ハワイアン・エクスペリエンス
HAWAIIAN EXPERIENCES

ロミロミマッサージ 大人気おすすめ！
50分 $165 80分 $229
古代より受け継がれてきたハワイ伝統のマッサージ。本場ハワイで
のロミロミをご体験下さい！

ヒーリングバス リニューアル
25分 $ 85
追加メニューとしてご用意しているバスリラクゼーション。お好みの
バスオイルをお選び下さい。

MASSAGE THERAPY

カップルズマッサージ
50分 $310 80分 $435
屋外ハレまたは室内トリートメントルームにて、お二人でご一緒に
マッサージを受けていただけます。

ポハクパア（ホットストーン）
50分 $165 80分 $229
熱したイリイリストーンを背筋に沿って並べ、ロミロミマッサージと組
み合わせて筋肉のこりをほぐします。

ウェルネスマッサージ
50分 $175 80分 $239
アロマセラピー効果でより贅沢なマッサージを体験いただけます。
バランス・デトックス・リラックス・元気回復・ストレス解消に効果的
なエッセンシャルオイルをブレンドいたします。

ファイアー＆アイス パアカイセラピー
80分$229
パアカイ（塩）を温めたピカキオイルに混ぜウォームラップを施します。

スポーツリリーフ マッサージ
50分 $175 80分 $239
筋肉疲労や筋肉痛をスウェーデン式マッサージで和らげます。

ラバサウナ トリートメント
50分 $85
溶岩の泥パックを塗り、オープンエアーサウナで乾かすことによって
お肌の不純物を取り除きます。

ディープティッシューマッサージ
50分 $175 80分 $259
筋肉の奥深くに届くように圧力をかけて揉みほぐすマッサージ。

アクアティック・エクスピリエンス
AQUATIC EXPERIENCE

マッサージセラピー

クラシック スウィディッシュマッサージ 50分 $165 80分 $229
血液循環を促し、筋肉疲労を和らげる西洋伝統のマッサージ。

ボディートリートメント
BODY TREATMENTS

マウナラニ シグネチャーエクスピリエンス
80分 $229
贅沢なアイランドスクラブとラップ。鎮静効果のあるコカニラと循環
作用を促すジンジャーハニー使用。
ラバフロー ボディートリートメント
デトックス効果のある火山の泥を用いたパック。

80分 $229

シーウィード セラピー
80分 $229
海藻とアラエ海塩のスクラブにはお肌のデトックスとミネラル成分補
給効果があり、海の癒しと浄化の力を感じられます。
大人気おすすめ！

ラバワツ エクスピリエンス
50分 $185 80分 $255
溶岩に囲まれた塩水の温水プールで身体を水に浮かせた状態で、
ストレッチや指圧マッサージを行います。マウナラニスパでしか体験
できないオリジナルメニューです！
マザーフッド マッサージ
50分 $185 80分 $255
妊娠中の方のための特別なマッサージ。身体を水に浮かせた状
態で行われます。妊娠月数に合わせた内容となっています。
アクアティック リフレクソロジー
50分 $185 80分 $255
身体を水に浮かせた状態での足裏マッサージ。

バス＆ヴィシー体験
BATH & VICHY EXPERIENCES

エキゾチック ハレ ヴィシーエクスピリエンス
50分 $179
ヴィシーハレで、全身エクスフォリエーション（角質除去）の後、
ヴィシーシャワーで洗い流します。

コナモカボディースクラブ
50分 $165
贅沢なチョコレートとコナコーヒーを使用したスクラブの後、バニラビーンズロ
ーションでのアンチエイジングトリートメント。

クーリングアロエベラ＆ティーラップ
50分 $165
日焼けしたお肌をアロエベラとティーリーフで冷やします。
パパイヤパイナップル ボディートリートメント 50分 $165
パパイヤパイナップルスクラブでボディーを磨き、その後エンザイムローション
でスキントリートメントを行います。

シロダーラ
50分 $179
“第３の目”に温めたオイルを注ぎ、髪と頭皮をマッサージ、更にフ
ェイストリートメントと手足のマッサージを軽く施します。心身のバラ
ンスを整える古代のセラピー。

スペシャルティー・マッサージセラピー
SPECIALTY MASSAGE THERAPIES

ハパイ（マタニティー）マッサージ
50分 $165 80分 $229
妊娠中の身体をリラックスさせる特別なマッサージ。
リフレクソロジー
50分 $165 80分 $229
全身の調子を整える効果のある足裏マッサージ。
リンパティック ドレナージュ
50分 $165 80分 $229
免疫効果を高め、デトックスを促すリンパマッサージ。
クラニオサクラル セラピー

