
島時間スパ
Shimajikan Spa

Coral reefs in a clear blue ocean, endless sky, invigorating surroundings, colorful fruits and flowers…
Wake up with sunrise and end your day with sun setting over the horizon.

There is a joy to be found when we unite our lives to the rhythm of nature flowing from the island.
HOSHINOYA Spa helps you to bring mind and body into harmony through treatments using native materials

found on the island and activities that connect you to the natural environment surrounding you here, 
encapsulating “Shimajikan (Island Time)”.

**Shimajikan or “Island Time” is a way of life. The idea is that our lives are united with nature, 
waking with sunrise and winding down as the sun sets

【営業時間】9：00〜17：00

【ご予約】 事前予約制です。

【Business Hours】 9：00〜17：00
【Reservation】 We recommend you make reservations in advance. 

ご予約、お問い合わせはフロント 7番にて承ります。

Advanced reservation is necessary. Please dial #7 to make a reservation. 

星のやスパ

HOSHINOYA Spa 

珊瑚礁と青い海、広い空、力強い樹木、色彩豊かな果実や花々
朝日と共に起き、日暮れと共に一日が終わる

自然のリズムと息を合わせる喜びが、離島の暮らしには根付いています。
星のやスパでは「島時間」に合わせたアクティビティや

島の素材を使うトリートメントを通して、心身のリズムを調える滞在をご提案します。



休 ゆくい
＜背中・脚・腕・デコルテ・ヘッド・足浴＞ 80分¥16,000 (所要時間 120分)

離島のゆっくりと流れる島時間に身をゆだね、深いリラックスへと誘うスパのス
タンダードメニューです。お顔をのぞく全身をトリートメントし、珊瑚礁の砂浜
に静かに打ち寄せては返す波のようなリズムで頭皮をほぐし、心地よい安らぎへ
と導きます。

美 あぱれさん
＜背中・脚・デコルテ・顔・ヘッド・足浴＞ 80分¥16,000  (所要時間 120分)

＊上記料金に別途消費税とサービス料10%を加算させていただきます。

星のやスパスタンダードメニュー

清 しゅらさ
＜足底・ひざ下・ヘッド・デコルテ・腕・足浴＞ 80分¥16,000  (所要時間 120分)

ヘッド、膝下から足先、腕から指先までを丁寧にトリートメント致します。珊瑚礁の砂浜
に寄せては返す波のようなリズムで優しくほぐすヘッドトリートメントを合わせることに
より、全身が軽快になり、爽やかな気分でお過ごしいただけます。

養 ひかのーん
＜背中・脚・腕・デコルテ・ヘッド・足浴＞ 80分¥16,000 (所要時間 120 分)

お背中、お肩周りを特に丁寧にトリートメントするメニューです。お好みの香り
に包まれながら全身をトリートメントし、ゆったりとした波のようなリズムで頭皮
をほぐし深いリラックスへと誘います。

お顔を含む全身のトリートメントです。アロマの爽やかな香りに包まれて、ゆったりとし
た波のようなリズムでトリートメントを行います。お顔は丁寧にクレンジングした後にオ
イルトリートメントを行い、心地良いリラックスと透明感のあるお肌へと導きます。

星のやスパ
HOSHINOYA Spa 



月桃の眠 にんぶん
＜背中・脚・デコルテ・顔・ヘッド・足浴＞

80分¥21,000 (所要時間 120分)

全身とお顔、ヘッドのフルトリートメントです。
沖縄で親しまれている月桃のアロマオイルを使用し、全身をゆったりとトリートメント
しながら島時間の眠り(にんぶん)へと誘います。
お顔に月桃とコラーゲンのマスクを施します。

＊上記料金に別途消費税とサービス料10%を加算させていただきます。

星のやスパ特別メニュー

星のやスパ
HOSHINOYA Spa 

星のやスパ特別メニュー
Special menu

月桃の眠 にんぶん Ninbun
(Back – Legs – Décolletage – face – Head – Foot bath)

A full-body treatment, including the face and the head.
Feel the leisurely and relaxing Island time”Ninbun”, while a full-body treatment using 
aroma oil of Okinawan specialty Shell ginger.
It includes a mask of Shell ginger and collagen for the face treatment.

80 minutes 21,000JPY
(Total time 120 minutes)

＊Tax is not included.10% service charge will be added.



太陽の花 てぃだぬぱな
＜背中・脚・デコルテ・顔・ヘッド・足浴＞

80分¥21,000 (所要時間 120分)

全身とお顔、ヘッドのフルトリートメントです。
お顔には植物性ヒアルロン酸たっぷりのハイビスカスローションとコラーゲンのマスクを施
し、しっとり、ふっくらしたお肌へと導きます。
お花の香りに包まれて、心安らぐひとときをお過ごしください。

＊上記料金に別途消費税とサービス料10%を加算させていただきます。

星のやスパ
HOSHINOYA Spa 

星のやスパ特別メニュー
Special menu

太陽の花 てぃだぬぱな Thida nu pana
(Back – Legs – Décolletage – Face – Head – Foot bath)

A full-body treatment, including the face and the head.
A vegetable hyaluronic acid fully used Hibiscus Lotion and collagen mask will moisturize 
your face.
Have a peaceful and relaxing moment while feeling the fragrance of flowers.

80 minutes 21,000JPY
(Total time 120 minutes)

＊Tax is not included.10% service charge will be added.



星のやスパ予約時の注意事項

星野リゾートのスパ施設は、リラクゼーションを目的とするものです。
健康にご不調のあるお客様や、ご通院中のお客様は、ご担当医師の許可如何に
関わらずお断りする場合もございます。
以下の内容をよくお読みになり、ご確認下さいますよう、お願い致します。

以下に該当するお客様には、トリートメントをお受けいただくことができません。

妊娠中
痛みや腫れのある怪我や傷・・・捻挫、骨折、腰痛、脱臼、火傷、切傷など
重度の内臓疾患、治療中の病気や怪我
経過観察中の病気や怪我、傷・・・交通事故も含む
手術後完治より一年未満（内視鏡手術も含む）
発熱や頭痛、吐き気、腹痛、下痢
病気を原因とするむくみ、リンパ浮腫
歯科治療中で痛みや腫れがある状態

以下のお客様には、ご様子をうかがったうえでメニュー変更や
お断りすることがあります。
ご予約時にご相談ください。

ひどい静脈瘤
アレルギーのあるお客様
刺青やタトゥをされているお客様
オイルトリートメントについて 日焼け
オイルトリートメントについて 仰向けやうつ伏せで長時間寝ていられない方
オイルトリートメントについて 皮膚疾患、皮膚の炎症や腫れ、痒みのある状態
フェイシャルメニューについて インプラント手術後１年未満
フェイシャルメニューについて 抜歯後6ヵ月未満

プール、温泉系メニューについて 循環器系、呼吸器系、泌尿器系疾患

＊マタニティメニューのご用意は施設によって異なりますので、施設HP

およびご予約時にご確認ください。
＊上記以外にも既往症をお持ちのお客様は、ご予約時にお知らせ下さるよう、
お願い致します。

＊星野リゾート スパでは年齢制限を設けております。 全てのトリートメントメニューは
18歳以上から承っております。

＊トリートメント開始の24時間前より、100%のキャンセル料を申し受けます。


