ミリミリスパ メニュー
マッサージ Massage
クラシック・モノイ
Classic Monoi Massage

カップル・マッサージ
Couple Massage
50分 15,000 cfp
80分 20,000 cfp

当スパ独自のアロマ・モノイオイルの中からお好きなものを
１つお選びいただき、お体にあわせたリラックスマッサージ
をご体験ください。
ポリネシアン・タウルミ
Polynesian Taurumi Massage

50分 16,000 cfp
80分 21,000 cfp

このリラックスマッサージでは、フレンチポリネシアの感触
と香りをご堪能いただきます。
トリートメントの締めくくりには、コーヒーバームと火山砂を
使った当スパならではのコーヒー・ヴォルカニック・フットス
クラブをお楽しみください。
バリニーズ
Balinese Massage

50分 16,000 cfp
80分 21,000 cfp

50分 30,000 cfp
80分 40,000 cfp

左記「マッサージ」メニューの中から、お好きなトリートメント
を、お二人だけのプライベートな、スパスイートにてお楽し
みください。
*料金は2名様分です
イン・ヴィラ マッサージ

In-Villa Massage

別途20％の追加料金にて、左記（クラシック・モノイ、バリニ
ーズ、フット・リフレクソロジー）のマッサージ トリートメント
を、お客様のお部屋でもお楽しみいただけます。

フェイシャル Facials
プリファイング・フェイシャル
Purifying Facial

80分 20,000 cfp

古代から伝わるディープ ティシュ（深部組織に働きかけ
る）マッサージは、身体の回復を促しながら精神を活性化
させます。
長いストロークとツボ指圧によって、緊張とストレスを解消
し、血行を改善します。

このトリートメントは、お肌の一般的なリラクゼーションと再
生を目的としたものです。手のパラフィンラップもお楽しみ
いただけます。
どんなお肌にも対応したこのカスタムメイドのトリートメント
にてフレッシュで輝きのあるお肌に仕上げます。

タヒチアン・ホットストーン
Tahitian Hot Stone Massage

ハイドレイティング・フェイシャル
Hydrating Facial

80分 21,000 cfp

モノイオイルと温めた玄武岩を、様々な指圧のツボに置い
てストレスを解消し、調和のとれたトリートメントをお楽しみ
いただきます。
筋肉の奥深くまでの緊張をほぐし、身体にエネルギーを注
ぎ込んでくれるかのようです。
ニュウロマスキュラー
Neuromuscular Massage

50分 15,000 cfp
80分 20,000 cfp

このマッサ－ジは、神経節を中心に行われ、姿勢の整列と
柔軟性を復元するのに効果的です。
フット・リフレクソロジー
Foot Reflexology

50分 15,000 cfp

古代の東療医学のひとつで、足の裏や側面の反射的ポイ
ント（ツボ）を指で刺激することによって、体内の臓器の活
性化、身体上の毒素を取り除き、疲労回復を促進して、ス
トレスを減尐させる効果がる足のマッサ－ジです。

50分 16,000 cfp

旅に疲れたお肌にしっかり水分を補給し、回復を促すトリ
ートメントによって、見違えるほどしっとりと潤いのある瑞々
しいお肌がよみがえることでしょう。
イルミネイティング・パール・フェイシャル
Illuminating Pearl Facial
50分 16,000 cfp
真珠貝のパウダーを取り入れた、自然製品を利用したトリ
ートメントです。当スパ独自のトリートメントは、お肌を深層
まで癒し、老化を防止し、若返りを促すお肌に仕上げます。
メンズ・グルーミング・フェイシャル
Men’s Grooming Facial

50分 16,000 cfp
80分 20,000 cfp

特に男性のお肌にバランスを保つためにご用意したトリー
トメントです。エネルギーが注ぎ込まれた健康的で引き締
まったお肌へと導いていくことでしょう。

ご予約はスパ受付（内線７８４０）までお問い合わせ下さい。
営業時間： ９：００～１８：００（毎日）
＊ 上記時間は、シーズンにより変更の場合もございますので、予めご了承ください。

ボディトリートメント Body Treatment

デラックス・ペディキュア
Deluxe Pedicure

サンバーン・リリーフ・ラップ
Sunburn Relief Wrap

フットマスクとパラフィンラップを、贅沢に使ったペディキュ
アです。
仕上げには足とふくらはぎの心地よいマッサージ、そしてご
希望によりネイルポリッシュもお楽しみいただけます。

50分 16,000 cfp

日に焼けたお肌を鎮めるクールバームは、鎮静効果のあ
るイランイランエキスと、癒し効果のあるタマヌとモノイのオ
イルがたっぷり。これら現地の成分を配合したフォーミュラ
が、強い日差しで傷んだ肌の要求を満たすことでしょう。

80分 12,000 cfp

メンズ・ヴォルカニック・ペディキュア
Men’s Volcanic Pedicure

50分 9,000 cfp

背中のお手入れにはこちらのトリートメントをおすすめいた
します。

とびきりの水分補給効果を発揮する、ビタミンたっぷりのペ
ディキュア。
洗浄と足浴の後、黒い火山砂とコーヒーバームを使って角
質を取り除きます。最後に足のマッサージとモイスチャー
トリートメントをお楽しみください。

リヴァイタライジング・レッグ・トリートメント
Revitalizing Leg Treatment
50分 12,000 cfp

ボディ・エクスフォリエーション (スクラブ)
Body Exfoliation

バック・トリートメント
Back Treatment

50分 15,000 cfp

こちらのトリートメントは、特に長旅で疲れた脚をほぐすの
に適したトリートメントです。

ボラボラ （モノイジェルとココナッツ）
Bora Bora – Monoï Gel & Coconut

ハンド・ケア HAND CARE
クラシック・マニキュア
Classic Manicure

タヒチアン （バニラとココナッツの果肉） 30分 9,000 cfp
Tahitian – Vanilla & Coconut pulp
50分 15,000 cfp

