スパシグネチャースイート

美しい海を一望しながら豪華スイートルームで楽しむハイアットスペシャル
スパコースと共に癒しのひと時をお過ごし下さい。

120 分
$200 | 2名様$380
デトックス
疲労回復の効果があるアロマリチュアル、
ボディスクラブ
（30分）、
フレンチタルゴボディラップ（30分）、
アロマボディマッサージ（60分）
エネルギーコース
120 分
$210 | 2名様$400
ハイアットリージェンシーグアム限定人気のオー
ルハンド施術でエネルギーチャージ。
アロマリチュアルセレナマッサージ（60分）、
フェイシャル（60分）
リラックスコース
180 分
人気のオールハンド施術で心身共にリラックス。
アロマリチュアル、ボディスクラブ
（30分）、
セレナマッサージ（60分）、
フェイシャル。
（60分）、
フットマッサージ（30分）。

$300 | 2名様$580

セレナ
240 分
$420 | 2名様$800
ウェルカムドリンク、
アロマリチュアルシュガー
スクラブ
（30分）アロマバス
（30分）セレナマッサージ（60分）
フェイシャル（60分）
フットマッサージ（20分）
頭皮マッサージ（20分）デイベッドでの癒しのひとと時
（20分）
ハイアットリー
（フルーツ、
スペシャルティー）
ジェンシーグアム限定スペシャルパッケー
ジで日頃の疲れを癒し最高な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

フェイシャル

最新機器と高い技術を組み合わせたデイスパを体験いただけます
コンビネーション
90 分
ボディマッサージ（45分）と最新機器を使用したフェイシャルトリー
トメント
（45分）を同時にお手入れ出来る人気のコース。

$170

ブリス
ボディマッサージ（55分）、最新機器を使用したフェイシャル
トリートメント
（55分）にフットマ ッサージ（10分）
を組み合わせたセレナオリジナルコース。

120 分

リニュー
セレナスパ人気のデイスパメニューを組み合わせた贅沢
なパッケージ。
海塩を使用したスクラブ
（20分）、
ボディマッサージ（60分）、
最新機器を使用したフェイシャルトリートメント
（60分）、
フットマッサージ＆頭皮マッサージ（10分）

150 分

ボディケアマッサージで健康な身体を

モイスチャライズ
紫外線や老化による肌乾燥を即効保湿、
代謝を高め肌 に潤いを与えます。
また、日焼け後のお手入れにもオススメです。

60 分

$100

セレナマッサージ
60 分 | 90 分
オールハンド施術によるセレナスパ独自の全身
ホットオイルマッサージで慢性の凝りを緩和。
指圧またはリラックスマッサージをお選びいただけます。

$100 | $150

ディープクレンジング

60 分

$110

60 分 | 90 分

$110 | $160

ホワイトニング

90 分

$130

アロマテラピー
慢性疲労緩和、安眠効果が期待されるオイル
3種をブレンドしたアロマオイルの心地よい香
りとオールハンド施術でリラックス。
ホットストーン
緊張した筋肉をゆるめ、血行を促進し、
代謝を高めることで冷えやコリ、
むくみを和らげる効果が期待できます。

60 分 | 90 分

$110 | $160

ダブルクレンジングで毛穴の汚れを落とし スッキリ、
キメの整った肌に。
美白、
くすみに効果的、明るく透明感のある肌に。
シミが気になる方、日焼け前後のスキンケアに最適。
（腕、胸、肩のマッサージが含まれます。
）

90 分
最高級コラーゲン使用アンチエイジングフェイシャ
ルで衰えた肌に栄養とハリ、
リフトアップ効果が期待できます。
（ 頭皮、腕、胸、肩マッサージが含まれます。
）

アンチエイジグコラーゲン

シグネチャーフェイシャル

サロンパッケージ

ボディ

最新フェイシャル機器を使用したスペシャルフェイスケア

最高級スパブランドジューンジェイコブを使用したフ
ェイシャルディープクレンジングで、美白、老化予防。
パパイヤ酸角質除去、
クランベリー保湿で健康な肌
へと生まれ変わります。

