PALAU PACIFIC RESORT

マンダラのパッケージ
Packaged by Mandara

スパ・サンプラー
Spa Sampler

ミルキーウェイエスケープ
Milky Way Escape

リフレッシャーフェイシャル又はフットマッサージをお選び頂けます。

究極のリラクゼーションをお楽しみ下さい。バリニーズマッサージの後、お好みで

2 時間 20 分          $ 270

スパヴィラで満喫するミルキーウェイ体験。
この豪華なパッケージはすっきりとし

たペパーミントのフットリチュアルでリフレッシュしたあと、香り豊かなアロマティ

ック・ココ・バニラ・ボディースクラブでお肌を滑らかに整えます。そしてデトックス
効果のあるホワイトボディーマッドを施し、ボディーラップの間、頭皮マッサージで

リラックス。
ミルキーウェイバスでゆっくりした後はとろけるように心地良いウォー
ムストーンマッサージで仕上げます。

ウルティメイトインダルジェンス
Ultimate Indulgence

2 時間 30 分            $ 260

ラピーフローラルフットバス～ラベンダーボディーウォッシュ～お好みのトラディ
ショナルボディースクラブ～アロマテラピーハーバルスチーム又はフローラルバ

ス～マンダラマッサージ～フットマッサージ～エレミステスターフェイシャル。

2 時間                         $ 185

温めたオイルをボディーにたらします～エレミスのソルトスクラブにライムとジン

ジャーを混ぜマッサージをすることによってお肌をしっとりと～シャワー～エレミ

スのフランジパニボディーオイルでボディーを包み込んでいる間、
ミニフェイシャ
ルでリラックス～バリニーズマッサージ。

ハーモニー
Harmony

エレミスフェイス
ELEMIS Face
エレミスプロコラーゲンエイジディファイ

        1 時間               $ 125

ELEMIS Pro-Collagen Age Defy

エレミスが独自に行った臨床試験で、お肌を若く保つ働きが証明されたトリートメ

エキゾティックでゴージャスな忘れられないひとときをお過ごし下さい。
アロマテ

フランジパニボディーグロー
Frangipani Body Glow

1 時間 20 分             $ 120

ント。海藻のパディナパボニカとレッドコーラル（赤珊瑚）の海の恵み成分が、お肌

をふっくらとさせ乾燥による小じわを目立たなくさせます。アンチエイジングにタ

ーゲットを絞ったフェイシャルマッサージは、肌本来の働きを助け、健康的で若々

しい肌へと導きます。

エレミススーパーフードプロラディアンス          1 時間            $ 105
ELEMIS Superfood Pro-Radiance

スーパーフードの持つ高い栄養素と必須ミネラルを補給し、健康的な肌状態へと
導くトリートメント。エレミスが行った独自の臨床試験では、外的ストレスなどでダ

メージを受けた肌や、滞りからくる肌のくすみをケアし、健康的で輝きのある肌へ

と導くことが証明されました。

エレミス アンチブレミッシュ マッティ＆カーム    1 時間

$ 105

ELEMIS Anti-Blemish Mattify and Calm

2 時間                    $ 170

心も身体もすっきりとするパッケージです。アロマテラピーフローラルフットバス
～ラベンダーボディーウォッシュ～お好みのトラディショナルボディースクラブ～

アロマテラピーフローラルバス～バリニーズマッサージ又はピュアネイチャーフ

ェイシャル。

オイリー肌やホルモンバランスの乱れからくる肌トラブルにお悩みの方におすす

めです。
このトリートメントは皮脂の分泌を抑え、肌のテカリを抑えます。優しくマッ
サージを行うことで肌代謝を回復し、デトックスを促し輝きのある肌へと導きます。

エレミスセンシティブスキンスーター

        1 時間               $ 105

ELEMIS Sensitive Skin Soother

デリケートな肌は特にスペシャルケアが必要です。肌を落ち着かせるマッサージ

