナーバイオリズムをベストな状態へと導いてくれます。

Gora Spa AIOI

Signature

Menu

Signature

古代から伝わる五行説の「万物は 木・火・土・金・水の５種類の元素（エレメント）からなり
互いに影響を与え合い、循環する。」という考え方を基にお一人おひとりのエレメントに合わせたプログラムです。
Pre Heat Experience として、プライベートバスをお楽しみいただいてからスパトリートメントをお受けいただけます。

Taking inspiration from the Five Elements Theory from Traditional Chinese Medicine,
that everything in life is composed of and influenced by five different elements-Wood, Fire, Earth, Metal, and Water, each of which circulates. Our programs aim to balance elements
of each different individual and to achieve perfect equilibrium within.

プライベートバス「シルクの湯」では
ナチュラルハーバルソルトスクラブ“ blend by you ! ”をお楽しみ下さい。
「シルクの湯」は、リラクゼーション効果の高いマイクロバブルの白いベールが
シルクのように身体全体を包み込みます。
（ 温泉ではありません）

シグネチャープログラムの所要時間には、プライベートバスでの入浴 30 分が含まれます。
事前予約限定プログラムとなりますので、お早めのご予約をおすすめします。

As Pre Heat Experience, you will enjoy private bath before spa treatment.

■ THE

Gora EXPERIENCE

150min（210min） ￥58,000

ファイブエレメンツ・ホットセラピーボディ with ONSEN ホットストーン（ 全身 ）
ミニフェイシャル with ONSEN コールドストーン
ファイブエレメンツ シロダーラ
箱根・強羅の大地のエネルギーで、身体・心・精神 のバランスを整え、インナーバイオリズムをベストな
状態へと導く、Gora Spa AIOI で一番おすすめのシグネチャープログラムです。

■ THE

FIVE ELEMENTS

120min（180min） ￥45,000

ファイブエレメンツ・ホットセラピーボディ with ONSEN ホットストーン（ 背面全体 + 肩 + ヘッド ）
ファイブエレメンツ フェイシャル with ONSEN コールドストーン
ストーンのエネルギーと、その日のお一人おひとりのエレメントに合わせたアプローチにより、心身の
ファイブエレメンツがスムーズにめぐるシグネチャープログラムです。

■ THE

HEAT

90min（150min） ￥35,000

ファイブエレメンツ・ホットセラピーボディ with ONSEN ホットストーン（ 背面全体 + 肩 + ヘッド ）
ファイブエレメンツ シロダーラ
五行説のベストなバランスで整っているバイオリズム・エネルギーと、箱根・強羅に溢れるように湧き
出るこの素晴らしい「温泉」の要素を取り入れる事で、心身が解放されるシグネチャープログラムです。

（

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

Menu

Body

60min

お一人おひとりのエレメントに合わせた、
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。
背面全体 + 肩 + ヘッド

／ 90min

全身

／ 120min

全身 + カスタマイズ

ファイブエレメンツ リラクシングボディ
60min（90min） ￥20,000 | 90min（120min） ￥30,000 | 120min（150min） ￥40,000

自分自身の内に存在する“ 氣 ”のバランスをベストな状態へと導き、心身をリラックスさせるトリートメントです。
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。

ディーププレッシャーボディ
60min（90min） ￥21,000 | 90min（120min） ￥31,000 | 120min（150min） ￥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
60min（90min） ￥21,000 | 90min（120min） ￥31,000 | 120min（150min） ￥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

（

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

Menu

Facial
イギリス発スパスキンケアブランド
「 elemental herbology（ エレメンタルハーボロジー ）」
五行説にインスピレーションを受け、お一人おひとりの肌タイプ、環境やライフスタイル、季節、
そしてその時の気分に応じて、すべてのエレメントが適切な調和を保つことに
フォーカスを当てた、ハイパフォーマンスアロマセラピーブランドです。

モイスチャーフェイシャル
60min（90min） ￥21,000
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。

リフトアップフェイシャル
75min（105min） ￥26,000
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が気になる方におすすめです。

エイジサポートフェイシャル
90min（120min） ￥31,000

ベーシック + リフトアップ + ネックデコルテ + 背中
エイジングケアにスポットを当て、うるおいと栄養を補給しフェイスライン、目元がリフトアップし、ボリューム
のあるふっくらとした若々しい印象の肌へと導きます。

（

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

Menu

Pair Package
お友達、カップル、ご夫妻など、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名様料金です。

ペア リラックスボディ
60min（90min） ￥40,000
ファイブエレメンツ リラクシングボディ 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
90min（120min） ￥65,000
ファイブエレメンツ リラクシングボディ ＋ フェイシャル（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 ）

