
箱根吟遊‐Spa resort Miyanoshita HAKONEGINYU

〒250-0404 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下 100-1

     



♦のコースの方のみお選びいただけます。

完全予約制 10:00～20:00 （最終受付18:00)
TEL 0460-82-3355 

♢Body 60 ¥20,900

♢Body 90 ¥25,300

♢Body 120 ¥28,600

♢Reflexology 70 ¥14,850

♢Ginyu Body 60 ¥23,100

♦Ginyu Body & Facial 90 ¥29,700

♦Ginyu Body & Facial 120 ¥36,300

♦Ginyu Body & Facial 150 ¥41,800

　Pore Cleaning Facial 100
 初回 ¥30,800　2回目以降 ¥34,100

　Pore Cleaning Scalp 60
 初回 ¥25,300　2回目以降 ¥27,500

【Option】
　Pore Cleaning 20 ¥8,800

【Special   オーダーメイド

【New!!   次世代毛穴洗浄マシー ン

【Standard   ボディ & リフレクソロジー

♦Anti-Aging 70 ¥23,100

♦Whitenig 70 ¥23,100

♦Revival 70 ¥23,100

♦Luxury 90 ¥27,500

ハンド15分 ¥2,750

ヘッド15分 ¥2,750

デコルテ15分 ¥2,750

延長10分 ¥3,300

幹細胞フェイシャルパック ¥2,750

【Beauty】 フェイシャル

【Option   オプション

良質なゴールデンホホバオイルを使用し、
特定の箇所をオールハンドで トリートメントいたします。

お客様のご希望に合わせたオーダーメイドの
コースをお作りいたします。

お客様のお肌のお悩みに合わせた精油とパックを使用し、
心地良いオールハンドのフェイシャルトリートメントです。

次世代型毛穴洗浄マシーン【Hydro Venusハイドロヴィーナス】
を使用し、毛穴の汚れなどのお肌のお悩みを解決いたします。

お得な宿泊者限定 “モーニングSpa”

10:00～12:00
施術開始で
10%OFF！
1日1組限定 

上記
スパメニュー
各コース
1,100円OFF

+

※ご宿泊のお客様はスパメニュー各コース
1,100円OFFとさせていただきます。

◇のマークのコースはスカルプのみとなります。
♦はフェイシャルorスカルプをお選びいただけます。



＊1日1組限定となります。
＊飲食物のお持込はご遠慮ください。
＊エステトリートメントは行っておりませんので、ご了承ください。

Night Ginyu
Night Ginyu（貸し切り）思い出に残る演出を…

昼とは違った雰囲気の中で大切な方と贅沢な時間を過ごしてみませんか 

貸し切り料金（21:00～23:00） 日帰りのお客様 ¥15,400

 ご宿泊のお客様 ¥13,200

・専属バーテンダーがお飲み物をお持ちいたします。

・Spa内リラクゼーション、源泉かけ流し〜貸し切り露天風呂〜が

　ご利用いただけます。

・思い出のCDがございましたら、お持ちくださいませ。

・シャンパン （¥11,000〜） 、ケーキ（¥4,000〜） 、

　お花（¥3,300〜）などのご注文も承ります。（要予約）

スパ内にはトリートメントをご予約頂きましたお客様限定の
源泉かけ流し～貸し切り露天風呂～がございます。
事前にご予約頂きますと 30分 のご入浴が可能です。

トリートメント前にご入浴頂く事で、 体が芯から温まり相乗効果がございます。
また温まった体はオイルの浸透がよく美容効果も期待できます。

ご希望の方はトリートメントのご予約時にご一緒にお申し付けください。
※タオル、アメニティー、ミネラルウォーターのご準備がございます。

源泉かけ流し
～貸し切り露天風呂～

There is a private open-air bath in the SPA which is reserved for
customers who have reserved treatments.

If you make a reservation in advance, you can bathe for 30 minutes.
By taking a bath before the treatment, your body warms from the core and

there is a synergistic effect.
In addition , the warm body has good oil penetration and

you can expect a beautiful skin effect.
If you wish, please let us know when you book a treatment.

*Towel, amenities and mineral water are available.

[完全予約制]
施術予約のお電話の際にお申込みください。
30分のご入浴が可能です。
・宿泊者：無料 ・日帰りのお客様：¥1,700



Day Spa Ginyu
日帰りスパ 10:00〜20:00（最終受付18:00） 

・Spa内「源泉かけ流し〜貸し切り露天風呂〜」や箱根吟遊館内の

　「湯処」へ、別途 ¥1.650（税込）+入湯税50円にてご入浴いただけます。

・10:00〜11:00

 Spa内の源泉かけ流し〜貸し切り露天風呂〜に入浴・30分

・11:00〜12:30

 Body 90 トリートメント

・13:00〜13:30

　 1階Bar「明星」にてご昼食「蕎麦」。

・ペアルームをご用意しております。

　ご友人同士やカップルでのご利用もお待ちしております。

・男性お一人様のトリートメントも承っておりますので、

　お気軽にご来店下さいませ。

＊ご入浴には事前予約が必要です。

＊ご予約時間や当日の状況により、ご入浴場所が異なります。

＊ご入浴のみのご利用はお受けしておりません。

＊1日限定1組（お一人様でもご利用頂けます。）
＊トリートメント開始時刻は11:00に限ります。
＊前日12：00までにご予約下さいませ。
＊昼食のみのご利用は承っておりません。ご了承下さいませ。
＊カウンセリングやお着替えにかかる時間もございますので、トリートメントご予約の30分～1時間前
  までにお越し下さいませ。万一お客様のご都合で送れた場合はコースが短くなる場合がございます。

箱根吟遊
TEL 0460-82-3355 

10:00〜のお得なパッケージ（滞在3時間半） 

日帰りGinyu Spa＋ランチ
＜温泉+Spa+ランチ（そば）＞

「源泉かけ流し～貸し切り露天風呂～」はご予約下さい。

・営業時間 10:00〜20:00（最終受付18:00）

・来店方法 カウンセリングやお着替えにかかる時間もございますので、

トリートメントご予約の30分〜1時間前までにお越し下さいませ。

万一お客様のご都合で遅れた場合はコースが短くなる場合

がございます。

¥28,320 ¥25,300→

箱根吟遊公式 GINYU SPA 公式箱根吟遊公式ホームページ

＊キャンセルの場合は、前日21:00以降は50%、当日ご予約時間を過ぎた場合
は100％のキャンセル料をご請求させていただきますのでご了承下さいませ。

＊高血圧や心臓疾患、その他の疾患をお持ちのお客様は事前に医師へご相
談の上、ご利用いただきますようお願い致します。

＊妊娠中のお客様はご遠慮いただいておりますので、ご了承下さいませ。
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