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伊豆・熱川のヒルトップから感動的なスパ体験！
絶景と温泉と星たちに魅了される１泊２日宿泊付きプラン発売！

本件のポイント
⚫ 伊豆・熱川高原のヒルトップから見下ろす雄大な景色と露天風呂で優雅なひと時
⚫ 星とフルーツに魅了される極上のスパエクスペリエンスを堪能
⚫ 毎日頑張っている自分へのご褒美、大切な人へのギフトに最適プラン
日本全国で17店舗のラグジュアリースパを手がける株式会社ザ・デイ・スパ（大阪市中央区、代表取締役 河﨑多恵）が
運営する Étoile SPA by CLARINS（エトワール スパ バイ クラランス）と、伊豆ホテル リゾート＆スパが、2021年10月15
日より、絶景と温泉と星たちに魅了される1泊2日宿泊付きスパプランを発売いたします。（予約開始は、2021年9月26日
から。）
都心からアクセスも便利な伊豆ホテル リゾート＆スパでは、伊豆の絶景に囲まれて過ごせるラグジュアリーな空間や上
質な温泉を楽しめます。全室・温泉露天風呂付きで、天空にいるかのような水盤テラス、絶景を見渡せるパノラマビュー
など、非日常を感じ、身も心も癒される素敵なホテルです。また、本プランに含まれる限定スパトリートメントには、他
にはないレアな星座別アロマの香りのおもてなしや、伊豆産フルーツを使ったスクラブなどを使用した新鮮な驚きと感動
が魅力的に散りばめられています。身も心も癒され活力を取り戻すだけではなく、運気までもがアップしそうな充実の本
プランは、毎日頑張っている自分へのご褒美、大切な人へのギフトに最適です。
本プランは、伊豆ホテル リゾート＆スパ 公式サイト（https://www.izu-hotel.com）もしくはお電話にて［0557-225151（ホテル代表）］にて受け付けております。
本件に関するお問い合わせ

株式会社ザ・デイ・スパ
大阪市中央区平野町 1-8-14

北浜TDSビルヂング

TEL：06-6227-8086

廣田 光 hhirota@thedayspa.jp | 今野 友貴 ykonno@thedayspa.jp
URL：https://www.thedayspa.jp
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本件の背景

伊豆・熱川高原の高台にあり、太平洋と伊豆諸島を望む雄大な景色を一望できるプレミアリゾート、伊豆ホテ
ル リゾート＆スパは、全室温泉露天風呂付きのお部屋はもちろん、天空にいるような水盤テラス、空中散歩気分
を楽しめる深湯など、新鮮な驚きと感動があちこちに魅力的に散りばめられています。
まだまだ続くコロナ時代に求められるホテル・旅館は、自然の中にあり、部屋にも温泉があり、ホテル内でも
充実した時間を過ごすことが出来ることが理想的ではないでしょうか。
日本の風物詩の１つである「温泉」は、薄寒くなり夜が長くなる頃、より一層恋しくなるものです。肌に感じ
る夜風が冷たさを帯び、空気は澄んで、夜は星を見るには調度良い季節となります。たとえ星が見えなくても、
星にまつわるエトワールスパでのロマンチックなスパ体験は、星の魅力に身を委ね、身体もとろけるような星と
の対話を愉しむことができます。伊豆・熱川の高台から見下ろす絶景と温泉と星たちに魅了されながら、ゆった
りと過ごす滞在プラン。
コロナ禍でも、解放された空間で、心も身体も癒され、明日への活力を取り戻すだけではなく、これからの運
気までもがアップしそうな伊豆の地ならではの魅力溢れる滞在型プランを満喫していただきたく、本プランをご
用意いたしました。

ポイント１
＜星とフルーツに魅了される スパトリートメント＞
■Étoile SPA by CLARINS（エトワール スパ バイ クラランス）
エトワールはフランス語で「星」。まるでプラネタリウムにきたようなロマンチックなスパ体験は、星ともに
アロマの魅力がたっぷりと散りばめられています。静寂の夜に降り注ぐ星たちに包まれながら、深い眠りへと
いざなう至福のひとときをお楽しみください。スイート・ドリーム、星とともに。
ヘッド概要

