モアナ ラニ スパ
スパ・メニュー ＆ 料金

ハワイの空と海が出逢い、
その限りないヒーリング・パワーに包まれるところ
遠い昔からハワイの島々に大切に受け継がれてきた伝統のヒーリング法と、斬新なスパ・
トリートメントが出逢い溶け合うところ。それは華やかな歴史と優雅
な伝統に彩られたワイキキのファースト・レディー、
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパの中に広がるラグジュアリーな癒しの空間。目の前には
緑のマノア渓谷に発し海へと流れ込む清流から湧き出る、不思議な癒しの力を持つという
「アプアケハウ」の泉。その昔ワイキキに命を注いだこの泉は、
今、私たちのスパにかけがえのない息吹を吹き込みます。魂までも癒すマッサージ。身も心も呼び覚ます海の歌。研ぎ澄まされた感覚があなたを至福の世界
へと誘います。
天国のようなモアナ ラニ スパへようこそ。

モアナ・エスケープ・パッケージ
ご自分に合ったトリートメントを一つお選びいただくことも、
いくつかのトリートメントをセットにしてお客様だけのスパ体験をお楽しみいただくこともできます。
パッケージはいずれもお一人様用で、内容の一部を変更したり他の方にお譲りになることはできません。パッケージに組み込まれたトリートメントは、
すべて同
日中にのみお受けいただけます。

カスタムエクスプレス・フェイシャル

インヴィゴレーティング・フット・トリートメント

セラピストがお客様のお肌に最も適したフェイシャルを選びます。ひとり

疲れた足やだるい脚に活力を与えるこのトリートメントは、腫れやむくみを

ひとりに合わせたフェイシャルにはクレンジング、角質除去、パーソナル・

取り痛みを和らげます。
さっぱりとリフレッシュする角質除去を含み、
ひざ

フェイシャル・マスクが含まれます。

から下を深く癒すこのレッグ・マッサージをお楽しみください。

25分

25分

ロミ・フットマッサージ
ショルダー、ネック＆スカルプ・マッサージ

このリラックスしていただけるトリートメントは、
レッグ
（脚）
とフット
（足）の

このマッサージではお客様のニーズに合わせたESPAボディ・オイルを使

ジンジャー・ハニー・エクスフォリエーション
（角質除去）
から始まります。

い、肩、首、頭皮など緊張した部分を重点的にほぐします。必要なエリア

そしてティ・リーフと温かいポハク
（石）のフット・ラップが緊張を和らげる

には温かさを与え痛みを和らげるホット・ストーンも使用します。

25分

中、伝統的なロミロミの動きを駆使したレッグ＆フット・マッサージをお楽
しみいただけます。

25分

バック、ネック＆ショルダー・マッサージ
このカスタムメイドのマッサージは、お客様のニーズに合わせたESPAボ

ボディ・ポリッシュ

ディ・オイルを使い、最適なマッサージ技術で背中、首、肩など気になる

肌を最高に柔らかくするこの至福のボディ・
トリートメントは、角質を除去

部分をほぐします。必要なエリアには温かさを与え痛みを和らげるホット・ス

するエクスフォリエーティング・ボディ・ポリッシュを使って肌に栄養を与

トーンも使用します。

25分

え、柔らかくみずみずしく仕上げます。これだけでも完璧なトリートメントとし
てご満足いただけますが、
マッサージ前にお肌を整えるトリートメントとして
もおすすめです。

●

1セット − $95

●

2セット − $170

●

3セット − $230

●

4セット − $290

25分

ヘブンリー・グロー・スキン
カスタマイズド・フェイシャル

エイジ・デファイング・フェイシャル

お客様に合わせて特別にカスタマイズするこのエキスパート・フェイシャ

お肌を完全にリニューアル。肌を再生して顔の筋肉を整え引き締めることに

ルには、
ディープ・クレンジング、角質除去、
そしてトリートメントの目的にぴ

より、
クリアでくすみのないお肌へ導くこのトリートメントをご体験ください。

ったりのマッサージとマスクが含まれます。

80分 $225

50分 $150
80分 $200

シグニチャー・ロミ・フェイシャル

イントラシューテイカル・オキシジェン・フェイシャル
お肌の美しさを愛 (め)で、触ったときの心地よさにうっとり。酸素の導入に
より、
このラグジュリアスで即効性の高い保湿フェイシャルの作用を促進

