


Signature Packages

シグネチャー パッケージ

アマミスパがおすすめする長寿の島沖縄で伝わる素材を

活かしたセラピーや、最先端のスキンケアまで、２種類以

上のトリートメントを組み合わせた至福のパッケージ。

Our signature packages are a combination of more than two of our 

special treatments featuring therapies that harness the natural 

ingredients of Okinawa, known widely as the land of longevity, as well 

as cutting-edge and advanced skincare.   

�e Ryukyu Islands – the land upon which the mythical goddess 

Amami-kiyo descended, where the sun rises and all life begins. �e islands 

of Okinawa’s eastern coastline, where Amami-kiyo is said to have 

appeared, are now home to the Amami Spa. �e life force of Goddess 

Amami-kiyo that created the islands of the Ryukyus have now been passed 

on to the spa therapists of this land in the form of umui, a local word 

describing a heart that desires the happiness of all people. 

Water (miji)  - the wellspring of life. Water carries a signi�cant importance 

in our spa programs, which emphasize the �ne balance of mind and body. 

In Okinawa, ubinadi, a traditional ritual of cleansing where the foreheads 

of newborn babies are touched with holy water, suggests the deep symbolic 

relationship shared by the local people with the rejuvenating and 

regenerative powers of miji (water). �e warm and soothing hands of our 

therapists thus embody the essence of love and gratitude toward life.

Love and gratitude for all life, together with a heart that bears a constant 

and sincere wish for happiness, have been passed through generations from 

the days of the Ryukyu Kingdom and are represented in the very spirit of 

Okinawa and its people.  

Amami Spa boasts a comprehensive menu that features relaxation 

programs using natural ingredients sourced in Okinawa and leading, 

cutting-edge skincare. Come and experience sheer bliss that warms you to 

the heart with the umui of our Ryukyu therapists.   

琉球開闢の租の女神「アマミキヨ」が降りたった太陽

が昇る生命誕生の地、琉球。そのアマミキヨが降りたっ

たと伝えられる沖縄東海岸の島々にある島すぱからア

マミスパは誕生しました。女神アマミキヨが琉球の島

を創造したとされる生命エネルギーは、琉球セラピス

トのウムイ（想い）「人々の幸せを祈る心」へと受け継

がれました。

命の源である「水（ミジ）」。「心とからだの調和」を

はかるスパプログラムに水は重要な意味を持ちます。

沖縄でもまた、古くより、生まれたばかりの赤ちゃん

の額を神聖な水で撫で清めるウビナディという儀礼が

行われるほど、再生や新生を意味する「ミジ（水）」と

の深い関わりがありました。セラピストの額を撫でる

温かな手は、生命への喜びと愛しみを意味します。

誕生したすべての生命への喜びと愛しみ、幸せへの祈

りは、琉球王朝時代より受け継がれてきた沖縄の心そ

のものです。

アマミスパでは、沖縄ならではの天然素材を活かした

リラクゼーションプログラムから、世界最先端のスキ

ンケアまで多くのメニューを揃えております。琉球セ

ラピストの「ウムイ（祈りと想い）」とともに心ゆくま

で、至福のひとときをお過ごしください。

¥47,000/180min

ウェルカムティーとフットバスから始まるタイムトリップリチュアル。こころ

と身体を解き放ち、ご自身を取り戻すAMAMI SPAおすすめのボ

ディ＆フェイシャルのトータルケアパッケージ。

Leave the stresses of time behind with our specially brewed welcome tea 

and foot bath.Liberate your mind and body, and rejuvenate with our 

total care package that allows you to enjoy our highly recommended 

body and facial treatments.  

Concept & Our Story

Amami Spa

アマミジャーニー 
Amami Journey – �e Ultimate Experience of Luxury

～至福のラグジュアリーエクスペリエンス～

フットバス ボディスクラブorボディラップ ボディトリートメント/60min フェイシャル/60min
Foot Spa  Body scrub or Body mask Body treatment / 60min Facial / 60min

※表示価格に消費税及びサービス料（12%）が加算されます。 ※All listed prices are exclusive of a 12% sales and service tax.



