Heavenly spa
BY WESTIN
ヘヴンリースパ
スパ

バイ

ウェスティン

ガイドライン

ヘヴンリースパにて、各種トリートメント、ロッカールーム、フィットネス施設をご利用になれるお客様は
１６歳以上とさせていただきます。サロントリートメントは、保護者の監視のもと１６歳以下のご利用もお
受けいたします。
ヘヴンリースパは全館禁煙となっております。
館内では、携帯電話やポケットベルのご利用は固くご遠慮申しあげます。ロッカールーム、トリートメント
ルーム、
フィットネス施設内へご入場の前に、電源をお切りくださいますようお願い申し上げます。
ご貴重品はご宿泊のお部屋にて保管されるか、ロッカールームのロッカーにお入れくださいませ。
ヘヴンリースパは、いかなる盗難、紛失、置き忘れに対して一切の責任を負いかねます。
スパトリートメントやフィットネス施設の料金は、断りなく変更される場合がありますのでご了承ください
ませ。
料金についてのご案内はスパ

ゲストサービスエージェントがお答えいたします。ご予約の際におたずねく

ださいませ。
営業時間
08:00〜20:30

年中無休

ご予約
テラピストのスケジュール調整やご希望通りの内容にてご満足のいくトリートメントをご提供するため、事
前のご予約をお勧めいたします。
ご宿泊のお客様には前日、海外からのご予約は1週間前にいただけますことが理想です。空き状況によって
は、
当日予約もお受けいたします。
予約を確約するため、クレジットカード番号、お電話番号またはお部屋番号をお尋ねいたします。
ご 予 約 は 6 7 9 - 6 7 5 0 0 0 0 HYP ER LI NK " m a i l t o : ま た は s p a .d e n a r a u f i j i @we s t i n .c o m " ま た は 、
spa.denaraufiji@westin.comへ。ご宿泊のお部屋からは内線3#を通じてスパ・レセプションへ直接お申し付
けください。
ご来場とチェックインについて
ご予約の30〜60分前にはご入場されゆっくりとお手続き、お着替えをしていただくようお勧めいたしま
す。
事前にシャワーをお済ませいただきますとトリートメント効果がより高まります。
スパにてシャワーをご利用頂けます。
予約の取り消しについて
ご予約確定後のスケジュールの調整にご協力いただくため、お取り消しはお約束時間の6時間前までに
お知らせいただけますようお願い申し上げます。
下記のものについては、予約内容の全額を取消料として申し受けます。

6時間より間近のキャンセルまたは変更。
ご連絡なしでご利用のない場合、または予約を放棄された場合。
お約束時間に遅れてご入場の場合は、トリートメント時間が短縮され、全額のお支払いとなります。
チップについて
セラピストにご満足の場合などのお心付けはお客様のご意思にお任せいたします。
スパ製品について
ヘヴンリースパのトリートメントを大切な方への贈り物にしてはいかがですか？
お一人お一人にあった製品をお選びし、ギフトバスケットをご用意いたします。
スパギフト券
ストレスに悩まされるお友達、ウェディングを迎えられるお嬢様への贈り物にスパトリートメント、
ブライダルトリートメントをプレゼントしてはいかがでしょうか？