ロミロミのテクニックを取り入れたフェイシャルマッサージ・
トリートメントは、

し、
はっきりと目でわかるリフティングと卜ーニングをご実感いただけます。

しわや小じわを軽減し、表情筋の強化を促進します。ハワイ産のスキンケ

しっかりと保温された肌はなめらかなだけでなく、ハリや輝きがあり、重力

ア製品を用い、
よりみずみずしく引き締まったお肌へ導くフェイシャルです。

にも負けません。下のメニューからご選択ください:

80分 $235

リジュヴィネイト・
トリートメント
（すべての肌タイプに）
オピュレンス・
トリートメント(くすみやサンダメージのある肌に)

ファウンテン・オブ・ユース
熱エネルギーで若さを引き出す、
このお肌をリフティングするトリートメント
では、小じわ軽減の効果をすぐに実感いただけます。コラーゲンを作り出
す肌の自然な能力を高めながら、ハリのある輝きをお肌にもたらします。

50分 $180
80分 $255

ダイアモンド＆ゴールド・フェイシャル

このトリートメントにはカスタム・クレンジング、
クオンタム・リフティング、

一般的なマイクロ・ダーマブレーションとは比べ物にならないほど優れた、

そして心地よくお肌を引き締めるシグネチャー・ゴールド・マスクも含ま

ダイアモンド・チップを使用したこのトリートメントは、お肌に優しくかつ高

れています。

50分 $225

い効果をお約束いたします。お肌に合わせたカスタム・クレンジング、
トー
ニング、心地よくハリをもたらすシグネチャー・ゴールド・マスクとともに、
リフ
レッシュするエクスフォリエーション
（角質除去）
をご体験ください。

50分 $225
手またはデコルテへの追加

各20分 $50

ハイドラフェイシャル ®
ハイドラフェイシャル®は、最先端のスキンケア技術を駆使した結果重視のフェイシャル・
トリートメントです。
レーザーを使わずに肌の表面をなめらかに整え再
生するこのハイドラ・ダーマブレイジョンの施術では、健康なお肌に導く抗酸化物質、
ヒアルロン酸、ペプチド類などを効果的に浸透させながら、
クレンジン
グ、角質と毛穴の角栓の除去、保湿を行います。このトリートメントは細かいしわから表情じわ、
しみ、
オイリーまたはニキビ肌を改善しながらお顔に若々しさを
よみがえらせ、健康的で光り輝く肌を実現します。

エクスプレス・ハイドラフェイシャル ®

デラックス・ハイドラフェイシャル®

このエクスプレス・フェイシャルでは、効果の高いクレンジングと角質除

基本となるハイドラフェイシャル® ・
トリートメントにLEDライトセラピーを取

去、
そしてお肌に健康的な輝きを与える抗酸化物質やヒアルロン酸、

り入れ、
お肌のコラーゲンの生成を促進させるトリートメントです。
また、
お

ペプチド類による栄養補給といったフェイシャルに欠かせない要素を

肌に効果的に働きかける美白もしくはしわ対策のセラムからお選びいた

短時間で施術します。

だき、施術に使用します。ブライトノール・インテンシブ・スポット・コレクタ

25分 $135

ーには強力なアルファ・アルブチンおよびビタミンC 成分が含まれており、
しみやくすみを改善し美しく健康的なお肌を取り戻します。ダーマビルダ

ハイドラフェイシャル ®
リンパ液の流れを活性化し、有害物質を排出する手助けを行い顔のむ
くみも軽減するフェイシャル・リンパドレナージュのマッサージの後、
ディー
プ・クレンジングと専用機器による痛みのない毛穴の角栓除去を施しま

ーは小じわを軽減させるとともにお肌に弾力を与えクリアでくすみのない
お肌をつくります。高保湿のコラーゲン・フェース・マスクと肩、首、頭皮の
マッサージでトリートメントを締めくくります。

80分 $295

す。同時に高い保湿効果と抗酸化作用で知られる
「スキンシューティカ
ル」製品を使用してヒアルロン酸やペプチド類を浸透させ、若々しく健康
的なお肌へと導きます。

50分 $195

ハイドラフェイシャル®・エンハンスメント
ダーマビルダー

$50

ブライトノール

$50

スキンケア・エンハンスメント・リチュアル
フェイシャル・
トリートメントに下記のサービスを併せ、
さらに贅沢なスパ体験をお楽しみいただけます。
トリートメント所要時間は変わりません。