ニルバナ            
1 時間 15 分
Nirvana
分マンダラマッサージ			
バリニーズマッサージ			

で赤みを抑え、
日々のストレスから肌を守ります。肌は心地良いほど落ち着き滑ら
かさや保湿レベルは驚くほど回復します。

$ 150
$ 95

まず最初に深いリラックスへと導くフローラルフットバスを施します。そしてデトッ

* 第三者機関による臨床試験

テラピーフローラルバス又はスチームバスを楽しみながら、ハーブティーとクッキ

エレミス ボディー
ELEMIS Body

スパディスカバリー
Spa Discovery

エレミスボディーネクターノーリッシングラップ－フランジパニ		
				
45 分
$ 75
ELEMIS Body Nectar Nourishing Wrap - Frangipani

クス効果のあるアロマティックオイル、ハーブ、
スパイスの香りが素晴らしいアロマ
ーでリラックス。最後にお好みのマッサージをお楽しみ下さい。

1 時間 20 分             $ 135

古くから伝えられる伝統的なトリートメントと上質なヨーロッパのスキンケアを組

ベルベットのような肌触りのモノイオイルが乾いた肌にたっぷりと潤いを与えま

スターフェイシャルをお楽しみ下さい。

肌をしっとりと整えてくれます。

み合わせてリラックス効果を高めました。バリニーズマッサージの後にエレミステ

す。オイルの優しい温かさに包まれながら、気分を落ち着かせるアロマとオイルが

50 分

エレミス インテンスリー クレンジング ソルトスクラブ
－ ライム＆ジンジャー
45 分
$ 75
ELEMIS Intensely Cleansing Salt Scrub - Lime & Ginger

アジアンヘッドマッサージ
Asian Head Massage

促します。肌は滑らかに仕上がり、栄養たっぷりのボディーオイルがより深く浸透

イルをブレンドした塗布剤を温かいココナッツオイルに浸したものを頭皮に使うこ

アロマが香るミネラルソルトが優しく古い角質を取り除き、肌のターンオーバーを

               $ 95

古代からアユールヴェーダに伝わるヒーリングシステムを基本にした肩や首、上

背、腕、頭皮のマッサージです。エキゾチックな花びらや葉、
ライムエッセンシャルオ

し、
しっとりと潤い健康的な状態へと導きます。

とで、髪のケアやリラクゼーションに効果的です。指圧による力強いプレッシャーや

フェイス オブ マンダラ
Face of Mandara

ファンシーフットワーク

ピュアネイチャーフェイシャル
Pure Nature Facial

穏やかなストロークがこりを和らげ血行を改善し、心身共にデットクスを促します。

Fancy Foot-work

50 分

                  $ 85

今まで経験したことない至福のひとときをお過ごし下さい。代々伝えられてきた

50 分

                $ 65

マンダラスパのおすすめのこのフェイシャルトリートメントは、たっぷりと含まれた酵
素の力が古い角質を取り除き、抗酸化ビタミンが肌を取り巻く様々な外的ダメージか
ら
（自発的に）肌細胞を守ってくれます。全て天然の材料を使い、化学薬品や防腐剤

技術をもとに、体内浄化とエネルギーの循環を促す、痛みのないマッサージです。

もっとマンダラ
More of Mandara

は一切含まれておりません。肌タイプに合わせて2種類のメニューがあり、
どちらもビ
タミンやミネラルをたっぷりと補給しながら自然の力で肌を活性化させます。

プリザーブ： ノーマルスキンに適し、
クレンジングと肌の活性化を主としたフェイシャ
ルです。

エンリッチ：ドライスキン又は老化肌に適し、栄養補給を主としたフェイシャルです。

贅沢なスキン & ボディケア製品 素敵なギフトといっしょに、

1 時間 20 分            $ 224
50 分
                $ 140

見逃せない、忘れられない体験。2人のセラピストが同時に行うおすすめのトリー
のマッサージを組み合わせたオリジナルのマッサージです。2人のセラピストの息
の合ったマッサージで至福のひとときをお過ごし下さい。

