ワイキキ店 2017年1月1日～2019年3月31日までのご利用

マッサージ
マッサージ
MASSAGE
MASSAGE
マンダラ・ディープ・ティッシュー・マッサージ
Mandara Deep Tissue Massage

スウェーデン式マッサージ
Swedish Massage
古くからヨーロッパに伝わるこの伝統的なマッサージは、アロマオイルを
使い筋肉をほぐしリラックス効果を促します。こころの内面から癒すと共に
血行とリンパの流れを促し、筋肉や神経の緊張を和らげます。

50分 $145(税サ込 $182.20) / 80分 $210 (税サ込 $263.87)
バリニーズ・マッサージ
Balinese Massage
リラックスして、目を閉じ、平穏な世界に身を委ねてください。何世紀も受け
継がれてきた伝統的なこのセラピーは、ストレッチ、ロングストローク、
スキンローリング、手のひらと親指での指圧の技術を組み合わせています。
マッサージの優雅な流れで、緊張を解きほぐし、血流を改善し、ストレスを
和らげ、調和を促します。

50分 $155 (税サ込 $194.76) / 80分 $220 (税サ込 $276.44)
ハワイアン・ロミロミ・マッサージ
Hawaiian Lomi Lomi Massage
ハワイ王朝時代、王族たちに親しまれていたハワイの伝統的マッサージ。
前腕を使ったゆったりとした優しいストロークと、筋肉組織を和らげる
巧みなテクニックの調和が、深い安らぎを与えながら、健やかな状態を
呼び覚まします。

50分 $155 (税サ込 $194.76) / 80分 $220 (税サ込 $276.44)
指圧
Shiatsu
鍼と同じ原理に基づいたツボを押すマッサージは深い、効果的なタッチを
求める方にお勧めです。緊張と疲れを和らげ、エネルギーの流れを増強
します。

50分 $155 (税サ込 $194.76) / 80分 $220 (税サ込 $276.44)

50分 $160 (税サ込 $201.05) / 80分 $225 (税サ込 $282.72)
マンダラ・ホット・ストーン・セラピー
Mandara Hot Stone Therapy
バリ島では「バトゥ」ストーンには水の生命力とエネルギーが満ちていると
信じられてきました。溶岩石の特性を生かし、温水で温めたその石に
スパイシーでセンシュアルな東洋のアロマオイルを塗ります。ツボに置か
れた石が、身体を芯から温めます。温石の熱を利用した伝統的なボディ
マッサージがストレスを取り除き、筋肉の痛みを緩和します。

50分 $170 (税サ込 $213.61) / 80分$235 (税サ込 $295.29)
トラディショナル・タイ・マッサージ
Traditional Thai Massage
ヨガのような連続したストレッチと深いマッサージを行います。伝統的な
チャントで始まり、感謝を表すセラピストの深いおじぎで終了します。衣服
を着用して施術します。Tシャツとルーズフィットのスウェットパンツがおす
すめです。

50分 $155 (税サ込 $194.76) / 80分 $220 (税サ込 $276.44)
スウェーデン式・カップル・マッサージ
Swedish Couples Massage
カップルールームでお二人並んでのフルボディー、スウェーデン式
マッサージ。

2名分-50分 $290 (税サ込 $364.40) / 80分 $410 (税サ込 $515.18)
ココナッツ・ポルティス・マッサージ
Coconut Poultice Massage

バンブー・マッサージ
Bamboo Massage
温められた太さの異なる竹を身体の上で転がしたり、エッセンシャルオイ
ルでマッサージして筋肉を和らげます。お客様のお好みに合わせて強さの
加減をします。

50分 $170 (税サ込 $213.61)
ナーチャリング・マザー・トゥ・ビー・マッサージ（妊婦の方向け）
Nurturing Mother to Be Massage
日本の椿オイルを使った妊婦用マッサージ。このマッサージを快適に、そ
してリラックスして受けていただくための専用の枕で身体のポジションを
とっていただきます。

50分 $160 (税サ込 $201.05)

過剰な運動は時として、筋肉や関節にストレスを与える原因になります。
このマッサージは筋肉を温めてリラックスさせ、運動機能の向上を促しま
す。運動前には柔軟性の向上に、運動後には筋肉疲労の迅速な回復に
効果を発揮します。

リラックス効果のあるこのマッサージは香のついたココナッツ・ポルティス
（湿布）を使用しビタミンEとKが多く含まれています。体に当てるポルティス
にはココナッツとスイート・アーモンド・オイルにロータス・フラワー・ミルクと
ヨーグルトが配合されており肌の保湿に最適です。さらに、東西の
マッサージと指圧の技法を取り入れて、体の筋肉をリラックスし緊張をとき
ほぐします。

75分 $220 (税サ込 $276.44)
リフレクソロジー・マッサージ
Reflexology Massage
足の反射ポイントが身体の各器官と一致すると考えられています。指でつ
ぼを刺激しエネルギーの流れを再構築します。

25分 $95 (税サ込 $119.37) / 50分 $155 (税サ込 $194.76)