ヘブンリー・ハンド または フット
潤いを補給する手または足のパラフィン・
トリートメントです。
各 $25

リヴァイヴ・リップ・ブルーム
この3ステップのトリートメントでは、お肌にハリを与えるファーミング・コン
トア・マスクをしながらダイアモンド・チップを使ったマイクロ・ダーマブレー
ションでエクスフォリエーション
（角質除去）
を行い、最後にお肌に合わせ

レイディエイト
コラーゲン入りのフェイスマスクとマッサージによって敏感な目のまわり
の腫れやむくみ、
くま、表情じわを抑え、ハリと高い保湿効果を与えるトリ
ートメントです。

$50

フォレオ・アイ・マッサージ
目の下のしわやたるみ、
くま、
目尻のしわ、小じわ、表情線を薄くし、
さらに
目の周りにつややかな輝きを与えます。

たカスタム保湿液で潤いを与えてトリートメントを終了します。

$85

コラーゲン・インフューズド・マスク
デコルテ＆ネック
抗酸化作用の高いマスクで疲れを取り輝きをよみがえらせることにより、
老化のサインを軽減します。このトリートメントはデコルテ部分を保湿し、
お肌のうるおいを逃がさず守ります。

$50

$25

アイまたはリップ
ダーマフラッシュ

各 $20

細かいソニック・バイブレーション
（音波振動）
と独自の技術を使用したエ
ッジが安全かつ効果的に角質や汚れ、産毛を落とします。

$50

フォレオ・クレンズ
肌に優しいシリコン製ブラシと毎分 8,000 回のTソニック振動（けい皮音
波振動）
を合わせたこのコンパクトかつパワフルな美容機器が古い細胞
を取り除き、99.5％の汚れ、皮脂、落としきれなかったメイクなどを優しく
浮かして落とします。スキンケアの吸収を高め、
くすみなくきめ細かで輝き
のあるお肌へ導きます。

$25

ボディ・リチュアル
ママキ・マッド・ラップ（エナジャイジング）

ハニー・シュガー・スクラブ

数世紀にわたりハワイで薬として使われてきたハワイ固有の植物である

自然由来のAHA（アルファヒドロキシ酸）
が優しく古い細胞を取り除き、

オーガニックのママキ。そのママキを配合したボルカニック・マッド
（火山

お肌を磨いて毛穴をクリアにするとともに、
フレッシュなシュガー・クリスタ

泥）
を使った癒しのマッドラップとコリをほぐすスカルプ（頭皮）
マッサージ

ルが角質を落とします。お肌を深く保湿するオイルのブレンドが、栄養と

を合わせた至極の全身エクスフォリエーション
（角質除去）。マッドがコリ

水分を与えて肌を守り、美しく健康的な輝きをもたらします。

をほぐして毒素を排除し、
ママキのビタミンとミネラルが身体を最高の状

50分 $150

態に導きます。最後に全身のロミロミマッサージがこのリチュアルを締め
くくり、
リフレッシュして生まれ変わった身体を実感いただけます。

80分 $285
ラップのみ 50分 $185

アヴァ・マッド・ラップ（リラクシング）

ワイルド・レフア・ハニー・スクラブ・ウィズ・レイン・シャワー
ハワイ島に自生するレフアの花から採れた蜂蜜とフラワー・エッセンスが
お肌をクレンジングして癒しながら五感を満たし、ハワイ島のスピリットが
あなたを包みます。ハイビスカスのエッセンスが溶け込んだオーガニック
のサトウキビが古い角質をとかして優しく除去し、
トロピカル・オイルとバタ

ハワイのアヴァ・マッドで長く続くリラクゼーションとボディのエクスフォリ

ーが保湿成分を深く浸透させ肌を磨きます。

エーション
（角質除去）
をご体験ください。伝統的に筋弛緩剤と鎮痛剤と

50分 $165

して使われてきたアヴァとイエロー・ジンジャーが、
ゆったりとあなたを心の
開放へと誘います。過去からのストレスと緊張を解き放ち、
「 今」の深い
安らぎを見つけてください。

50分 $185

モアナ・ウィズ・レイン・シャワー
海とアプアケハウのヒーリング・ウォーターからインスピレーションを受け
たこのボディ・
トリートメントは、
コナ地区で採れた海藻のボディ・スクラブ
から始まり、
ククイナッツ・オイルを使ったロミ・マッサージに続き、
ナチュラ
ル・ブリス・オーガニック・ローションで締めくくられます。