50分 $165 80分 $229

頭蓋骨・背骨・仙骨のバランスを整え、エネルギーを高めます。

タイ式マッサージ
80分 $229
ヨガマッサージとも呼ばれるユニークなマッサージ。ショートパンツと
シャツを貸し出しいたします。
指圧
50分 $165 80分 $229
指で圧力を加えて身体のツボを刺激する日本式マッサージ。

スパトリートメント エンハンスメント
SPA TREATMENT ENHANCMENTS

*他のトリートメントと組み合わせてお楽しみいただけます。
ヒーリングバスリニューアル
頭皮＆フットトリートメント
ハワイアンフットソーク

30分 $85
25分 $59
15分 $10

ハーフレッグ
フルレッグ

スキンケア
SKIN CARE

30分
75分

$55+
$95+

スパ パッケージ
SPA PACKAGES

ラバラブカップルズ
$799
アクアティックボディーセラピー（50分）、ラバサウナ（50分）、ラバフロ
ーボディーラップ（80分）
ファイアー＆アイス
$495
ファイアー＆アイスパアカイセラピー（80分）、ファイアー＆アイスフェ
イシャル（110分）、ラバサウナ（50分）

シグネチャー“ファイアー＆アイス” フェイシャル
110分 $289
手足のパック、最新の保湿・活性化ローションによるフェイシャルケ
ア、目元と唇のケア、首・肩・手足のマッサージ。
ディープクレンジング フェイシャル
ディープクレンジングと保湿パック＆マッサージ。

80分 $229

カスタム フェイシャル
80分 $229
肌のコンディションに合わせたカスタムトリートメント。
メンズエグゼクティブ フェイシャル
50分 $169
日焼け・スポーツ・髭剃り・擦り傷などによるダメージをケアし、パッ
クにより肌のバランスを整え、若返らせます。
オーガニックフラ フェイシャル
50分 $169
フルーツと植物成分たっぷりのオーガニックスキンケア。ハワイアンミ
ュージックが流れます。
ユースフルリニューアルフェイシャル
分
バイオペプチドの力で肌にハリを与えるユニークなフェイシャル。

ワックス
WAXING

15分
15分
15分
30分
15分
30分
30分
90分
30分

シンプルプレジャー
$305
ウェルネスマッサージ（50分）、ユースフルリニューアルフェイシャル
（50分）

サロンサービス

アンチエイジング フェイシャル
80分 $229
ディープクレンジング、エンザイムピール、２種類のパック。

顎／リップ
首筋／チーク
アイブロー
アイブローデザイン
ハーフアーム
フルアーム
アンダーアーム
背中全体
ビキニ

ハワイアンヒーリングエスケープ
$345
ヒーリングバスリニューアル（25分）、ロミロミマッサージ（50分）、
オーガニックフラフェイシャル（50分）

$25
$25
$35
$55
$55+
$85+
$45+
$105+
$65+

SALON SERVICES

詳細につきましては、スパまたは日本語ゲストサービスまでお問合
せ下さい。
＊スパご利用のご注意
マウナラニスパでは、キカパ（ハワイ風ローブ）、スリッパ、プライベートロッカー、
バス＆バニティー用品等のアメニティーをご用意いたしております。予約時
間の３０分前までにチェックインにいらして下さい。。施設内では携帯電話
の電源を切り、喫煙をご遠慮願います。
＊ご予約先
ご予約の際は、808-881-7922または内線48までお電話下さい。日本語
ゲストサービス（内線7977）でもご予約のお手伝いをいたします。
＊施設のご利用
スパ利用一日パス（有料）で、スパ施設をすべてご利用いただけます。ス
パサービス（50分トリートメント）をご予約のお客様は、トリートメント当日
はスパ施設を無料でご利用いただけます。
＊キャンセルポリシー
キャンセル・変更は８時間前までの受付となります。
＊健康上の問題
健康上の問題、手術歴、高血圧、妊娠等ご心配な点がございましたら、
どうぞお気軽にご相談下さい。
＊サービス料／チップ
良いサービスだとお感じいただけましたら、お客様の自由裁量にてチップを
承ります。
＊スパブティック
マウナラニスパブティックでは、幅広い品揃えのスパ製品、衣類、ギフト、ア
クセサリーを扱っております。またニーズに応じたギフトバスケットやギフトカ
ードもお求めいただけます。お電話またはEメールでのご注文可。

マウナラニスパ
2015
MAUNA LANI SPA
68-1365 Pauoa Road
Kohala Coast, HI 96743
808-881-7922
Email: spa@maunalani.com
www.maunalani.com
*メニューおよび料金は2015年1月1日現在のものです。
料金は予告なく変更される場合がございます。

