
コロナ終息に向かう今こそ必要な！

箱根の大自然と神々に出会う、パワーチャージの

小田急山のホテル・スパ付１泊２日宿泊プラン発売！

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、小田急 山のホテル内のSPA Montagne（スパモンターニュ）から、2021年11月15日より

「パワーチャージの 小田急 山のホテル・スパ付１泊２日宿泊プラン」を発売いたします。パワースポットとし

て名高い箱根神社三社をめぐり、SPA Montagneのトリートメントと温泉で心と身体を癒し、山のホテルの滞在

と美食でお腹と心を満たす体験を愉しめるパワーチャージプランです。

昔から人々に愛される箱根には、人を引き付けるパワーが溢れています。本プランには箱根からご自宅へお帰

りになられた後もパワーチャージをしていただけるギフトをご用意。アクティブに楽しむ旅が好きなご友人同

士やご夫婦、カップルにおすすめです。

ご予約は、小田急 山のホテル公式サイト（https://www.hakone-hoteldeyama.jp/）または、お電話(0460-83-

6321(ホテル代表))にて、受付いたします。
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本件のポイント

● たっぷりご自身をいたわり、新たな一歩を踏み出すためのパワーチャージが叶うプラン

● 箱根に由来するパワーチャージのエッセンス溢れるスパ付宿泊プラン

● 滞在中だけでなく、ホームケアでパワーチャージを持続できるギフト付

本件に関するお問い合わせ
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ボディ概要 フェイシャル概要

ボタニカル成分・タミ
ンやマリンエキス等を
組合せ、肌に栄養を届
け、健康的で活力ある
美しい肌へと導きます。

フット概要

足の疲れやむく
みが気になる方
におすすめです。

ヘッド概要

本件の背景
11月以降の箱根は雪化粧した富士山が顔をのぞかせ、透き通る空気が広がります。空気が澄んでいると景色をはっきり

と目にすることが出来るため、さらに美しく感じられます。 箱根には美しい自然の中に佇む由緒ある神社があり、小田

急 山のホテルにはその土地のパワーを感じられる温泉やトリートメントがあります。心も身体もパワーチャージされ、

明日への力となる時間を過ごしてほしいという想いから、本プランを作成いたしました。

５つのパワーチャージポイント
1．箱根三社を巡ってパワーチャージ

箱根三社参りとは箱根の中でも最強のパワースポットと言われる「箱根神社」「箱根元宮」「九頭龍神社（本宮）」の

三社をすべて参拝することです。それぞれの神社に多くのご利益があるため、様々な運気をバランス良くアップさせる

ことができるでしょう。箱根神社と九頭龍神社(本宮)は深緑と芦ノ湖に囲まれ、箱根元宮は天空の神殿と言われるほど空

に近い場所にあります。それぞれの神社、神社への道のりでたくさんの美しい自然に触れ、見えない力・大自然に包ま

れて、全身で箱根のパワーをチャージしましょう。

2．温泉でパワーチャージ

山のホテルの泉質は、名湯と呼ばれる日本の温泉に数多いアルカリ性単純温泉。とくにお肌をすべすべにするその湯は、

“美肌の湯”と言われています。また、豊富な湯量の為、加水なしで天然温泉がお楽しみいただけるのも大きな自慢のひと

つです。温泉の揺らぎを見ながら温もりに触れ、露天風呂では鳥の声に耳を傾け、森林の香りに癒されて、身体全体で

温泉からパワーチャージしましょう。

3．スパトリートメントでパワーチャージ

箱根の波動を感じるプレトリートメントから始まる癒しのトリートメントで心身を包み込み、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、ストレスから解き放ちます。箱根の波動を感じてパ

ワーチャージしましょう。 パワーチャージに最適なボティトリートメントをご用意しております。

＜スパ内容＞

バランシングリラックスボディ １名様60分（所要時間90分）

＊男性はメンズボディに変更可能。

＊ペアルームご希望の場合は、お早めのご予約をおすすめいたします。
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ボディ概要 フェイシャル概要