フット概要

【本プラン限定メニュー】エトワール クリスタルシャインボディ105分（所要時間135分）
足の疲れやむくみ
伊豆のフルーツを贅沢に使用した香り豊かなナチュラルボディスクラブで肌に輝きを与え、フルーツヘッドシロ
が気になる方にお
ダーラで深い癒しへと導くオリジナリティ溢れる、本限定のシグネチャーパッケージです。光輝く星たちに身を
すすめです。
委ね「ボディ・マインド・スピリット」のホリスティックなアプローチで、ココロもカラダもとろけるようなエ
トワールスパならではの極上のスパタイムをお楽しみいただけます。
・星座別 香りのおもてなし
・フルーツアロマフットバス
・フルーツミニボディスクラブ＋ボディトリートメント+フルーツヘッドシロダーラ
・スパギフト付き
※所要時間にはお着替え、カウンセリングなどの時間が含まれます。
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ポイント２
＜伊豆・熱川高原のヒルトップから見下ろす雄大な景色と露天風呂＞
伊豆ホテル リゾート&スパの泉質はナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉と、体の芯まで温める塩化物泉にしっとり保湿の硫酸
塩泉がバランスよく含有する嬉しい温泉です。囲みのない自然と一体化するインフィニティ温泉の大パノラマからは、森
の葉っぱが優しく揺れるのを眺めながら、小鳥の囀りが心地よいBGMとなり、自然との調和で非日常の癒し空間から肌で
存分に感じることができます。スパトリートメント前に温泉で身体を温めることでより効果を感じていただけます。

■ 全室オーシャンビューの温泉露天風呂付き
すべての客室から伊豆諸島の大自然と太平洋の眺望をご覧いただけます。ゆっくりと温泉に浸かったあとはテラスの
椅子に座り、気持ち良い風を感じながらクールダウン、優雅な時間をご堪能いただけます。

■ おすすめの温泉大浴場-ONSEN 深湯露天

ご利用時間

6:00～11:00 15:00～24:00

露天の深湯（水深125ｍ）のみという珍しい温泉大浴場は、立っているほどの深さがあり、柔らかな温もりが心地よく
フワフワと浮遊感を味わえます。水深があるため水圧でマッサージ効果があり、お部屋の温泉とは異なる温泉体験を
お楽しみいただけます。

ポイント3
<嬉しいプレミアム３大特典>
1. アーリーチェックイン 13:30～
通常15:00～チェックインがアーリーチェックイン可能です。
2. 本プラン限定 スペシャルカクテル付き
バーテンダーが本プラン限定のスペシャルカクテルをプロデュース。
3. スパギフト
12星座の特徴を香りで表現したアロマルームスプレー１本
スパギフトのアロマルームスプレー

＜滞在スケジュール例＞
＜1日目＞
13:30 チェックイン
13:50 お部屋の温泉露天風呂にてご入浴
14:30 スパトリートメント 105分
16:15 スパトリートメント終了
18:00 ご夕食

＜2日目＞
8:00
朝食
10:00 休息後、最後の温泉
12:00 チェックアウト

※ご夕食以降は身体を休める時間
その他の施設については公式サイトでご確認いただけます。
https://www.izu-hotel.com
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■伊豆ホテル リゾート＆スパ
伊豆、熱川高原の高台にあり深い緑に囲まれたスモールプレミアムリゾートです。全室オーシャンビュー
の温泉露天風呂付きを完備し、太平洋と伊豆諸島を望む雄大なロケーションをお楽しみいただけます。
レストランでは伊豆のめぐみをたっぷりと取り入れたリゾートディナーや、鉄板焼きをご用意しておりま
す。ホテル館内はリゾートの落ち着きある美しい空間が広がり、ゆったりとお寛ぎいただけます。

■伊豆ホテル リゾート＆スパ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の取り組み
伊豆ホテル リゾート＆スパでは、お客様および従業員
への新型コロナウイルス感染予防の措置を講じ、安心
してご利用いただくために、手指の消毒・マスクの着
用・検温を行うほか、さまざまな対策に取り組んでお
ります。
詳しくは、伊豆ホテル リゾート＆スパ公式HPにてご
確認いただけます。
https://www.izu-hotel.com

■ Étoile SPA by CLARINS
エトワールスパ バイ クララランス
営業時間 14:30～21：30（最終受付）
エトワールとはフランス語で「星」。
「星に願いを」というテーマのもと、星空を見つめながら、
自身の内なる願いと向き合っていただきたいという思いが込
められています。エトワールスパならではの星にまつわる素
敵なスパエクスペリエンスをご堪能いただけます。
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商品の概要

商品名

販売価格
（税込）

形式

絶景と温泉と星たちに魅了される１泊２日宿泊付きプラン

￥77,600（入湯税別）～

1泊2日宿泊付きスパプラン

⚫ 伊豆ホテル リゾート＆スパ

内容

発売日

販売チャネル

1泊2日

夕朝食付

⚫ Étoile SPA by CLARINS
スパトリートメント105分（所要時間135分）
⚫ 滞在中の嬉しい３つの特典
・アーリーチェックイン 13：30～
・本プラン限定スペシャルカクテル
・STAR SING アロマルームスプレー 1本 (60ml)

2021 年 10 月 15 日

伊豆ホテル リゾート＆スパ 公式サイト
https://www.izu-hotel.com/
OTA(一休)

店舗：伊豆ホテル リゾート＆スパ / Étoile SPA by CLARINS（エトワール スパ バイ クラランス）
住所：〒413-0302 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
TEL：0557-22-5151（ホテル代表） スパ営業時間：14:30～23:00（最終受付21:30）
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