ヒルトン沖縄北谷リゾート内アマミスパとうるま市平安座島、浜比嘉島、古民家すぱ「たぁば～家」（ホテルよりお車まで40分ほど）の2つのスパ

体験となります。古民家すぱまでは、お客様ご自身のお車または、タクシーチャーターでお越しいただく方法がございます。ツアーの詳細はレ

セプションスタッフまでお問合せください。

�is trip includes two di�erent spa experiences - one at Amami Spa at the Hilton Okinawa Chatan Hotel, and the other a traditional Okinawa house 

spa (Taabaa-ya) on the islands of Henza and Hama-higa in Uruma City (located 40 minutes by car from the Hilton hotel). Guests can choose to travel 

to the traditional Okinawa house spa on their own, or utilize our chartered taxi service to get there. Please inquire directly at the spa reception desk for 

more details.  

¥51,000/2days 施術時間：240min
Total treatment time: 240min

Signature Packages

シグネチャーパッケージ

￥30,000/120min

沖縄のことばで風を意味する”カジ”。心と身体の調和をはかるイギ

リスのラグジュアリースパブランド「エレミス」を使用したボディ＆フェ

イシャルケアで、心身の疲れを癒し、施術後は、心に心地よいそよ風

が吹いている感覚に。

Kaji means “wind” in local Okinawa dialect. Using premium products 

from the English luxury spa brand Elemis that enhance the balance of 

mind and body, the body and facial care treatments featured in this 

package will soothe away your fatigue, leaving you feeling refreshed as if 

touched by an invigorating breeze.

Kaji Caress from Elemis
- A Trip to Luxury, Beauty and Relaxation

カジタッチ From ELEMIS 
 ～ラグジュアリートリップ ビューティー&リラクゼーション～

ボディトリートメント/60min エレミスフェイシャル/60min
Body treatment / 60min Elemis facial 60min

￥18,000/90min

沖縄素材を用いたボディ＆ショートフェイシャルパッケージ。伝統的

な沖縄ハーブが心と身体に活力を与えます。

A package consisting of a body treatment and short facial session using 

spa ingredients sourced locally in Okinawa. Revitalize both mind and 

body with the healing powers of traditional Okinawa herbs.

Kaji Caress from UMUI 
-Relaxation and Beauty, Okinawa Style

カジタッチ From UMUI
 ～沖縄リラクゼーション＆ビューティー～

ボディトリートメント/60min ショートフェイシャル/30min
Body treatment / 60min Short facial 30min

琉球てぃんなでぃ90min
 Ryukyus Tin-nadi / 90minUMUI 琉球ジャーニー 

アマミスパの原点である沖縄東海岸にある島々で、沖縄の文化に触れるスピリチュアルツアー＆古民家トリートメントと、リゾートラグジュアリー

が楽しめるアマミスパでのトリートメント。２日に分けてふたつの琉球を旅するツアーです。

A special two-day spa and travel plan exclusive to Amami Spa that takes you on a spiritual tour of Okinawa’s unique culture on the islands along Okinawa’s 

eastern coastline. Experience the best of our treatments in a traditional Okinawa house setting while pampering your mind and body with our selection of luxury 

resort treatments.

Umui Ryukyu Journey Two-Day Traditional Okinawa House Spa Getaway 
～伝統的沖縄古民家スパ2daysショートトリップ～

スピリチュアルツアー：浜比嘉島のパワースポットを巡る開運スピリチュアルツアー

Be introduced to the most spiritual and holy spots on Hama-Higa Island with this special tour 

島マースセラピー 90min：背中の塩スクラブ＆くちゃパック + ボディトリートメント

Okinawan-maasu therapy 90min - salt scrub for back and kucha mud pack, body treatment

AMAMI SPA
 Amami Spa-Original �erapy from Okinawa - Ryukyus Tin-nadi 90min

～沖縄オリジナルセラピー 琉球てぃんなでぃ90min～

古民家すぱ 
Traditional Okinawa House Spa-Spiritual Tour and Sea Salt �erapy 90min

～スピリチュアルツアーと島マースセラピー90min～

※UMUI ジャーニーパッケージ表示価格には現地までの送迎費用が含まれておりません。
※All listed pricing for the Umui Journey does not include transportation fees to and from tour sites. 