50分 $180

ヘブンリー・タッチ
ヘブンリー・スパ・シグニチャー・マッサージ

指圧

背中への温かい湿布とウェスティン独自のホワイトティーの香りに包まれ

体の各所のツボに圧を加えて心身を整える日本式の指圧です。血行を

ながら、
ニーズに合わせたマッサージをご体験ください。アロマセラピーと

改善し、免疫力を強化する効果があります。

マッサージのハーモニーが、全身を爽やかにリフレッシュします。軽めのタ

50分 $165

ッチのマッサージをお好みの方におすすめです。

50分 $160
80分 $210

ロミ・ホオキパ

ストーン・オブ・アプアケハウ
アプアケハウの源泉となる聖なる地下泉にあるヒーリング・ストーンを使
ったこの高級トリートメントには、パワフルな古代の力が秘められていま
す。このほてりを抑える石は身体および感情のストレスに由来する熱を

ハワイ伝統のロミロミのテクニックを取り入れたこのトリートメントは、腕の

取り除き、清らかな水が発するエネルギーを注入します。

ひじ下、手、
ひじを駆使して筋肉をほぐし、深いリラクゼーションへと導き

このトリートメントはレッグ
（脚）
とフット
（足）
を包むハワイ原産のアヴァ・マ

ます。

ッド・ラップで始まり、背中と首と頭部の緊張を石でほぐし害のあるコリを

50分 $165
80分 $235

和らげます。モアナ ラニ スパのシグネチャー・ハワイアン・オレナ・ボディク
リームを使った伝統的ロミロミマッサージがリラクゼーションに誘い、ハワ
イの土地の持つ素晴らしいエネルギーにあなたを導きます。このトリートメ

ディープ・ティシュー
身体に活力を与え回復を促進するこのマッサージは、筋肉の深部組織
を重点的にもみほぐします。ゆっくりとしたストロークと傷ついた組織を分
解し排除する深い圧で、慢性化した筋肉のコリやハリを解きほぐします。
身体のコンディションに合わせたマッサージを体験し、
すっきりとバランス
の取れた身体でお帰りください。

50分 $175
80分 $$245

ントでは、アプアケハウのヒーリング・ストーンの癒しの力でリフレッシュし
再生を感じていただけます。

80分 $260

ホニ
ホニとはハワイの伝統的な挨拶で、愛する人とつながることを意味します。
ホニにインスパイアされたこのセンシュアルなトリートメントは、
マッサージや
リズム、息づかい、
そしてホニを通してカップルを深く結びつけます。
このトリートメントは全身のハワイアン・ハニー・バター・スクラブで五感を

マミー・トゥ・ビー（妊娠14週目以降の方が対象）
オラ・ホウ
（ハワイ語で 新しい命 の意）
を宿す女性のためのマタニティ・

呼び覚ますことから始まります。次にプライベート・ワールプールの温か
い水の流れに体を委ねます。そしてロミ・ホオキパが身体にリズムを刻む
中、独自のハワイアン・フラワーエッセンスが中心から感情の緊張を解き

マッサージ・
トリートメントです。血行を改善し、皮膚を引き締め、足や足首

放ち、深い覚醒をもたらします。フラワー・ブロッサム・ミストとアヴァ・スカ

のむくみを抑えて、体のバランスを整えます。

ルプ・マッサージが心と感情をクリアにし、
あなたの中とあなたの周りにあ

50分 $165

る愛を感じることができるようになるでしょう。そしてここで私たちが愛の
存在の中にある事に気づくのです。

ロミロミ・オラ
ハワイの伝統的マッサージ、
ロミロミは、古代には「カフナ・ロミロミ」
と呼
ばれる聖職者の家系のみに伝承されていた秘伝の技法でした。モアナ
ラニ スパのロミロミ・セラピストは、
そのカフナの子孫に当たるクム
（師）
より、
マッサージ技法を習得しており、様々なテクニックで蓄積した凝りを
ほぐし、痛みを和らげます。心身を深い安らぎと健康感で満たす素晴らし
い体験です。
所要時間 105 分 $285