税サ込料金：20％のサービス料金とハワイ州税・オアフ島郡付加税の合計4.712％が加算された料金です
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ボディ・セラピー
BODY THERAPIES

フェイシャル
FACIAL

マンダラ・バリニーズ・ボディ・ポリッシュ（マッサージ付）
Mandara Balinese Body Polish with Massage

エレミス・スキン・スペシフィック・フェイシャル
Elemis Skin Specific Facial

あなたの身体に活力を与えるエキゾチックなトリートメントです。スクラブで
お肌を滑らかにし、潤いを与えます。スクラブは、オレンジ・シュガー・スク
ラブ、ライム＆ジンジャー、バリニーズ・ボレ（数種類のスパイス）から当日
お選びください。
50分コースは25分の背中のマッサージ、75分コースは50分の全身マッ
サージが含まれます。

60分 $145 (税サ込 $182.20)

50分 $145 (税サ込 $182.20) / 75分 $210 (税サ込 $263.87)
エレミス・アロマ・スパ・シーウィード・マッサージ（マッサージ付）
Elemis Aroma Spa Seaweed Massage
お勧めの海洋植物と海藻を配合したアロマセラピー。クレンジング・エッセ
ンシャル・オイル配合の温かい海藻ボディマスクで全身をパックします。そ
の間に頭皮と足のマッサージでデトックスし、血行を促進した後、ボディ・
マッサージを行います。予約時に身体を引締めるセルトックスまたは、関
節痛や筋肉痛を和らげるマッスルイーズからお選びください。
75分コースは25分の背中のマッサージ、100分コースは50分の全身マッ
サージが含まれます。

75分 $210 (税サ込 $263.87) / 100分 $275 (税サ込 $345.55)
トロピカル・ハワイアン・ボディ・スクラブ
Tropical Hawaiian Body Scrub
トロピカル・コンディショニング・エッセンスで輝くお肌を作り上げます。スク
ラブは当日下記の3種類から1種類お選びください。
■パアカイ（ソルト）・グロウ
ハワイの海の恵みが与える角質トリートメント。肌をソフトに整えてから、
シーソルトとクレイのスクラブで滑らかな肌を育みます。
■チョコレート・マカダミア・ナッツ
ピュア・チョコレートとマカデミアナッツ、そして上質なオイルのエキゾチック
なブレンドに包まれながら贅沢なひとときを満喫できます。
■ココナッツ
新鮮なココナッツとハワイアン・オレナの根を使った栄養たっぷりのトリート
メントは乾燥肌や敏感肌の方にぴったりです。

50分 $145 (税サ込 $182.20)

男女ともにお勧めのディープクレンジングとアロマテラピーのフェイシャル
です。肌ストレスを軽減し、細胞に酸素を送り込みます。エッセンシャル・オ
イルは、肌バランスを保つ混合肌向けのハーバル・ラベンダー・リペア、乾
燥肌向けの潤いを与えるエキゾチック・モイスチャー・デュー、くすみを取り
除くフルーツ・アクティブ・グロウの3種類から当日お選びいただけます。

エレミス・ヴィジブル・ブリリアンス・フェイシャル
Elemis Visible Brilliance Facial
即効性のあるアンチエイジング・フェイシャル＆アイトリートメント。目周辺
のくすみを除去し、若々しいふっくらとした肌を作ります。マッサージとマス
クで肌を滑らかに引き締め、輝きを取り戻します。さらに手、腕、頭皮の
マッサージが含まれます。

60分 $175 (税サ込 $219.90)
エレミス・プロコラーゲン・クォーツ・リフト・フェイシャル
Elemis Pro-Collagen Quartz Lift Facial
シワに働きかけるフェイシャル・トリートメント。水晶や他の鉱物の抗酸化
特性によって、目に見える老化を遅らせ、お肌をすっきりとリフトアップしま
す。さらに手、腕、頭皮のマッサージが含まれます。

60分 $195 (税サ込 $245.03)
エレミス・アーバン・クレンズ・フォー・メン
Elemis Urban Cleanse for Men
皮膚を浄化し、健康で清潔な顔色を保ちます。毛穴が目立つ肌に効果的
なディープ・クレンジング・フェイシャルは、詰まった毛穴を洗浄し、肌の代
謝を促進し、不純物を素早く取り除きます。即効性の高い成分が敏感な肌
を整え、長期間、肌を汚染から守り、清潔な肌を保ちます

60分 $145 (税サ込 $182.20)
エレミス・トリエンザイム・リサーフェイシング・フェイシャル
Elemis Tri-Enzyme Resurfacing Facial
肌のくすみをとり、しわが目立つのを防ぎ、肌を若々しく蘇らせます。すべ
てのスキンタイプに適した即効性のあるフェイシャルです。

60分 $195 (税サ込 $245.03)
エレミス・プロ・インテンス・リフト・エフェクト・フェイシャル
Elemis Pro-Intense lift Effect Facial
最新テクノロジーを駆使して抽出された植物ステムセルが栄養たっぷりな
オイルで保湿することにより、たるんだ顎や首に働きかけ肌の水分代謝を
整え、引き締まった輪郭を導きます。

60分 $195 (税サ込 $245.03)