ボタニカル成分・タミ
ンやマリンエキス等を
組合せ、肌に栄養を届
け、健康的で活力ある
美しい肌へと導きます。

フット概要ヘッド概要

4．アフタヌーンティーでパワーチャージ

山のホテル内のラウンジにて、富士山を眺めながらサンドウィッチやタルティーヌなどのライトミールや季節の

フルーツを取り入れたデザートメニューを、お好みのお飲み物と共にお楽しみいただけます。クラシックホテル

ならではの落ち着きのある空間で、身体の内側からパワーチャージしましょう。

5．お家に帰ってからのパワーチャージ

身体の回復にはたんぱく質が必要不可欠です。スパ目線で作り上げたボディ・マインド・スピリットへアプロー

チする疲労回復のポイントを押さえた、ハイパフォーマンスプロテインサプリメントをお持ち帰りいただきます。

味や成分、クオリティにもこだわり、本当に身体が求める栄養素が詰めこまれたプロテインです。

※3種類の内、２種類をお選びいただけます。

モデルスケジュール

＜1日目＞
13:20 九頭龍神社参拝
14:00 ロープウェー乗車 箱根元宮参拝
15:00 山のホテル チェックイン
15:30 温泉
17:30 夕食
20:00 トリートメント 60分
トリートメント後はお身体を休める時間です。

※神社への移動はご自身での手配となります。
※アフタヌーンティーの提供は12:00～17:00となります。

＜2日目＞
7:30 朝食
9:00 箱根神社参拝
10:30 温泉
12:00 チェックアウト

(手荷物をフロントへ預けて)
庭園散策

13:00 アフタヌーンティー

ご帰宅

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

PRESS RELEASE

2021 年 11月

株式会社 ザ・デイ・スパ



商品概要

商品名
パワーチャージの

小田急 山のホテル・スパ付1泊2日宿泊プラン

販売価格
（税込）

２名様料金

販売価格￥100,364（税込￥110,400)

形式 １泊２日スパ付宿泊プラン

内容

・山のホテル 1泊2日 夕朝食・アフタヌーンティー付

・SPA Montagne トリートメント60分（所要時間90分）

・ギフト：ハイパフォーマンスプロテインサプリメント2袋

発売日 2021年11月15日

販売チャネル
小田急 山のホテル 公式サイト
https://www.hakone-hoteldeyama.jp/

店舗：小田急 山のホテル ／SPA Montagne(スパ モンターニュ)

住所：250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80

TEL：0460-83-6321（ホテル代表） / SPA 営業時間：14:00～22:30（最終受付21:00）
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小田急山のホテル／SPA Montagne（スパ モンターニュ）とは

SPA Montagneは、ラグジュアリースパ業界における頂点とも言えるワール

ドラグジュアリースパ アワードをはじめ、国内外のスパアワードを受賞して

います。トリートメントでは、東洋医学の思想の一つである五行説と、香り

がベースとなるアロマテラピーの考えを融合させた「エレメンタルハーボロ

ジー」を使用し、ひとり一人に最も適したトリートメントや製品をご提案さ

せていただきます。

受賞歴

2020 WORLD LUXURY SPA AWARDS
Luxury Lakeside Hotel Spa, Japan

2020 Crystal Award Japan, Top 10 Spa
2019 WORLD LUXURY SPA AWARDS

Luxury Historical Hotel Spa, East Asia
2018 Crystal Award Japan, Top 10 Spa
2011 Crystal Award Japan, Top 10 Spa

小田急 山のホテルは箱根・芦ノ湖畔にあり雄大な富士の姿を望む

絶景のロケーションにあり、箱根随一の眺望を誇ります。ここは、

かつて三菱4代目社長・岩﨑小彌太男爵の別邸でした。広大な敷地

を誇る庭園には、江戸時代に作出された古品種のツツジが保存さ

れ、ツツジ約70品種3,000株とシャクナゲ約40品種300株は大切に

受け継がれています。ゲストルームは全て芦ノ湖に向けてレイア

ウトされており、四季折々に移りゆく情景をお楽しみいただけま

す。美しい自然のなかで、ホスピタリティを守り続けているクラ

シカルなリゾートホテルです。

SPA Montagneでは、山のホテルを取り囲む山々の神秘的な波動を全身に感じながら、スパトリートメントをお

楽しみいただけます。

箱根は、地殻変動（山の波動）が大地に眠る水の波動＋火の波動によって山の土砂と共に崩れ落ちた木立が頭を

出し自然豊かな植物に囲まれた土地へと導かれました。大地のエネルギーを受けた樹木はゆっくりと年輪を重ね、

草花にやさしく息吹（風の波動）を吹き込んでいきます。植物からの波動に満ちている箱根は澄んだ空気におお

われ風の波動を私たちに届けてくれます。

この大自然からの5つの波動と私たち人間が持っている波動が調和したとき、セラピストの手から伝わるボディ

（身体）・マインド（心）・スピリット（氣）のメッセージと共に真のリラクゼーションへ導かれます。
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