スパをより楽しんで頂く為に
お時間にゆとりを：
トリートメントだけでなく、心身のリラックスのためお時間には余裕を持っていただきたいと思います。
シャワーやジェットバス、サウナなどで筋肉をほぐし体を温めた上でのトリートメントはより効果が期待さ
れます。
シャワー：
トリートメント前のシャワーは、皮膚についた汗やほこり、塩分、化粧品などを落とし、マッサージオイル
が皮膚へ
浸透する助けとなります。
身に着けるもの：
トリートメントの内容にもよりますが、通常バスローブのみを着用していただきます。トリートメントルー
ム内は
完全にプライバシーが保たれておりますし、ローブを脱いでもトリートメント中は布をお掛けいたしますの
で
ご心配はありません。ハイドロセラピーを受けられるお客様は水着の着用をお薦めいたします。
コミュニケート：
トリートメントスタート前に、特に気をつけてほしいこと、集中してほしい箇所、または触れてほしくない
箇所など
ございましたら、担当のセラピストへご遠慮なくお申し付けください。
セラピーの最中にはご満足のいかない点や、異常がありましたら直ちにお申し出ください。
コミュニケーションは、スパでのご経験を左右する重要な鍵となります。なお、スパトリートメントは一種
の
エクササイズともいえる要素を含んでいます。筋肉をほぐし、新陳代謝を高め、体内の毒素を排出するため
の
ボディウォークには稀に術後数日、軽い痛みが伴う場合がございますのでご了承くださいませ。

リラックス：
目を閉じて、何も考えず頭を空にしてリラックスしてみましょう。
深く呼吸をするたびに、テンションが落ち着いてくるのがわかります。
heavenly touch マッサージ
＊印のトリートメントは当ヘヴンリー・スパ・バイ・ウェスティンが特にお薦めのメニューです。
＊heavenly massage ヘブンリーマッサージ

60min 60分 f＄200 / 90min

90分 f$268

各種エッセンシャルオイルによる、本当のリラクセーションマッサージ。セラピストがお客様に合ったフレ
グランスを
アレンジ致します。長旅の疲れ、時差ぼけ、ストレスなどに効果があります。
fiji bobo フィジーボンボ

60min 60分

f$200 / 90min

90分 f$268

特殊オイルを使用し、深いリラクセーションを促すフィジー伝統の手法によるマッサージ。
peace ピース

60min 60分 f$200 /

90min 90分 f$268

筋肉の緊張と張りをほぐす効果のあるスエーデン式のテクニックを用いたマッサージ。深くプレッシャ−が
血行と凝り
をほぐし、心身ともにリラックスできます。
renaissance ルネッサンス

60min 60分 f$200

/ 90min 90分 f$268

あらゆる手法を取り入れ、筋肉の凝りと緊張をほぐし、血行を促し、精神のリラクセーション効果を高めま
す。
body ボディ120min

＊wrapture ラプチャー

f$345

ホットストーンとユニークなマッサージテクニックで心身の深いリラクセーション効果に夢見心地となるこ
とでしょう。
コールドストーンの心地よい冷たさでお目覚めを。アイランドスタイルの独特なリラクセーションとトリー
トメントの
効果をぜひご体験下さい。
couples カップルズ

お二人で60min 60分 f$396 /

90min 90分 f$528

ヴァレ・レヴ・スイートにてお二人並んでのマッサージをどうぞ。プライベートな空間に心地よいミュー
ジック、
やさしい照明がよりリラクセーション効果を高めます。
60分には45分のマッサージと15分お風呂につかって頂くトリートメントが含まれます。
90分には60分のマッサージと30分お風呂につかって頂くトリートメントが含まれます。

heavenly glow スキンケア
＊印のトリートメントは当ヘヴンリー・スパ・バイ・ウェスティンが特にお薦めのメニューです。60分に
は手と腕の
マッサージ、75分には背中と頭皮又は足のマッサージが含まれますのでどちらかお選び下さい。
＊purity ピュアリテイ

75min 75分 f$248

オイリー肌、にきび肌に。大人肌、若年肌両方に適した海草エキスとビタミン含有の天然海洋ミネラルを使
用した
フェイシャル・トリートメント。皮脂をコントロールし、お肌をリフレッシュさせます。