税サ込料金：20％のサービス料金とハワイ州税・オアフ島郡付加税の合計4.712％が加算された料金です
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スパ・パッケージ
SPA PACKAGE

オプション
OPTION

下記に表記されている所要時間は最初のトリートメントが
開始されてから最後のトリートメントが終わるまでの合計
時間です。2つ目またはた3つ目のトリートメントの準備をする
時間も含まれておりますので予めご了承ください。

下記のオプションはマッサージやフェイシャルに追加してお楽しみ
いただけます。単独ではお選びいただけません。
追加可能なマッサージ・フェイシャルについてはお問合せください。

コンディショニング・フット・トリートメント（オプション）
Conditioning Foot Treatment

ハワイアン・アウェイクニング
Hawaiian Awakening
マンダラ・バリニーズ・ボディ・ポリッシュ50分と伝統的なハワイアン・ロミロ
ミ・マッサージ50分で身体を癒した後は、エレミス・ビジブル・ブリリアンス・
フェイシャルでお肌のケアを。

マッサージにフット・マッサージを追加します。トリートメント時間内に同時に
施術し、時間の延長はありません。 $40 (税サ込 $50.26)

2時間15分 $355 (税サ込 $446.07)

フランジパーニ・ナリッシング・ヘア＆スカルプ・コンディショニング
（オプション）
Frangipani Nourishing Hair and Scalp Conditioning
髪と頭皮に輝きを取り戻すコンディショニング。トリートメント時間内に同
時に施術し、時間の延長はありません。 $40 (税サ込 $50.26)

クラッシック・マニュキュア・アンド・ペディキュア付き

3時間45分 $415 (税サ込 $521.47)
ハワイアン・クウウイポ・ロミロミ・カップル・マッサージ
Hawaiian Ku’ipo Lomi Lomi Couples Massage
2名用スイートで優雅にリラックスしたマッサージを体験できるカップル向け
のトリートメント。お二人並んで50分のロミロミマッサージを受けた後は25
分のプライベート・ハイドロセラピー・バスでリラックス。

1時間15分 $340 (税サ込 $427.22) – 2名料金

ホット・ストーン・セラピー（オプション）
Hot Stone Therapy
温めた石のバイタリティとエネルギーを使って、筋肉の緊張や痛みを緩和
させます。トリートメント時間内に同時に施術し時間の延長はありません。

$30 (税サ込 $37.70)
メンズ・スパ・エスケープ
Men’s Spa Escape
マンダラ・ディープ・ティシュー・マッサージでストレスを取り除きリラックスし
た後、エレミス・アーバン・クレンズ・フォーメン（フェイシャル）でお肌のクレ
ンジングを施します。

1時間50分 $270 (税サ込 $339.27)
メンズ・スポーツ・マニュキュア・アンド・ペディキュア付き
3時間 $335 (税サ込 $420.94)
エクスプロレーション・イン・チョコレート（カップル向け）
Exploration in Chocolate for two
ご夫婦やハネムーナーに人気のスパスイートでチョコレートを使ったトリー
トメントをお楽しみいただきます。50分のマッサージのあとにセラピストが
チョコレート・マカデミアナッツのスクラブを使ってスクラブの仕方をお見せ
します。セラピスト退室後、お二人でお互いにスクラブを。トリートメントの
合間のひとときはアロマ・バスをお二人でお使いください。

ウォーミング・パラフィン・トリートメント（オプション）
Warming Paraffin Treatment
温熱療法で代謝を上げ、腰の痛みの緩和や荒れて乾燥した手足に潤いを
与えます。当日腰・手・足から1箇所をお選びください。トリートメント時間内
に同時に施術し時間の延長はありません。

$20 (税サ込 $25.13)
プロロング・ザ・ブリス（オプション）
Prolong the Bliss
トリートメント時間を30分延長します。 30分 $65 (税サ込 $81.68)

マンダラ・バリニーズ・ボディ・ポリッシュ（オプション）
Mandara Balinese Body Polish
マッサージの前後に25分のボディ・スクラブを追加します。

25分 $80 (税サ込 $100.52)

2時間15分 $415 (税サ込 $521.47) – 2名料金
ベイジング・リチュアル（オプション）
Bathing Rituals

ホウェン・イン・バリ
When in Bali
バリニーズ・マッサージで身体のストレスを開放したあとはエレミス・スキ
ン・スペシフィック・フェイシャルを施します。最後にマンダラ・ハンド＆フッ
ト・リチュアルでリラックスをしていただきます。

3時間50分 $410 (税サ込 $515.18)
シャンプーとスタイリング付き

4時間50分 $440 (税サ込 $552.88)

マッサージまたはトリートメント後に25分のアロマバスをお楽しみいただけ
ます。 25分 $75 (税サ込 $94.24)

ヴィシー・シャワー・エクスペリエンス（オプション）
Vichy Shower Experience
マッサージまたはトリートメント後に15分の爽快なヴィシーシャワーを追加
します。 15分 $45 (税サ込 $56.54)

税サ込料金：20％のサービス料金とハワイ州税・オアフ島郡付加税の合計4.712％が加算された料金です