※表示価格に消費税及びサービス料（12%）が加算されます。 ※All listed prices are exclusive of a 12% sales and service tax.



Body Therapies

ボディセラピー

¥13,500/60min

スウェディッシュ、ロミロミなどを取り入れたオリジナルボディトリートメント。

筋肉の緊張を和らげ、日々のストレスを解放します。

An original body treatment incorporating the essence of Swedish 

massage and lomi-lomi that relaxes tense muscles and eases pressures 

caused by daily stress.

リラックスボディトリートメント60
Relaxing Body Treatment 60

リラックスボディトリートメント90

¥17,800/90min

お疲れの箇所にフォーカスしながら、オールハンドのテクニックによる

全身のボディトリートメント。つま先からヘッドまでケアいたしますの

で、より深いリラクゼーションを求める方にも最適です。

Best suited for those seeking deep relaxation, this is a full-body 

treatment from head to toe featuring an all-hands technique that places 

special focus on areas of fatigue. 

Relaxing Body Treatment 90

琉球てぃんなでぃ ～沖縄オリジナルセラピー～

¥20,000/90min

琉球てぃんなでぃは、龍が沖縄の空に舞い、水の中で泳ぐ姿をイメージし、琉

球の天（てぃん）が身体を撫でる（なでぃ）様子を重ね合わせて作られた沖

縄発祥のボディトリートメンント。沖縄のリズムを感じながら、蓄積された心の

疲れや心身を開放し、本来の自分に戻っていただくことをご体感頂けます。

�is original body treatment draws inspiration from the imagery of a dragon 

dancing in the heavens and waters of Okinawa, and incorporates the image 

of gentle caresses (nadi) by the skies (tin) of the Ryukyu islands. Be lulled by 

the healing rhythms of Okinawa and indulge in this deeply revitalizing 

treatment that restores both mind and body from chronic fatigue.   

Ryukyu Tin-nadiーOriginal �erapy from Okinawa 

ゴルファーズトリートメント

¥19,000/90min

プレー後の特にお疲れが出やすいお背中と、腕を中心に、リフレ

クソロジーを含むゴルファーのためのトリートメント。ゴルフプレー

前後に最適なケアです。

A specialty massage meant for golfers that incorporates re�exology 

techniques to ease post-play tension in areas such as the back and arms. 

Most e�ective before and after active gol�ng.

�e Golfer’s Treatment �e Golfer’s Treatment
リフレクソロジー

re�exolog
ボディトリートメント

 body treatment

エクスプレスボディ

¥10,000/40min

お時間のない方におすすめのクイックトリートメント。

A body treatment tailored to the needs of our busy guests that focuses on the 

back and soles of the feet.  

Express Body Treatment

背中、脚後面のみ
 Back and soles of feet only

琉球ハーブストーントリートメント

¥20,000/90min

月桃ハーブの香りに包まれながら、温めた玄武岩を使用するホッ

トストーントリートメント。お身体を温めながら行うことで、筋肉のほ

ぐれをさらに促します。

Relaxing in this hot stone treatment using warm. �is heated treatment 

warms the body and promotes the easing of deeper tensions in muscles.

Ryukyu Herb and Stone Treatment

フットトリートメント

¥8,500/40min

膝下から足裏を心地よく刺激していくフットケア。着衣のまま気軽

にお受けいただけます。フライトで疲れた足や、男性におすすめ。

Cares for tired feet by gently stimulating from below the knees to the soles of 

both feet. �is treatment is perfect for men and those seeking to ease post-�ight 

tension. A fuss-free treatment that does not require a change of attire.   