所要時間105 分 $560（カップルにつき）

エンハンスメント・リチュアル
ボディ・リチュアルやマッサージに下記のトリートメントを追加して、
さらに贅沢なスパ体験をご堪能いただけます。詳細はセラピストまでお問い合わせください。

ヘブンリー・ハンドまたはフット

アイランド・アロマ・アップグレード

潤いを補給する手または足のパラフィン・
トリートメントです。このトリートメ

マッサージに、ハワイにインスパイアされてブレンドしたエッセンシャルオイ

ントには追加時間がかかりません。
各 $25

ルを加えていただけます。癒しの香りで、
トリートメントのリフレッシュ効果
を更に高めます。このトリートメントには追加時間がかかりません。

$20

ホットストーン
当スパの提供する各種マッサージにホットストーンを加え、究極のリラク
ゼーションをご体験ください。
各 $25

マッスル・メルト
どのタイプのマッサージでも、筋肉の奥深くまで浸透して炎症を和らげ血
流を促進するヨガバームを使うことにより、
さらに高い効果をご実感いた
だけます。

アロエ・ヒート・クリーム
お身体が求めるトリートメントをお届けします。
ヒートクリームの温かさが疲
れた筋肉を癒し、アロエのクールな心地よさが炎症を和らげます
（温 / 冷
の施術はお選びいただけます）。
各 $25

$20

ディスカバー・ア・ニュー・ユー
サンレス・スプレー・タンニング

コスメティックス

1セッション $70

●

メイクアップ・コンサルテーション＆カラーマッチ・アドバイス
（メイクアップは含みません）
50分 $45〜

サロン・サービス

●
●

シャンプーとスタイリング
（ヘア・アイロンを含む）
$75〜$85

●

シャンプー、
カット、
スタイリング
（ヘア・アイロンを含む）
$95

●

ハイライト
$125〜$150

●

カラーリング
$125〜$150

●

アップ、
フォーマル用スタイリング
（シャンプーは含みません）
$100〜

●

前髪カット
$25

●

男性向けシャンプー、
カット、
スタイリング
$45〜

●

アワプヒ・ディープ・コンディショニング・
トリートメント
$120

メイクアップ
$85〜※

●

ハンドメイド・ミンク・アイラッシュ・エンハンスメント
$65〜

●

コンサルテーション付きインスタント・アイラッシュ・ビルディング
$100（使用商品を含む）

上記のリストはメニューの一部です。
その他のサービスに関してはスパまで直接お問い合わせください。
※ウェディング・メイクは、事前にコンサルテーションをお受けになることをお勧めいたします。

エッセンシャル・ケア・フォー・ハンド＆フット
モアナ ラニ スパのシグネチャー・ハンド＆フット・リチュアルは、単独、両方、
あるいは他のトリートメントと併せてご利用いただけます。ネイル・シェイピング、
クレ
ンジングと角質ケア、
さらにキューティクル・ケアとポリッシュが含まれます。当スパのペディキュアは環境に配慮し、水の使用を控えた施術です。体の負担を
減らすゼロ・グラビティ・チェアでゆったり寛ぎながらトリートメントをお楽しみください。
ジェルネイルまたはアクリルネイルをつけておられるお客様は、
ご予約時
にお知らせください。アクリルネイルの爪には施術ができませんのでご了承ください。

アイランド−マニキュア＆ペディキュア

ロミ・ストーン−マニキュア＆ペディキュア

ハワイの島々からインスピレーションを受けたこのトリートメントでは、
お好

エキゾチックなノニやシトラス、
トロピカルフルーツなどから作られた抗酸

みの香りとともに角質ケアのスクラブやマッサージをお楽しみください。

化作用と香り高い製品を使ったトリートメント。このトリートメントには、温
かい石で筋肉をマッサージすることにより血行を促進し深いリラクゼーシ

95分 $140
アラカルト：マニキュア

45分 $60

アラカルト：ペディキュア

50分 $85

ョンに誘うストーン・マッサージも組み込まれています。

130分 $165
アラカルト：マニキュア

50分 $75

アラカルト：ペディキュア

80分 $100

ジェントルマン・サービス

追加サービス

男性のゲストも上記のトリートメントをすべてお楽しみいただけます。その

●

ソフト・ファイル
（やすり）
を使った手または足のネイル塗り替え
$25

●

ジェルネイル・オフ−ソーク・オフ
$25

●

ナチュラル・ネイル・リペア
$20

●

足または手の指先ワックス脱毛
$15

際はポリッシュの代わりに延長マッサージの時間が加えられます。

ジェル・マニキュア
50分 $75
80分 ネイル・オフ込み− $100
（アクリル・スカルプチュアまたはアクリル・オーバーレイが施された爪に
はこのサービスは提供できかねますので、
ご了承ください。）