50分 9,000 cfp

30分 9,000 cfp
50分 15,000 cfp

アロマ・ラッスル・エイシャント・リチュアル
Aroma Rassoul Ancient Ritual
110分 25,000 cfp

爪の形を整え、あま皮をきれいに取り除き、手に水分補給
マッサージを施すマニキュアです。高度な技術でエナメル
を塗って仕上げます。

伝統的なアラブ風トリートメントにて皆様の体のデトックス
効果を促します。続けて当スパ独自の”Sultane de Saba”
製品を使ったマッサージにて体を調整いたします。

デラックス・マニキュア
Deluxe Manicure

ワックス脱毛 WAXING

80分 12,000 cfp

シトラスを使った「手のフェイシャル」ともいえるこのマニキ
ュアは、まさに究極の回復トリートメント。
皮膚を活性化し、深層まで水分を補い、若返りを促進しま
す。
ご希望によりネイルポリッシュも承ります。

フット・ケア FOOT CARE
クラシック・ペディキュア
Classic Pedicure

脚全体

Full leg classic

10,000 cfp

脚（上半分）

Half leg

7,000 cfp

腕（全部）または背中

Full arm or back

8,000 cfp

腕（半分）

Half arm

5,000 cfp

わきの下

Under arms

5,000 cfp

ビキニライン

Classic bikini

5,000 cfp

ブラジリアンビキニライン

Brazilian bikini

6,000 cfp

唇周り、顎またはマユ

Lip, chin or eyebrow

50分 9,000 cfp

足のリフレッシュと美容に適したトリートメントです。
ご希望によりネイルポリッシュも承ります。

ご予約はスパ受付（内線７８４０）までお問い合わせ下さい。
営業時間： ９：００～１８：００（毎日）
＊ 上記時間は、シーズンにより変更の場合もございますので、予めご了承ください。

4,000 cfp

スパでのエチケット
Spa Miri Miri は、スターウッド スパ コレクションの一施設として、静穏とリラクゼーション、そして活力回復のためのオアシスを提供
いたします。この静逸な環境を維持するため、当スパでは、お互いのプライバシーを尊重していただくこと、また、お話しは小声で
していただくことに加え、通信機器 (携帯電話など) の音量をオフにしていただきますよう、皆様にお願いしております。

服装
当スパをご利用中は、スパでご用意しておりますローブとスリッパをご着用下さい。また、ロッカーのご用意もございます。
トリートメントは裸身でお受けになることをお勧めいたします。当スパのセラピストは専門的なトレーニングを受けており、トリートメント
を施さない身体部分はカバーいたしますのでどうぞご安心下さい。
ジャクジー、サウナおよびハマム (トルコ風呂) では水着をご着用になられても結構です。
貴重品の保管
すべてのロッカーには鍵が付いておりますが、さらにご安心いただくためには、貴重品はお客様のお部屋に備え付けの金庫で保管、
またはフロントデスクの金庫にお預けいただくことをお勧めします。
ご到着が遅れた場合
やむを得ず遅刻される場合は、可能であれば当スパの受付までご連絡ください。
次のゲストにご迷惑をおかけしないためにも、ご到着が遅れた場合は、お客様のトリートメント時間を短縮させていただくことに
なりますのでご了承ください。
ご予約のキャンセル
ご予約の変更・キャンセルは、24時間前までにお願い致します。それ以降の変更・キャンセルについては、キャンセル料が発生する
場合がございます事をご了承ください。
トリートメントをお選びいただくにあたって
当スパのトリートメントについて、アドバイスをご希望のお客様は、当スパスタッフまで直接ご相談ください。
リラクゼーション、またはより治療的な効果をお求めの場合など、お客様の目的に最適なトリートメントの選択を当スパのスタッフが
お手伝いいたします。また、当スパでのご体験がより快適ですばらしいものとなりますよう、室温やマッサージの圧力などについて
ご要望がございましたら何なりとセラピストまでお申し付けください。
健康上の留意事項
健康上の心配事項がある方や妊娠中の方は、当スパのスタッフに必ずお申し付けください。
お客様のコンディションにより、どのトリートメントが最適か、あるいは避けていただくべきかについて、ご案内させていただきます。
シェービング
全てのトリートメント、または脱毛サービスをお受けになる前のシェービングは、避けていただくようお勧めしております。
ただし、フェイシャルを受けられる男性の方は、ご予約時間の、尐なくとも2時間前までに髭剃りを済ませていただく事をお勧めします。
チップ
当スパのスタッフは、ご期待以上のサービスと思い出に残るスパ体験をお届けできますよう、献身いたしております。
そのような努力に対するお心付け (チップ) は有難く頂戴しておりますので、スタッフに直接、または当スパの受付にお申し出
いただければ幸いです。
お支払い
主要クレジットカードがご利用いただけます。当リゾートにご滞在のお客様は、お部屋付けでもご利用いただけます。
年齢制限
スパのトリートメントの提供は16歳以上のお客様に限らせていただきます。
16歳未満のお客様については保護者の方のご同伴をお願いいたします。
サロンでのサービスは、全てのお客様にご利用いただけます。

ご予約はスパ受付（内線７８４０）までお問い合わせ下さい。
営業時間： ９：００～１８：００（毎日）
＊ 上記時間は、シーズンにより変更の場合もございますので、予めご了承ください。

