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Ètoile Spa リブランド記念！新宿泊プラン発売！
星座と五行説と大自然が調和した
こだわりのエクスペリエンスをお届けします

本件のポイント
⚫ 新ブランドで、伊豆の大自然と調和したスパコンセプト・ストーリー
⚫ 宿泊しなければわからない魅力溢れるロケーションで過ごすホテル滞在
⚫ プラン限定の特典付きで充実した内容
日本全国で14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／株式会社ザ・デイ・スパ・オペレーショ
ン（大阪市中央区、代表取締役 河﨑多恵）が運営する Étoile Spa（エトワール スパ ）と、伊豆ホテル リゾート＆スパが
、2022年10月1日より、 Étoile Spaのリブランドを記念した、1泊2日の新宿泊プランを発売いたします。（予約開始は、
2022年9月5日より。）
雄大な景色に囲まれた伊豆ホテルリゾート＆スパは、都心からアクセスも便利なスモールプレミアムリゾート。伊豆の
大自然とマッチした、新たなサービスをお届けするスパコンセプト・ストーリーがここから始まります。Étoile Spaのスパ
コンセプト「星」をテーマに、イギリス発のハイパフォーマンスアロマセラピーブランド「elemental herbology（エレメ
ンタルハーボロジー）」が、星座と五行説と大自然が見事に調和した、心からの癒しと感動にエスケープする旅へとご案
内いたします。自然の摂理に身を委ね静寂な時をゆったりと過ごす伊豆ホテルリゾート＆スパ でのご滞在を是非お楽しみ
ください。ご滞在スケジュールに合わせてご選択いただけるよう、90分・120分のスパ付プランを2種類をご用意いたしま

した。ご友人やファミリーなどお二人でのご利用もおすすめです。
本プランは、伊豆ホテル リゾート＆スパ 公式サイト内（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
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本件の背景
「一度訪れたら忘れられない」そんな非日常のリゾート空間である伊
豆ホテル リゾート＆スパ。ヒルトップから眺める雄大な景色は、自然
との調和を愉しみながら、森林の香りや風に触れ、小鳥の囀りが、「五
感」を研ぎ澄まし、心に深い癒しと安らぎをもたらします。静寂な伊豆
での夜は星たちとの対話によって、心が解放され、伊豆の地の恩恵は、
自然と心を通わせることによって全てに繋がりを持つことができるので
す。
新たに、Étoile Spaで使用されるイギリス発のコスメブランド「
elemental herbology（エレメンタルハーボロジー）」は五行説にイン
スピレーションを受けたブランドです。まさにこの伊豆の地に最適なブ
ランドコンセプトを兼ね備え、Étoile Spaのエクスペリエンスを通して
、自然の摂理に身を委ね静寂な時をゆったりと過ごしていただけます。
ホテルでの滞在を自然を愛で、心からお寛ぎいただきたい、そんな思い
を込めて本プランをご用意いたしました。

【 Étoile Spa リブランド記念プラン
＊Signature 星空の旅へ

選択メニュー】

90分（所要時間 120分）

（フットバスwithスクラブ＋ボディトリートメント+シロダーラ・ヘッド）
星空を旅するような安らぎの時間が必要な時に。深い癒しへと導くメニューです。

＊Signature 星の輝きに 120分（所要時間 150分）
（フットバスwithスクラブ＋ボディトリートメント+ミニフェイシャル＋シロダーラ・ヘッド）
星が輝くように、心身共ににエナジーチャージをしたいときに。ゆったりと全身トータルケアいたします。

・スパギフト付き
・お連れ様も現地清算で追加可能
※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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＜雄大な景色を見渡せるレストランと露天風呂＞

■ ご夕食は選択制

■ おすすめの温泉大浴場-ONSEN 深湯露天

Dining ＆ Bar WEVE
洋食レストランからは、太平洋と伊豆諸島見渡す雄大な景色がご覧い
ただけます。レストラン内には、鉄板焼きカウンターもあり、シェフ
が目の前で調理する特別コースもご用意しております。
旬海割烹
2021年10月にOPENした日本料理レストラン。熟練の料理人が目の
前で調理してご提供いたします。
※各レストランのご予約は、ご宿泊のご予約時にお申込みください。

ご利用時間

6:00～11:00 15:00～24:00

お部屋の温泉とは異なる非日常の温泉体験をお楽しみ
いただけます。露天の深湯（水深125ｍ）のみという
珍しい温泉大浴場は、立ってご入浴いただくと、胸の
高さまでの深さがあり、水深によりお湯の水圧をより
感じることで、マッサージ効果にも期待できます。

<本プラン限定特典>
＊アーリーチェックイン 14:00～
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。
＊ファーストドリンクサービス
ご夕食時のファーストドリンクがサービスです。
＊スパギフト付き
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本プレゼント。

＜モデルスケジュール＞
＊90分スパ付プラン例
＜1日目＞
14:00 チェックイン後温泉入浴
14:45 スパトリートメント 90分
16:15 スパトリートメント終了
18:00 ご夕食
＊120分スパ付プラン例
＜1日目＞
14:00 チェックイン後温泉入浴
14:45 スパトリートメント120分
16:45 スパトリートメント 終了
18:00 ご夕食

＜2日目＞

➡

8:00
10:00
12:00

朝食
休息後、最後の温泉
チェックアウト

※ご夕食後はお身体を休める時間
※ご夕食後のトリートメントも可能
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、熱川高原の高台に位置し、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。
隣接した、Bakery ＆Table Sweets伊豆では、日帰りでもご利用いただけます。ホテル館内施設はリゾー
トならではのくつろぎの空間が広がるResort Roomや、Dining＆Bar WEVEのテラスから続くガーデンでは、
足湯が楽しめるカウンター席もございますので、上質なリゾート気分を存分にご堪能いただけます。

■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
エトワールスパ

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」のテーマのもと、星たちとの対話によって、心を開放し、ボディ・マイ
ンド・スピリットに希望と静けさをもたらします。光輝く星たちとともに、深
い眠りへといざなう、スパエクスペリエンスをご堪能いただけます。

■ elemental herbology
エレメンタル ハーボロジー

全てのトリートメントで、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イギリス発のハイパフォーマンスア
ロマセラピーブランド「エレメンタルハーボロジー」を使用し、一人ひとりに
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。あらゆる肌タ
イプのニーズだけでなく、環境やライフスタイル、季節に合わせ、輝きのある
健康的な肌へと導き、ボディ・マインド・スピリットのバランスを整えます。
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商品の概要

Etoile Spa リブランド記念

商品名

販売価格
（税込）

新宿泊プラン

・90分スパ付プラン

￥56,100(税込・入湯税別)～

・120分スパ付プラン

￥60,600(税込・入湯税別)～

2名様１室

形式

1泊2日宿泊付きスパプラン

⚫ 伊豆ホテル リゾート＆スパ
⚫ Étoile Spa

1泊2日 夕朝食付

スパトリートメント90分 or 120分

⚫ 本プラン限定特典

内容

・アーリーチェックイン

14：00～（通常 15：00)

・ファーストドリンクサービス（ご夕食時）
・STAR SING アロマルームスプレー 1本 (60ml)

発売日

2022 年 10 月 1日（予約開始は2022年9月5日より。）

販売チャネル

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

店舗：伊豆ホテル リゾート＆スパ / Étoile Spa（エトワール スパ ）
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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