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心地よい風や鳥のさえずりを聴きながらリラックス
～てふてふの丘スパ～ NEMU グランピングトリートメント
2019 年4 月1 日よりスタート
■NEMU RESORTでは、今春4月より「～てふてふの丘スパ～ NEMU グランピングトリートメント (以下「てふてふ
の丘スパ」) 」の提供をスタートいたします。
「てふてふの丘スパ」は、自然豊かなNEMUの丘の上に建つ「ヨガテラス」で、心地よい風や鳥のさえずりを感じ
ながら自然と一体となってご体験いただける、昨年よりスタートしたミキモトグループ初の屋外トリートメントです。
■NEMU RESORTでは、2017年より、ミキモト コスメティックスと連携し実現した「PEARL SPA by MIKIMOTO
COSMETICS※」(以下「パールスパ」)で癒しの時間を提供しております。
「てふてふの丘スパ」では、NEMUの広大な自然の息吹に包まれながら、卓越したNEMUオリジナルメソッドのオー
ルハンドトリートメントをお受けいただくことで究極のリラクゼーションを実感していただけます。
※「PEARL SPA by MIKIMOTO COSMETICS」とは、温浴施設「恵みの湯」とトリートメントサロンが併設された施設。

【～てふてふの丘スパ～ NEMU グランピングトリートメント 概要】
① 360 度パノラマの丘の上で行う屋外トリートメント
② コンセプトは＜癒し＞＜浄化＞＜再生＞
③ 全コース 「真珠の湯フットバス付き」 オリジナルメニュー

【～てふてふの丘スパ～ NEMU グランピングトリートメント 概要】
① 360 度パノラマの丘の上で行う屋外トリートメント
「てふてふの丘スパ」は、森と海に囲まれた NEMU RESORT の高台に建つ「ヨガテラス」で行います。鳥のさえずり、
肌に感じるそよ風、眼下に拡がる美しい緑と英虞湾の海、そして森の香り。
NEMU RESORT が誇る自然を五感で感じながら、身も心も解放されて非日常のひとときをお過ごしいただけます。

② コンセプトは＜癒し＞＜浄化＞＜再生＞
「てふてふの丘スパ」のコンセプトは、パールスパのコンセプトを踏襲した、＜癒し＞＜浄化＞＜再生＞です。
NEMU RESORT の広く豊かな自然の中、真珠のエッセンスによるオールハンドのトリートメントで、美しくあるために
不可欠なこの 3 つの生命サイクルを呼び覚まし、バランスよくめぐらせます。パワースポットといわれる伊勢神宮か
ら足を延ばすことができ、伊勢志摩国立公園内に立地する「NEMU RESORT」だからこそ、この 3 つの生命サイクル
を調和・機能させるにふさわしい環境ともいえます。
③ 全コース 「真珠の湯フットバス付き」 オリジナルメニュー
「てふてふの丘スパ」では、自然と一体になれる贅沢なひとときへと誘
う、ヨガの呼吸法などを取り入れ、心身ともにリラックスできる新たなオ
リジナルメニューを提供いたします。また、今年より全コースにて、温浴
施設「恵みの湯」だけでご堪能いただける、真珠やアコヤ貝から抽出さ
れる天然成分を配合した「真珠の湯」を足元から浸かる「フットバス」を
ご体験いただけ、足元の血行促進に期待ができ、心身を癒します。
NEMU RESORT ならではの四季折々の様々な自然の中で、心と身体
を解放し、自然とのつながりを実感いただくことができます。

【てふてふの丘スパ～ NEMU グランピングトリートメント リラスパコース】
・施術 60 分(所要時間 75 分)