Men
メンズ ディーププレッシャーボディ
60min（90min）
￥21,000 背面全体 + 肩 + ヘッド
90min（120min） ￥31,000 全身
男性の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。

メンズ フェイシャル
60min（90min）
￥21,000
75min（105min） ￥26,000

ベーシック（フェイシャルマスク付)
ベーシック + リフトアップ

男性特有の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。

メンズ コンプリートパッケージ
120min（150min） ￥43,000 メンズボディ全身 +（ミニフット or ミニスカルプ or ミニフェイシャル)
男性のお客様に合わせてご用意した、心身の完全なリフレッシュを目指すパッケージです。

（

表示料金は消費税込みの金額です。
）内分数は、ご来店からお帰りまでの目安所要時間です。
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Enjoy your private bath,「Silk Bath」with natural herbal salt scrub“blend by you!”
*Signature program duration includes 30 min bath time at private bath.

■ THE Gora EXPERIENCE 150 min（210 min）：￥58,000
Five Elements Relaxing Body with ONSEN hot stones
Mini-facial with ONSEN cold stones
Five Elements Shirodhara

Earth energy of Gora Hakone balances your body, mind, and spirit and leads your inner biorhythm
to the best condition. This is NO.1 recommended signature program at Gora Spa AIOI.

■ THE FIVE ELEMENTS 120 min（180 min）：￥45,000
Five Elements Relaxing Body with ONSEN hot stones
Five Elements Facial with ONSEN cold stones

With stone energy, this signature program smooths out the circulation of Five Elements in your
body and spirit by approaching your own elements of the moment.

■ THE HEAT 90 min（150 min）：￥35,000

Five Elements Relaxing Body with ONSEN hot stones
Five Elements Shirodhara

With biorhythm energy that is perfectly balanced according to Five Elements Theory and
“ONSEN” element of flourishing hot water in Gora, Hakone, this signature program releases
your body and spirit and brings you back into balance.

Body
60 min：Whole Back + Shoulders + Head / 90 min：Whole Body / 120 min：Whole Body + Customized Treatment

Five Elements Relaxing 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

60 min（90 min）：￥21,000 / 90 min（120 min）：￥31,000 / 120 min（150 min）：￥41,000
Strong but delicate strokes and pressure release body pains and tensions effectively.

Facial

Moisture Facial

60 min（90 min）：￥21,000

Basic Facial (with Facial Mask)

This facial immediately moisturizes skin and gives softness and hydration. Recommended for
those with seasonal dry skin and/or dehydrated skin.

Lift-Up Facial

75 min（105 min）：￥26,000

Basic Facial + Lift-Up

Our original lift-up treatment helps skin to have sharper and youthful facial lines. Recommended
for those who like to have lift-up cares on facial lines, eye zones, neck zones etc.

Age-Support Facial

90 min（120 min）：￥31,000

Basic Facial + Lift-Up + Neck & Décolleté + Back

This facial treatment feature agingcare,giving moisture and nutrients to your skin. Your facial line
and eye zone will be lifted up and your skin be plumped for a youthful impression.

*（

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

Gora Spa AIOI
利用規定

Gora Spa AIOI
Terms and Conditions

■営業時間

■

■ご来店時間

■

ご予約時間にご来店ください。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。いつでもアクセス可能なスパのオンライン予約をご利用いただくか、
営業時間内にスパへ電話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までに宿泊施設代表電話まで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。

■

■

■

■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をお願いいたします。

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, high fever, 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.
■

Personal Belongings/Valuables

Valubles 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.

■スパショップ
スパ施設内のショップはスパ利用のお客様、またはスパを利用されないお客様共に気軽にご利用いただけます。

Booking

Our spa accepts booking only. You may book online 24 hours, or call spa directly during
business hours. We also accept booking on the day. Please feel free to contact us.

高血圧、
生理中、妊娠中、授乳中、アレルギー症状、高熱、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・ご滞在中のお客様は客室内の金庫をご利用ください。
貴重品の盗難、
紛失に関し、宿泊施設、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。

Spa Customers
We offer treatments for both men and women.

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。

■ご貴重品

Guidelines

Please arrive at 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.

■当スパとお客様間のコミュニケーション

■ご体調

Business Hours

Treatment 14:00～22:30 Last call 21:00 (Priority for guests with reservations)

トリートメント 14:00～22:30 最終受付 21:00（予約優先）

■

Spa Shop

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

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.

■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。
■

Treatments

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