ケイキ・マニキュア＆ペディキュア
4歳から8歳のお子様を対象
50分 $60

エンハンスメント・リチュアル
ボディ・リチュアルやマッサージに下記のトリートメントを追加して、
さらに贅沢なスパ体験をご堪能いただけます。詳細はセラピストまでお問い合わせください。

ヘブンリー・ハンド または フット
潤いを補給する手または足のパラフィン・
トリートメントです。
各 $25

アロエ・ヒート・クリーム
お身体が求めるトリートメントをお届けします。
ヒートクリームの温かさが疲
れた脚を癒し、アロエのクールな心地よさが炎症を和らげます
（温 / 冷の
施術はお選びいただけます）。

フレンチネイル
$25 追加

ネイルアート（ジェムストーン）
1本 $10〜

各 $25

カップルズ・スイート＆アクセス
リチュアル・フォー・トゥー・スイート・アップグレード

スパ・アクセス

紺碧の海を望むオーシャンフロント・カップルズ・スイートで、お二人ご一

モアナ ラニ スパでは、海の眺めが美しいリラクゼーション・ラウンジ、
なら

緒にトリートメントをお楽しみになりませんか？ 専用のワールプール・バス、

びにスチームルーム、
ドライサウナ、
ワールプール・バス、
ロッカー／シャワ

化粧室を備えた静かな空間で、
プライベートな癒しのひとときをご満喫い

ールームを備えたウォーターセラピーエリアでゆったりとお過ごしいただけ

ただけます。カップルズ・スイートでは、ヘブンリー・ボディ・リチュアル、
ネイ

ます。スパ・サービスをご予約のお客様には、
これらを含むスパ施設を、
ト

ル・サービス、
ワックス脱毛を除くすべてのトリートメントをお受けいただけ

リートメント当日の午前 8 時から午後 8 時の間、無料でご利用いただけま

ます。締めくくりには、
プライベート・ワールプール・バス
（追加での所要時

す。スパ・サービスをご予約でないお客様にも、
スパ施設のみをご利用に

にてお寛ぎいただくこともできます。
間25 分間）

なれる一日パス
（有料）
をご用意しています。パスはご本人様のみのご利

ワールプール・バス付きスイート
先着順

$70〜

用となります。混雑状況により、施設をご利用いただけない場合がありま
す。予めご了承ください。
スパ施設一日パス

$50〜

モアナ ラニスパでの体験を最大限にお楽しみいただくために
トリートメントをお選びの際、必要に応じて、ヘブンリー スパの予約担当者がご要望を伺った上で最適なコースをお勧めいたします。尚、女性または男性セラ
ピストのリクエストを承っており、
リクエストにはできるだけ沿えるよう努力いたします。専門の訓練を受けた当スパのセラピストは全員資格を持っており、心安
らぐリラックス体験をお届けいたします。ご予約には有効なクレジットカードが必要となります。妊娠またはその他重要な健康上の懸念事項がある場合は、
ト
リートメントをご予約の際に必ずご相談ください。

ご予約
当日のご予約ならびにご予約なしのご来店も承りますが、混み状況やご

サービス料とチップ
トリートメント料金の合計額に21％のサービス料と適用される税金をあら

希望のセラピストのスケジュールなどの関係上、
できるだけお早目にご予

そして1％はサポート・
かじめ加算させていただきます。16％はセラピスト、

約をお入れになるようお勧めいたします。なお、
ご予約の際は、主要クレ

スタッフへのチップに充てられます。その他の料金は、
チップやサービス

ジットカード番号、
ご連絡先電話番号、
またご宿泊中のお客様の場合に

料として従業員に充当されることは一切ありません。追加のチップはお

は客室番号をご用意ください。

客様のご一存にお任せいたします。

スパ直通 : 808 -237 - 2535
ホテル内から : 内線 42535

スパ・チェックイン
ご予約時間の30〜45分前にお越しになり、
スチームルームやサウナ、
ワー

スパ営業時間
毎日 8:00AM〜9:00PM（スパ施設へのアクセスは8:00AM〜8:00PM ）
ジム
ウェスティン ワークアウト ジムは、毎日24 時間ご利用いただけます。
への入場にはお部屋の鍵が必要です。スパ・サービスをご予約のお客様
は、
トリートメント当日に限り、施設を無料でご利用いただけます。スパの
営業時間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