21,600 円
背中もみほぐし
OR

膝下オイル
マッサージ

真珠の湯
フットバス

背中オイルマッサージ

・施術 75 分（所要時間 90 分）
真珠の湯
フットバス

背中オイルマッサージ

・施術 90 分(所要時間 105 分)
真珠の湯
フットバス

膝下オイル
マッサージ

ヘッド
マッサージ

27,000 円
背中もみほぐし
OR

膝下オイル
マッサージ

肘下オイル
マッサージ

肘下オイル
マッサージ

デコルテ
マッサージ

肘下オイル
マッサージ

デコルテ
マッサージ

ヘッド
マッサージ

32,400 円
背中もみほぐし
OR
背中オイルマッサージ

ヘッド
マッサージ

ストレッチング

※悪天候の場合は、HOTEL NEMU 内トリートメントルームで施術させていただきます。
※3 日前の 18:00 迄にお申し込みください。

【オープン 1 周年記念 スペシャルプラン】
～3 種の真珠成分配合で翌朝、ふっくら満ち肌へ導くシートマスクとオリジナル トレイをプレゼント！～

◎ オープン 1 周年記念 てふてふの丘スパ付き 宿泊プラン
期 間

2019年4月1日（月）～4月26日(金) ＜休前日を除く＞

内 容

1 泊 2 食 ＋ トリートメント 60 分 体験付き

メニュー

※1 日 1 室 2 名限定

リラスパコース（60分）

客 室

デラックスルーム（47 ㎡）

料 金

1 室 2 名様ご利用の場合の 1 名様料金

44,100 円

※トリートメント体験がないご同伴者の料金 22,500 円

◎ オープン 1 周年記念 てふてふの丘スパ 体験プラン
期 間

2019年4月1日（月）～4月26日(金) ＜休前日を除く＞

メニュー

リラスパコース（60 分）

料 金

21,600円

客室 デラックスルーム

※1 日 2 名限定

※外来で当コースをご利用のお客様は、施術当日に限り「恵みの湯」をご利用いただけます（別途、入湯税150円ご負担）

≪オープン1周年記念特典≫
・ミキモト コスメティックス エッセンスマスク LX 1枚（1,500円相当）
・ミキモト コスメティックス オリジナル トレイ (マグネットチャーム付)
※素材：ステンレス / サイズ：直径約 118mm
オリジナル トレイ

■パールスパ概要
ミキモトグループとしては初めてとなる、トリートメントサロン・温浴施設「恵みの湯」が併設されたスパであり、コンセ
プトは、＜癒し＞＜浄化＞＜再生＞。
※トリートメントにも温浴にも、血流やリンパの流れを活性化する効果があり、両方を同時に体験いただくと、
老廃物の排泄が相乗的に促進され、栄養物やホルモンがよりいき渡りやすくなります。

≪トリートメントサロン≫
◇トリートメントルーム

2 室 （2 名用 ・ 1 名用）、ウェイティングルーム、パウダーコーナー

◇ご利用時間

15：00～23：00

真珠をイメージした 2 人用ルーム

NEMU の海をイメージした 1 人用ルーム

≪温浴施設 恵みの湯≫
◇3種のお湯 ＜癒し＞ 「潮騒の湯」 ～大地の恵み～ 大自然のエネルギーが凝縮された自家源泉天然温泉
＜浄化＞ 「合歓の木湯」 ～森の恵み～ ネムノキ樹皮エキスを配合
＜再生＞ 「真珠の湯」 ～海の恵み～ 真珠やアコヤ貝から抽出される天然潤い成分を配合
※「合歓の木湯」と「真珠の湯」は、ミキモト コスメティックスとコラボレートし、開発したオリジナルの湯です。
◇ご利用時間 ： 6：00～10：30 15：00～24：00

天然温泉の大きな窓の向こうには NEMU の森

手前は「真珠の湯」、奥は「潮騒の湯」

■NEMU RESORT 概要
所在地

三重県志摩市浜島町迫子2692-3

総支配人

天野 矩幸

客室数

60室

その他施設
公式ホームページ

NEMU GOLF CLUB、マリーナ、
Pearl Spa by MIKIMOTO COSMETICS（恵みの湯、トリートメントサロン）
http://www.nemuresort.com/

※記載されている料金には、消費税が含まれます。

＜本件に関するお問合せ先＞
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社
販売部 広報・企画課 担当：小柳・山田・淺下
TEL： 0599-25-3121