 Foot Treatment

トロピカルエスケープ

¥18,500/90min

自然の恵みと「最先端の技術の融合」をコンセプトにしたペボニ

ア・ボタニカを使用したエイジングボディケアコースです。パパイ

ア・パイナップルなど、26種類の有効成分でアンチエイジングボ

ディへ導きます。

Using quality products from Pevonia Botanica, a spa brand that has been 

developed based on a concept that fuses the natural goodness of Mother 

Nature with advanced spa technology, this comprehensive anti-ageing body 

care course harnesses the restorative powers of 26 active ingredients that 

include papaya and pineapple for a youthful body. 

Tropical Escape 
ボディスクラブor ボディラップ ボディトリートメント/60min

Body scrub or body rub  body treatment 60min

※表示価格に消費税及びサービス料（12%）が加算されます。 ※All listed prices are exclusive of a 12% sales and service tax.



大切な方と至福のひとときをお過ごしください。

Experience ultimate relaxation with family or that special someone

FACIAL by ELEMIS

Facal Treatment

フェイシャルトリートメント

イギリスで誕生した世界トップスパブランド「エレミス」。タッチ（手よりもたらされる力）、呼

吸（心と身体の深いリラクゼーション）、アロマ（香りによる癒しのパワー）の３本柱の概

念でお客様のライフスタイル、身体、心、肌のバランスなどホリスティックなアプローチで

ラグジュアリースキンケアをご体感頂けます。

Be pampered by luxurious skincare from Elemis, a leading world-renowned brand of spa 

products originating from England. Elemis is devoted to a holistic approach centered on 

enhancing the balance between lifestyle, mind and body through a vision drawing upon the 

three pillars of Touch (energy received from one's hands), Breathing (deep relaxation of the 

mind and body) and Aromatherapy (healing powers of fragrance). 

Couple’s Treatment

カップルズトリートメント

カップルズ ボディトリートメント

¥25,000/60min 2名様料金
Price includes treatment for two persons

カップルやご夫婦、仲の良い母娘のお二人で、同時にお受けいただけ

る全身のオイルトリートメントです。

A full-body oil treatment perfect for couples, spouses, and mothers and 

daughters to enjoy in each other's company. 

Couples' Body Treatment
カップルズ フェイシャルトリートメント

¥32,000/60min 2名様料金
Price includes treatment for two persons

2名様でお受け頂けるフェイシャルトリートメント。

A facial treatment tailored specially for couples. 

 Couples' Facial Treatment  

プロコラジェン クォーツリフト

¥17,000/60min

エレミス独自のリフティングマッサージテクニックを取り入れ、引き締まっ

た弾むようなハリのあるお肌へと導きます。貴重なミネラルである水晶、ト

ルマリン、マラカイトや、地中海に育つパディナパボニカなどの成分が肌

本来の働きをサポートします。

Incorporating Elemis's very own lifting massage techniques, this facial 

leaves skin �rmer, uplifted and more youthful. Packed with precious 

quartz minerals, tourmaline, malachite, and Padina Pavonica from the 

Mediterranean seas to activate the skin's restorative functions. 

Pro-Collagen Quartz Lift 
ビジブルブリリアンス

¥17,000/60min

肌トーンを明るくし、透明感溢れるふっくらとしたみずみずしいお肌

へと導きます。アミノアクティブマスクがお肌の酸素レベルを高め、く

すみを感じる方、お肌の輝きを取り戻したい方に特におすすめの

フェイシャルケア。

Visibly brightens skin tone and restores moisture to create the 

appearance of fuller, translucent skin. �e skin's oxygen levels are 

boosted with an amino-active facial mask, making it perfect for those 

seeking to restore brightness to dull-looking skin.    

Visible Brilliance

※表示価格に消費税及びサービス料（12%）が加算されます。 ※All listed prices are exclusive of a 12% sales and service tax.