＊renewal リニューアル 75min 75分 f$248
乾燥肌におすすめ。活性プロテイン配合のパックがお肌の保湿に効果をもたらします。年齢の見え始めたス
トレス肌を
やさしい、繊細なお手入れでリラックスさせてあげてください。
tranquility トランキリティー 75min 75分

f$248

乾燥肌におすすめ。冷たいトリートメントと活性マリンミネラルがお肌へ“エアロビクス”効果をもたらしま
す。
お肌はさっぱりと違和感がなくなりリフレッシュすることでしょう。日焼け後のお手入れにも最適です。
gentle man ジェントルマン 75min 75分

f$248

お肌に活力と若返りをもたらす、男性用に作られたフェイシャルトリートメント。
日常のストレスからお肌を守り、バランスを整えます。
restoration リストレーション

75min 75分f$248

硬く、活力の失われたお肌に効果的なトリートメント。フレッシュな深いパックでお肌を覆うことによっ
て、
成分が深く浸透し血行を高め、見た目にもリフレッシュしてよみがえったお肌を実感できます。
どの肌質にも対応できるようアレンジいたしますのでご相談下さい。
illumination イルミネーション 75min 75分f$248
たるみ、疲れの現れたお肌に。天然植物エキスと海藻成分がお肌にエネルギーと酸素を補給し、肌本来の持
つ
抵抗力、呼吸力をよみがえらせ、お肌の外敵に対応する力をつけます。
celestial body フルボディ

セラピー

＊印のトリートメントは当ヘヴンリー・スパ・バイ・ウェスティンが特にお薦めのメニューです。
passage to Fiji paradise パッセージ・トゥ・フィジー・パラダイス

90min 90分 f$306

フランジパニの花をちりばめたココナツミルク風呂に浸かりラグジュアリーな気分をご体験下さい。
ココナツミルクはお肌を活性化し、フランジパニの香りは精神の目覚めに効果があります。
ココナツクリームでボディスクラブのあとは、ボディバターでお肌をカバーし、暖かい海石を使用したボ
ディラップで
ボディバターがお肌へ浸透する効果を促します。
nourish ナリッシュ 120min 120分 f$372
ミルク風呂に浸かり、その後スクラブ、ボデイラップと続きます。お肌をやわらかくする効果があります。
dilo reniu’al / sun cooling wrap ディロ・レニウアル / サン・クーリング・ラップ

60min 60分 f$160

古代フィジーの伝統医療でディロは日焼け鎮静に効果があるとされてきました。ディロは1000年の歴史を
持つとされる樹木で、昔フィジーの漁師たちが一日の漁を終えた後、素肌にディロを塗って手入れをしてい
ました。
このディロを配合したアロエヒーリングジェルの冷たいボディラップは、瞬時にお肌に浸透し、日焼けしす
ぎて
ほてった肌や、痛みを和らげるお肌のトリートメントに効果をもたらします。
awaken アウェイクン 90min

90分f$325

特にアンチストレス効果のあるトリートメント。天然ミネラル海塩と泥によってお肌の古い角質と老化細胞

を取り除き、お肌を活性化させ、体内新陳代謝を促します。

body polish ボディ・ポリッシュ 30min

30分f$118

古い角質を取り除き、ソフトで滑らかなお肌をとりもどします。

essential care for hands and feet 手足のケア
＊heavenly hands & feet ヘブンリー・ハンズ＆フィート 120min 120分 f$270
手足に究極のトリートメントとリラクセーションをお楽しみ下さい。暖かいパラフィンは肌をやわらかくす
る
効果があります。

essential fingers エッセンシャル・フィンガーズ

45min

45分 f$94

爪のカットと甘皮処理、モイスチャー効果のあるハンドマッサージ、カラーリングで整えます。
essential toes エッセンシャル・トウズ 45min

45分f$110

フットバスの後、角質を落し爪をカットします。表面を整えたあと,カラーリングでフィニッシュ。

Heavenly Spa by Westin packages

ヘヴンリースパ・バイ・ウェスティン

パッケージ

すべてのパッケージトリートメントはお友達、ご夫婦でご予約の場合、ヴァレレヴスイートにて行われま
す。
スイートは完全プライベートなバスルーム、屋外シャワー、ラウンジが完備されています。
こちらの料金は全てお一人様の料金です。
hope ホープ 105min