1 時間 20 分             $ 130
50 分                       $ 85

古代から受け継がれてきた身体と心を若々しく保つためのマッサージは、ストレッ

チ、
ストローク、もみ出し、指圧のテクニックを組み合わせ、血行を促しストレスを解

消して心を落ち着かせます。
またリンパ器官や筋肉、神経系統の改善にも効果があ

ります。時差ぼけの場合はトランクイリティーマッサージオイルがおすすめです。

ウォームストーンマッサージ
Warm Stone Massage

50 分

                $ 100

筋肉のこりをほぐし、
リラックスさせるこのマッサージは滑らかで温かい石を長く
流れるようなストロークで身体に滑らせます。
この石の温かさが筋肉のこりをほぐ

し、心を落ち着かせます。またこの石を身体の様々なエナジーポイントに置くこと
で身体の潜在的治癒力を引き出します。

詳細はスパのカウンターにてお問い合わせ下さい。

Homecare & Gifts

トメントです。指圧、
タイ式、ハワイアンロミロミ、スウェーデン式、バリ式の5種類

バリニーズマッサージ                
Balinese Massage
        

Gift Certificate

こちらのギフト券はスパにてご利用頂けます。

ホームケア & ギフト

ボディー オブ マンダラ
Body of Mandara
マンダラマッサージ       
Mandara Massage

ギフト券

スパのブティックにてご用意しております。

トラディショナル ボディー スクラブ
Traditional Body Scrubs
バリ コーヒー スクラブ
Bali Coffee Scrub

細かく挽いたバリコーヒーから作られた香り豊かなスクラブはお肌を滑らかにし
気分を高揚させます。
スクラブの後はニンジンのコンディショナーでお肌を整えま
す。

バリニーズボレ
Balinese Boreh

ハーブやスパイスから作られた伝統的な温かいスクラブです。解熱効果や頭痛、
筋肉痛によく効きます。妊娠中の女性はご利用をお控え下さい。冷たいキュウリの

コンディショナーでお肌を整えます。

ジャワニーズルルー
Javanese Lulur

粉末状のスパイスやスイートウッドで作られたジャワ王宮に伝わる伝統的な美容

術です。お肌をソフトにしてきめを整え、若々しく保ちます。
ヨーグルトのコンディシ

ョナーでお肌を滑らかに整えます。

スーティング ココナッツ スクラブ
Soothing Coconut Scrub

新鮮なココナッツの果肉をすりおろして作られたスクラブは敏感肌や日焼け
後のお肌に最適です。滑らかで甘美なひとときをお過ごし下さい。スクラブ
の後はニンジンのコンディショナーでお肌を整えます。

スパベーシック
Spa Basics
トリートメントの予約は必要ですか ?

はい。
できれば事前にお電話又はスパにてご予約をおすすめします。

いつ頃スパへ行けば良いですか ?

チェックインや着替えのためにご予約時間の15分前にはお越し下さい。

持病など気になることがある場合はどうすれば良いですか ?

高血圧、
アレルギー体質、軽い疾患や身体障害、又は妊婦の方などはご
予約の際にスパマネージャー又はレセプショニストまでお申し出下さ
い。その他、お気付きの点などはお気軽にご相談下さい。

トリートメント中の服装はどういうものが良いですか ?

ビキニや下着をご持参下さい。またサロンでは使い捨てのショーツを
ご用意しております。セラピストはお客様のプライバシーを大切にしま
す。

貴重品はどうすれば良いですか ?

ホテルのセーフティーボックスへ保管してお越し下さい。万が一紛失し
た場合、
スパでは責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。

予約時間に遅れてしまった場合は ?

ご到着が遅くなるとそれだけトリートメントの時間が短くなり、十分にリ
ラックスすることが出来にくくなります。次のお客様のご予約時間があ
り延長が難しいため、時間通りにお越し頂きますようお願い致します。

予約をキャンセルしたい場合は ?

お客様のご予約に沿ってトリートメントの準備をしています。キャンセ
ルされる場合は、50％のキャンセル料が発生する6時間前までにご連
絡下さい。

スパの支払いはどうすれば良いですか ?

ホテルのお部屋付けにしてチェックアウト時に清算することが可能で
す。主要なクレジットカード (VISA, Master, JCB, Diners) がご利用頂
けます。

上記料金は米ドル表示、税金が含まれています。料金は変更となる場合がございます。

Palau Pacific Resort
P.O. Box 308
Koror, Republic of Palau 96940
Phone: +680 488 2600 ext.493 Fax: +680 488 1606
E-mail: elilaispa@ppr-palau.com

