
要ご予約

内線2420 (スパ受付）
Reservation Required Extension

エレミスとは
エレミスは「自然に限りなく近い」をコンセプトに 1990年にロンドンで生ま
れました。一流クルージングでのスパや高級ホテル、ヒースロー空港、
JFK 空港のスパとして多くのエグゼクティブな方に支持されてい
ます。

LA VILLA SPA APPI
OPEN 3 p.m. to 11 p.m. (Last admission 10 p.m.)

ラヴィラ スパ

ANA INTERCONTINENTAL APPI KOGEN RESORT
117-46 Appi Kogen,Hachimantai-shi,Iwate 028-7306 Japan

ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート

岩手県八幡平市安比高原 117-46



“ 対 極の調 和 ”
エレミス【ELEMIS】とは、ヘブライ語で【Ele/天】と【mis/地】からなり対極
のハーモニーを意味します。
天と地、陰と陽、心と体、内側と外側の健康、伝統とイノベーション、自然と化学。エレミ
スとは「対極に位置する2つのバランス（調和）がとれた状態」を意味します。

自然が創り
エレミスは自然・天然由来成分についての理解を深めることに全力を注ぎ、常に最新
の成分を活用しています。自然がもたらすものは肌への親和性が高く、技術の力により、そ
こから優れたスキンケア、エイジングケアを引き出すことができます。エレミスは成分の質と量
において決して妥協することなく、純粋性、有用性において信頼できるブランドであ
り続けています。

科学が導く
エレミスは、天然資源から有効な成分を抽出するための天然由来成分開発技術を求
め、最新技術へも投資をしています。この天然由来成分と技術の相互関係こそ、多様
な有用性をもつ処方を作り上げることを可能にし、エレミスの全ての商品が最大限のセラ
ピー作用を発揮できるのです。エレミスの「次世代」メディカルスキンケア技術を見つけ
出すことへの決意が、エレミスをお客様の変化するニーズに、常に対応し続けるブラ
ンドとしているのです。

Facia1
ELEMIS PRO-COLLAGEN AGE DEFY
〈エレミスプロコラジェンエイジディファイ〉 60M / ¥25,300
肌をふっくらとさせ、乾燥による小じわに働きかけるトリートメント。海の恵み、パディナパボニカ
やレッドコーラルなどの海藻成分（保湿）が、肌にハリと潤いを与えます。
エイジングサインにターゲットを絞ったトリートメントが肌を生き生きとさせ、健康的でより若々
しい印象の肌へと導きます。

ELEMIS SUPER FOOD PRO-RADIANCE
〈エレミススーパーフードプロラディアンス〉 60M / ¥25,300
疲れた肌を優しくいたわり、健康的な肌ツヤに導くトリートメント。必須ミネラルや微量元素
（マグネシウム、カリウム、亜鉛、ビタミンA・E）など整肌成分を配合、肌にとってのスー
パーフードを重ねていき、疲れて消耗した肌を健やかな状態に導いていきます。もっとなめらか
に、ふっくらと、健康的で輝きのある肌へ。

HOGUSHI ホグシ

衣類の上からしっかりとした圧で身体をほぐしていきます。
リラックス効果・免疫力アップに

40 分 / ¥10,200
60 分 / ¥12,000

Body
Body Therapy〈ボディーセラピー〉
自然の恵みを生かした良質の天然オイルを用いたオイルトリートメントにより、
血液やリンパ液の循環を促しながら、深いリラックスへと導きます。

60M / ¥17,600
90M / ¥25,300
120M / ¥30,800

ELEMIS Freestyled deeptissue Treatment
〈エレミス フリースタイル ディープティッシュートリートメント〉
４種類のボディオイルから、お悩みや体調に合わせて最適なものをお選びし、優しい
流れるようなトリートメントで緊張をほぐし、血行を促進します。

60M / ¥20,900
90M / ¥27,500

Ex perience
Body & Facia 1 ボディ&フェイシャル

ELEMIS Facial & Body Therapy
〈エレミスフェイシャル＆ボディーセラピー〉
フェイシャルケア 2 種類の中の一つとボディセラピーを組み併せたコース。
お身体の状態に合わせてセラピストがカスタマイズします。
Facial 60M + Body 30M 90M / ¥29,700
Facial 60M + Body 60M 120M / ¥36,300
Facial 60M + Body 90M 150M / ¥44,000

ELEMIS Facial & Freestyle deep tissue Treatment
〈エレミスフェイシャル&フリースタイルディープティシュートリートメント〉
エレミスのフェイシャルケアとエレミスフリースタイルディープティッシュートリートメントを
組み合わせた最高級コース。エレミスを全身でご堪能いただけます。
Facial 60M + Body 60M 120M / ¥42,900
Facial 60M + Body 90M 150M / ¥50,600

Treatment for Two
疲れた身体を委ねて心地良いリラックス。お二人のスペシャルな時間を。
カウンセラーがお客様のご要望をお伺いし、
お二人に合ったトリートメントを行います。

表示価格は消費税込です。妊娠中の方はご利用をご遠慮いただいております。ご予約のキャンセルについては前日20:00 までにご連絡ください。

Tax is included. We kindly ask expectant and nursing mothers to refrain from treatment. Cancellation: Please let us know til 20:00p.m. the day before your treatment time.

ボディセラピーはお部屋でのトリートメントが可能です。

別途 ¥1,000 頂戴いたします。

We provide body therapy massage in your room.

In that case cost additional ¥1,000.

ホグシはお部屋でのトリートメントが可能です。

別途 ¥1,000 頂戴いたします。

We provide HOGUSHI massage in your room.In

that case cost additional ¥1,000.
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