～新たな命を育む女性へ～
For Expecting Mothers Welcoming Little Lives 

穏やかな香りとあたたかなセラピストのタッチでプレママのお疲れをサポート致します。

Pamper yourself under the hands of our caring therapists and gentle essential oils with a 

selection of treatments that eases the fatigue and tensions of pregnancy.  

Just for Men ジャストフォーメン

Mom-to-beTreatments

マム・トゥービー・トリートメント

Bridal Treatments

ブライダルトリートメント

ママ パンパリングフェイシャル

¥17,000/60min

穏やかな香りのアイテムを使用し、妊娠中でもご安心してお受け頂ける

プレママのためのフェイシャルケア。

Designed just for expecting mothers, this specialty facial treatment 

features mildly fragranced products certi�ed safe for use during 

pregnancy.

Pampering Facial for Mommies
プレナタル

¥23,000/90min

お疲れの表れやすい肩・背中のオイルマッサージ＆フェイシャルトリー

トメント。妊娠期の様 な々身体の変化による緊張を和らげます。お腹

の赤ちゃんとご一緒におくつろぎください。

Indulge in this treatment together with your little tot-in-tummy that 

combines an oil massage for tired shoulders and back, and a soothing 

facial to ease tensions caused by the many physical changes experienced 

during pregnancy.

 Prenatal Treatment

Shiny150

メンズスキンＩＱ

¥17,000/60min

毎日のシェービングからくる乾燥や肌ストレス、外的ダメージを

受けた男性のためのエイジングスキンケア。

An anti-ageing skincare treatment tailored for men. Relieves the 

e�ects of exposure to external damage, and reduces dryness and 

stresses caused by daily shaving.

Men’s Skin IQ

※妊娠 16週目以降のお客様で、同意書の記入をお願いしております。
※Guests who are more than 16 weeks pregnant are requested 
    to complete a letter of indemnity.  

¥32,000/150min

Brilliant

ボディスクラブ/30min ボディトリートメント/60min
Body scrub / 30min Body treatment 60min

フェイシャル/60min
Facial 60min

挙式当日に視線が集まるお顔や、お背中など集中的にケアをおこなう

１dayプラン。ウエディングドレスを美しく着こなすための、ブライダル

ビューティートリートメント。

Dedicated to bringing out the very best in you on your special day, this 

one-day beauty treatment plan delivers extra-special care to focal points 

such as the face and back. 

Shiny90 ¥21,200/90min

背面のボディトリートメントを含むブライダルフェイシャルトリートメント。

アロマのリラクゼーション効果で、挙式前の緊張を解き、心身ともにベ

ストな状態へと導きます。

�is exquisite bridal facial and back treatment provides relief from the 

stress and pressures of planning for your big day with the relaxing 

properties of aromatherapy, while leaving your mind and body in 

tip-top, bride-ready condition.

ボディトリートメント/30min
Body treatment 30min

フェイシャル/60min
Facial 60min

¥138,000/8回チケット
¥138,000 for 8 sessions

お客様のひとりひとりのリクエストに合せて、オーダーメイドでブライダルスパプランをおつくりしていきます。花嫁様の最大限の輝きと、美しさを引き

出すブライダルトリートメントをご提案致します。

A bespoke bridal spa plan designed according to the needs of our individual customers curating the very best of our bridal beauty treatments to enhance 

luminosity and brilliance for all brides-to-be.  

※カスタマイズフェイシャル 60min / ボディトリートメント 90min / トロピカルエスケープ 90min
いずれかの内容で、チケット 1回のご利用とさせて頂きます。

more than
16w

※妊娠 22週目以降のお客様で、同意書の記入をお願いしております。
※Guests who are more than 22 weeks pregnant are requested 
    to complete a letter of indemnity.  more than

22w

※表示価格に消費税及びサービス料（12%）が加算されます。 ※All listed prices are exclusive of a 12% sales and service tax.



¥4,000/10min

メインメニューに加えて、お客様ご自身でスパメニューをカスタマイズしていただけるオプショントリートメントをご用意しております。

Customize any item from our main spa menu by selecting from Amami Spa’s extensive range of optional treatments.