105分

f$352

背中や肩のストレスを取り除くマッサージと頭皮マッサージ。最後にスペシャル・タルゴ・フェイシャルが
含まれます。
dream ドリーム 195min 195分

f$565

(including refreshment)

頭からつま先まで、パーフェクトなホリデイまたはコンファレンスのスタートにご利用ください。滑らかな
お肌を作るボディポリッシュ、マニキュア、ペディキュア、最後にスペシャル・タルゴ・フェイシャルをご
堪能ください。トリートメント中はフルーツやハーブティのリフレッシュメントが含まれます。男性用バー
ジョンもアレンジいたします。
ｗish ウィッシュ 360min

360分 f$912

“アウェイクン”ボディラップに始まり、90分のヘヴンリーマッサージが続きます。途中、トロピカルフルー
ツとハーブティーのリフレッシュメントでひと休み。その後、スペシャル・タルゴ・フェイシャル、手足の
ネイル磨き、スパ・コンディショニングシャンプーで締めくくります。
vitality for him ヴァイタリテイー・フォー・ヒム 135min 135分

f$438

男性用疲労回復トリートメント。お好みのフルボディマッサージを1時間。
その後、フェイシャルと頭皮マッサージと続きます。
女性用バージョンもアレンジ致しますのでお申し付け下さい。

hydrotherapy spa ハイドロセラピー・スパ
お好みの香りの心地よいハイドロセラピーウォーターマッサージで心身のリラックスをもたらします。
水着をご着用のうえご利用くださいませ。
Hydrotherapy

ハイドロセラピー

60min 60分 f$208

ハイドロセラピートリートメントは、ボディポリッシュに始まり、ハイドロクリームでフィニッシュ。
バスにお好みのエキスをお選び下さい。水着を着用のうえご利用くださいませ。
essential oil brends

エッセンシャル・オイル・ブレンド

micronised marine algae マイクロナイズド・マリン・アルゲ（海草エキス）
sea salts シー・ソルト（海塩）
coconut milk bath soak ココナツミルク・バス・ソーク（ココナツミルク配合）
blue lagoon ブルーラグーン
vichy shower ヴィシー・シャワー

60min 60分 f$208

ボディポリッシュで始まり、ハイドロクリームでフィニッシュ。水着を着用のうえご利用下さい。
レインシャワーの心地よいプレッシャーがつぼを刺激し、活力とリラクゼーション効果をもたらします。

hair and beauty ヘア・アンド・ビューティ−

underarmアンダーアーム（わきの下）

f$27

bikini/speedoビキニ（ビキニライン）

f$40

Half legハーフレッグ（脚半分）

f$75

Full leg フルレッグ（脚全体）

f$101

Brazilian ブラジリアン
make up メイクアップ

f$108
45minutes

45分

f$103

shampoo & style シャンプー＆スタイル f$54
straightening irons for a sleek smooth look add アイロンによるストレート矯正 追加

f$26

upstyle アップスタイル f$135

ブライダル

サービス

bridal service

ブライダルサービスはお客様のご希望に叶うよう詳しくご相談しながらお承りいたします。
挙式当日のご予約が確定されますよう、前受け金をお受けいたします。スパレセプションまでお申し付けく
ださい。
ヘアおよびメイクアップ担当者と事前にくわしくご相談下さい。
お客様のお好みを取り入れた、晴れの日のお姿に最高のメイクをお手伝いいたします。
bridal bliss

ブライダル・ブリス

180min 180分 f$446

アップヘア、メイク、エッセンシャル・フィンガーズ＆エッセンシャル・トウズ
Especially for the Bride
アップヘア、メイク

エスペシャリー・フォー・ザ・ブライド

90mins 90分 f$243

All Prices are 20.0% VAT Inclusive
すべての料金にはフィジー政府税が含まれています。
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