健康に関して
妊娠中、
あるいはガンなどその他重要な健康上の問題、
ご質問などがおあ
りの場合は、
ご予約の際に必ずスパ・エクスペリエンス・コンサルタントにご
相談ください。お客様の体調に最も適したサービスをご提案いたします。

ご予約の取り消し
トリートメントの日時、
メニューの変更、
ならびにお取り消しは、
ご予約時
間の6 時間前までにお知らせください。パッケージになったトリートメントの
場合は、24 時間前までにお願いいたします。その後のお取り消し、変更、
あるいはお越しにならなかった場合は、
トリートメント料金の100％を申し
受けます。
また、遅れてお越しになった場合もスケジュールの関係上、
トリ
ートメント時間を短縮して予定通りの時間に終了させていただきますので
ご了承ください。この場合も料金は調整されません。

ルプール・バスなどでおくつろぎになるようお勧めいたします。筋肉を温めて
リラックスさせると、
トリートメントの効果が一層上がります。なお、携帯電話
などの通信機器は、
スパやロッカールーム、
トリートメント・エリアにお入りに
なる前に、電源をお切りくださいますようお願いいたします。ワールプール・
バスやウェットエリアをご利用になる場合は、水着をご持参ください。

シャワー

年齢

トリートメントの前に軽くシャワーを浴びられますようお勧めいたします。

モアナ ラニ スパのスパ施設のご利用および施術は18歳以上のお客様

塩分やミネラル、化学成分などが皮膚に残っていますと、
トリートメントに

に限らせていただいております。サロン・サービスにつきましては4 歳以上

使われるオイルなどと混ざって毛穴を塞ぐことがあります。ワールプール・

の方から可能です。

バスをご利用の際は、必ず先にシャワーをお使いください。

貴重品
フィットネス・クラス

貴重品は客室内の金庫に保管し、
スパにはご持参にならないようお願

時間・内容の詳細はスパでご案内しております。参加はクラスにより有料

いいたします。モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパは、
お客

となる場合があります。

様の所持品の紛失、損害、盗難、置き忘れなどに対して、一切責任を負
いかねますのでご了承ください。

服装
特記のない限り、
トリートメントをお受けになる際は、
スパに用意されたバ
スローブのみをご着用ください。脱衣の際、
セラピストはお部屋を退出さ

スパ・グループ＆パーティー
ホノルル随一のスパでご友人やご家族とリラックスした一日を過ごし、特

せていただきます。
また、
トリートメント中は、常時お体をシーツやタオル等

別なイベントをお祝いしてはいかがでしょうか。結婚を祝うブライダルシャ

で覆い、
お客様のプライバシーを尊重いたします。

ワー、
ご友人とのバケーション、
お誕生日、
もしくは社員の集いなど、
さまざ
まなイベントに合わせ、
いつまでも思い出に残るカスタムメイドのスパ体

コミュニケーション
モアナ ラニ スパでの体験を最大限にお楽しみいただくためには、
コミュ
ニケーションが何よりも大切です。
トリートメント開始前に担当のセラピ
ストに、特にご希望の箇所や避けられたい部分などをお知らせください。
またトリートメント中も、
ご要望を何なりとご遠慮なくお申し付けください。

ギフトカード
大切な方に癒しのギフトをお贈りになりませんか？モアナラニ スパのギフ
トカードは、
トリートメントを一度も受けられたことのない方へ、
そして特別
な記念日の贈り物としても絶好です。

験プランのお手伝いをいたします。
詳細や特別価格については808-237-2535までお電話でお問い合わせ
ください。スパの営業時間ならびに料金は、予告なしに変更になる場合
がございます。ご不明な点は、
ご予約の際にスパ・エクスペリエンス・コン
サルタントにお尋ねください。

モアナ ラニ スパ
T +1 808.237.2535 （ご予約）
F +1 808.237.2543
jp.moanalanispa.com

モアナ サーフライダー
ウェスティン リゾート＆スパ
2365 Kalakaua Avenue
Honolulu, HI 96815
U.S.A.
T +1 808.922.3111
jp.moana-surfrider.com
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