Option Menu

オプションメニュー

Organic waxing services

オーガニックワックス脱毛

ワキ 両脇の黒ずみなども緩和していきます。

Alleviates the appearance of dark-looking skin on the underarms.Underarms

¥2,300/10min

ドライヘッド 肩、首のお疲れ、パソコンやスマートフォンによる眼のお疲れにも最適です。

Perfect for relieving daily stresses caused to the eyes, neck and shoulders from constant use of computers and 

mobile devices.

Dry Scalp Massage

¥3,000/15min

パーツボディ フェイシャルと組み合わせることで、お背中やフットのお手入れをプラスできます。

Combine this massage with one of our facial treatments for additional attention to troubled spots in your back and hands.  Partial body massage 

¥3,000/1パーツ 15min for each body part

イリイリビルド ホットストーンで身体を温め、高いリラクゼーションへと導きます。ボディ、フェイシャル、フットトリートメント

などあらゆる組合せが可能です。

�e application of hot stones is used to heighten relaxation properties of our treatments. Recommended for use 

together with our body, facial and foot treatments.  

Iri-Iri Warm Stones

¥6,000/30min

¥6,000/30min

ボディスクラブ 潤いのあるクリーンな肌へと導く全身のスキンケア。パパイヤ・パイナップルを配合したソルトスクラブの効果で、み

ずみずしく吸い付くような弾力のある肌へ整えます。

Our salt scrub blended with papaya and pineapple extracts is a full-body skincare treatment that deeply cleanses 

and moisturizes, leaving it �rm and visibly more radiant.  

Body Scrub

ボディラップ 豊富なビタミン・ミネラルを含むパパイア、パイナップル、ナチュラルバター配合のマスクで肌トーンアップと全身の

潤いを高めます。

Boost your skin’s natural moisture levels with our special masks packed with a powerful blend of vitamin-rich 

papaya, pineapple and shea butter. 

Body Wrap

¥7,000/30min

ショートフェイシャル フェイシャルマッサージのみのエクスプレスケア。

Experience quick revitalization with our express facial massage.Short Facial

¥3,500/10min
口まわり 口まわりのうぶ毛処理におすすめ。

Recommended for removal of �ne hairs around the mouth.Mouth and Lip

¥3,500/10min
小鼻 小鼻の黒ずみを取り除き、クリーンなお肌に整えます。

Removes blackheads, leaving skin clean and clear. Nose

※フェイシャルトリートメントのオプションとしてもご利用頂けます。
※This service may be added as an option to items on our facial menu.

※フェイシャルトリートメントのオプションとしてもご利用頂けます。
※This service may be added as an option to items on our facial menu.

※表示価格に消費税及びサービス料（12%）が加算されます。 ※All listed prices are exclusive of a 12% sales and service tax.



Morning Activity

モーニングアクティビティ

ヨガの呼吸法とポーズを通して、清 し々い一日を過ごせるよう心と体をリフレッシュ
し整えます。ヨガ初心者から体験可能なグループレッスンです。宿泊ゲストの皆様
はもちろん、外来ビジターも参加可能です。

�rough asana (pose) and breathing, yoga helps you to start the day 
with your body and mind refreshed and energized. �is is an all level 
class, open for all hotel guests and visitors.

ご希望の時間帯に、お客さまの身体の状態に併せたヨガ・腰痛ストレッチ・ウォー
キング・ピラティスなどのプログラムを行ないます。より充実した深い満足感が得ら
れるプログラムです。

�e class will be held at your preferred time with an instructor, 
customized for each guest’s condition for deeper yoga practice and 
experience.

