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Live the InterContinental life.

ご予約・お問い合わせ
１階「スパ アガローザ」

(直通)Tel. 0980-88-7205
Dial 38

1 Floor Spa Agarosa (14:00-23:00)
For reservations and inquiries

(スパアガローザ 内線38番 )

SPA & WELLNESS WEEK 2020
スパ＆ウェルネスウィーク2020

SPA
2 0 2 0
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「スパある暮らしで、もっと美しく！もっと健やかに」をテーマに、年に1度開催されるスパ＆ウェルネスウィーク。
スパアガローザでは、この期間だけの特別メニューをご用意してお待ちしております。
石垣島の恵みで心と身体をときほぐすトップクラスのサービスを、この機会にぜひご体感ください。

& Wellness



～美ら海　美ら島　もっと美しくなる旅で出逢う
　　　　　　　　　　　　　　至福のリラクゼーション～

SPA WEEK 2020

スパウィーク2020　特別メニュー

スパ アガローザは、南国・石垣島の恵みで心と身体をときほぐす贅沢な島時間を提供いたし
ます。自然のエネルギー、優しい肌触り、そして新鮮な香りをたっぷりお楽しみいただける
メニューと上質なサービスが、内側からお客様本来の健やかさを引き出します。南の島のエ
ネルギーが、旅の後もあなたの中で輝き続けます。

Beautiful Sea, Beautiful Island 
The ultimate destination to relaxation: Ishigaki Island
Refresh mind, body, and soul at Spa Agarosa. Choose from one of many packages that 
allow you to absorb the healing energies and natural powers of Ishigaki Island  as you 
become one with nature and yourself. Take time to re-atone your body and mind and 
rejuvenate, relax, and revive at Spa Agarosa. Welcome to your Island Life.

ヨガ90分コース
Yoga Course

ヨガリトリートとは、日常から離れて自然の中
で自己を癒すためのヨガプログラム。石垣島の
自然に包まれながら穏やかなリラクゼーション
ポーズを組み合わせて、身体の疲れや硬さ強張
りをほどいていきます。＜催行人数 2名様より＞

Surround yourself in Ishigaki Island's nature 
while you relax your mind, body, and soul. Take 
your mind away from every day stresses as you 
strengthen your inner peace, relax your body, and 
stretch the fatigue away. Reservations can be made 
starting from 2 people per course. <90 minutes>

選べる部分コース
Create your Own  Course

お疲れ部位に集中トリートメント 20分。
背中・お脚・腕・腰・デコルテ～肩・頭など組
み合わせも自由。他コースのオプションとして
のご利用もおすすめです。

Intensive Specific Area Treatment
Choose freely from a combination of back, arms, 
legs, shoulders, head, and other problem areas. 
Combine this treatment with other packages to 
tackle all of your wellness needs. <20 minutes>

シークワーサーヘッドヒーリング
Shikwasa Head Treatment

頭皮～首～肩までのトリートメント 20分。
頭皮のリンパをゆっくりと流し、毛乳頭細胞の
増殖促進とダメージ修復作用で髪をより艶やか
に。眼精疲労効果・フェイスアップ効果も期待
できます。

A treatment that ensures your shoulders, neck, 
and every single hair follicle is left feeling reju-
venated and revived. Shikawasa  is known to 
make hair more lustorous and repairs damage. 
<20 minutes>

フラワーバカンス ボディトリートメント
Flower Vacation Body Treatment

トロピカルなベースオイル＆アロマ精油による全
身トリートメント 40 分コースです。ハイビスカ
スやプルメリアの香りに包まれてリラックス効果
や、血行促進による健康促進効果が期待できます。

Allow your body to be pampered in Hibiscus and 
Plumeria essential oil. These tropical flowers are 
known to have positive health effects such as 
better blood circulation while endulging yourself 
in a flower extravaganza. <40 minutes>

シーウィード フェイシャル
Seaweed Facial

お肌に潤いを与える沖縄もずくや３種の海藻エ
キスを使用し、保湿効果や美白効果が期待でき
るフェイシャル 40分コースです。

Using Okinawa Mozuku and three different 
types of seaweed extract, this facial moisturizes 
and whitens your face leaving you ready to sieze 
the day and sieze the sea! <40 minutes>

トロピカル スクラブパッケージ
Tropical Scrub Package

海塩ボディスクラブ30分/休息/ヘッドヒーリング20分
海洋深層水由来の海塩とハイビスカスやバラエキスが
余分な角質を取り除きます。ヘッドヒーリングでリンパ
を流し、リラックス効果・血行促進効果が期待できます。

Sea Salt Body Scrub / Head Treatment
Aim for baby-smooth skin with a scrub made of mineral 
rich sea salt from the deep ocean waters. Using Hibiscus 
and varietal flowers, your scalp will enjoy the tropical 
treat, which has positive health effects such as better  
blood circulation. <50 minutes + shower time>

フラワーバカンス フルボディトリートメント
Flower Vacation Full Body Treatment

足浴 /ボディトリートメント 60分 /ヘッドヒーリング 20分
トロピカルなベースオイル & アロマ精油によるボディトリートメントに
ヘッドヒーリングが加わったリゾートならではのコースです。ハイビスカ
スやプルメリアの香りに包まれてリラックス効果が期待できます。

Foot Bath / Body Treatment / Head Treatment
Allow your body, head to toe, to be pampered in Hibiscus and Plumeria 
essential oil. These tropical flowers are known to have positive health effects 
such as better blood circulation while endulging yourself in a flower extrava-
ganza. <80 minutes>

シーウィードスペシャル
Seaweed Special

足浴/ボディトリートメント 40分 /フェイシャルトリートメント 40分 /ヘッ
ドヒーリング 15分
アロマの香りと美ら島の恵みに包まれた、リラクゼーション効果の高いコー
スです。海藻成分も取り入れお肌にはみずみずしさと滑らかさを与えるス
ペシャルコースです

Foot Bath / Body Treatment / Facial Treatment / Head Treatment
A course especially made for those who want to relax into the Island Life. 
Using local island seaweed, you'll be left feeling revitalized yet relaxed: 
welcome to your Island Life. <90 minutes>

◇消費税・サービス料込の価格でご提供致します。
◇ご利用の際は、前日までにご予約をお願いいたします。（ヨガのご予約は、前日20:00までとなります）

この期間だけの特別メニューを5,000円、10,000円、15,000円、20,000円、25,000円の特別料金でご利用いただけます。

SPA WEEK 2020 SPECIAL MENU

\5,000プラン \5,000プラン \5,000プラン

\10,000プラン \10,000プラン \15,000プラン

\20,000プラン \25,000プラン

【開催中】