モーニング・ヨガ （所要時間：60分） プライベート・レッスン

12 歳以上対象
12 歳以上対象（Recommended for age 12 and up）

MORNING YOGA（60MIN） PRIVATE LESSON

月～土 8時30分～9時30分
ゲスト ¥2,000 / ビジター ¥2,500

MON-SAT 8:30～9:30
GUEST ¥2,000 / VISITER ¥2,500
Recommended for age 12 and up

45min……… ¥5,500・60min……… ¥7,000・90min……… ¥9,000

☎098-901-1160
ヒルトン沖縄北谷リゾート AMAMI SPAご予約とお問合せ

Appointments & Enquiries

SPA MENU
モーンングアクティビティ割

¥1,000 OFF

※tax in

Guidelines for Guests of Amami Spa

スパご利用案内

スパでは、静かな環境とリッラクスできる空間をご提供しております。携帯電話のご利用や、喫煙はお控えただいております。

Smoking is strictly prohibited within spa premises. In order to provide our guests with an environment of serenity and relaxation, 
we ask you to please turn o� your mobile devices.

AMAMI SPA
〒904-0015 沖縄県中頭郡北谷町 美浜40-1ヒルトン沖縄北谷リゾート 1階

Hilton Okinawa Chatan Resort 1/F, 
Mihama 40-1 Chatan Okinawa  904-0015　
Email   info@amamispa.com　Web   http://amamispa.com/

OPEN 10：00～ CLOSE 22：00（最終受付 21：00）
（Final appointment time 21：00）

営業時間
Opening Hours

健康状態
Health Conditions

ご体調に適したトリートメントをご提供させていただくため、高血圧、アレルギー、感
染症その他の疾患をお持ちの方は、トリートメントのご予約前に、レセプショニストに
ご相談ください。また、トリートメントの前のアルコール摂取はお控えください。 妊娠
中および授乳中の方は必ずお申し出願います。妊娠中はご利用になれないトリー
トメントもございますのでご了承ください。

In order to provide you with a spa experience best suited to your current 
physical condition, kindly advise the spa receptionist of any health 
conditions such as high blood pressure, allergies or injuries before 
making a spa reservation. Please also refrain from consuming alcohol 
before your spa appointment. Expectant and breastfeeding mothers are 
requested to inform our spa receptionists in advance. Please note that 
there are certain spa services that may not be extended to our pregnant 
guests. 

スパへのご来店時間
Arrival Time

お着替えやカルテのご記入のため、ご予約時刻の10分前までにはスパにご到着く
ださい。ご到着が遅れた場合は、メニューの変更や、トリートメント時間が短縮され
る場合がございます。

We recommend that you arrive at least 10 minutes prior to your 
scheduled appointment in order to change into spa attire and complete 
our guest information form. Kindly note that contents of your spa menu 
may be altered and treatment times shortened in the event of late 
arrival. 

年齢制限
Minimum Age Requirement

16歳未満の方はトリートメントをご利用頂けませんので、ご了承ください。

Guests must be at least 16 years of age.

スパギフトカード
Spa Gift Cards

プレゼントにご利用になれるギフトチケットをご用意しております。詳細は、スパレセプ
ションまで、お問い合わせください。

Please approach our spa receptionist to �nd out more about our range 
of spa gift tickets and cards.

レンタル
Rental Services

水着・トレーニングウェア、シューズのレンタル（有料）をご用意しております。

We provide rental services for swimwear, as well as sports attire and 
footwear. (Fees apply) 

ご予約とお問合せ
For Reservations and Inquiries

ご予約の変更・キャンセル
Rescheduling and Cancellation Policy

ご予約の変更、お取消しをご希望の際は12時間前までにご連絡ください。それ以
降のお取消しについては、ご予約いただいたトリートメントの全額を申し受けます。

A 12-hour advance notice is required for rescheduling or cancelling 
appointments. Cancellations made less than 12 hours before an 
appointment will be subject to a 100% charge. 

☎098-901-1160
☎+ 81 98 901 1160

アクティビティは前日夜９時までにご予約下さい。当日は開始の10分前までにAMAMI SPAへお越しください。
Please make reservation by 9PM by the night before. Please show up at AMAMI SPA 
10min prior to the program starts 