60 分

$150

$150

ボディスクラブ
60 分 | 90 分
$110 | $140
ボディスクラブマッサージで全身の角質除去、
乾燥した肌に潤いを取り戻します。
ラベンダー海塩スクラブ
（むくみの気になる方にオススメ）
マンゴージンジャーシュガースクラブ
（乾燥の気になる方にオススメ）
ボディラップ
60 分 | 90 分
$110 | $140
ヨーロピアンローズラップマッサージと豪 華天然ローズを使用。
日焼けによる乾燥やシワによる肌のダメージに効果的。
$120 | $160

$190

タラソテラピー
60 分 | 90 分
ボディーマッサージとフランス産タルゴ海藻のラ
ップでを 組み合わせ様々な角度からアプローチします。
（代謝の衰えが気になる方にオススメ。
）

$160 | $200

$220

ボデシグネチャートリートメント
60 分 | 90 分
最高級スパブランドジューンジェイコブス使用、
天然由来成分配合のシトラスボディクリー
ムで肌にハリと潤いを与えます。

ホットドームトリートメント

スパご利用案内

各コース追加可能、画期的な温熱療法で体内の水分と脂肪を分解。

ご予約について

フェイシャルスチームドーム
乾燥肌、老化肌にコラーゲン生成促進と美肌改善。

20 分

$30

ボディスチームドーム
ダイエット、脂肪分解発汗作用で血行とリンパ循環促進。

20 分

$30

フェイシャル&ボディスチームドーム
全身デトックスで若々しい肌をキープ。

20 分

$50

営業時間は毎日午前10時より午後10時まで。
ご予約の際は内線3881

番、
またはホテル代表（671）647-1234までお問い合わせください。
メー

ルでのご予約はsirena.guam@hyatt.comにて承っております。
ご予約
を確約される際、
クレジットカード情報が必要となります。

island sirena
menu of spa services

ご予約当日

ごゆっくりとトリートメントをお楽しみいただけますよう、
ご予約時間の

15分前までにサロンまでお越しくださいませ。
アイランド セレナには、

サウナやスチームルームの施設はございません。
また、貴重品はお持ち

にならないようお願い申し上げます。
アイランド セレナは貴重品の紛失

や盗難にに関して、一切の責任を負いかねます。
キャンセルについて

ご予約のキャンセルや時間変更をご希望の場合は、
ご予約日前日の午

後5時までに、
アイランド セレナまでご連絡ください。
それ以降にご連絡

をいただいた場合、
またご連絡がない場合は、施術料全額がキャンセ

ル料として発生致します。
また、
お客様のご到着が、
ご予約時刻より遅

れた場合も、
トリートメントは予定時刻に終了し、全額を申し受けます。

お客様の健康状態について

持病をお持ちのお客様や、妊娠中のお客様は、
ご予約の際に必ず担当
者へその旨をお伝えください。
トリートメント中、及び前後のご飲酒は

お控えください。

スパを快適にご利用いただく為に

すべてのお客様に、静かな環境の中でリラックスしてご利用いただけま

すよう、施設内での携帯電話及び、
その他電気機器のご使用はご遠慮く

ださい。
アイランド セレナは男性、女性のお客様にご利用いただけます。

オプショナルメニュー

各コースにオプション追加で更に効果を実感。

フットリフレシュマッサージ
伝統的な足ツボマッサージで、
血行促進と疲労回復。

30 分 | 60 分

$50 | $100

ヘッド、
ネック、ショルダーマッサージ
背中を中心としたマッサー
ジで慢性の凝りと筋肉疲労を緩和。

30 分 | 60 分

$50 | $100

30 分

$50

ミニフェイシャル

短時間で集中的なベー
シックフェイシャルエステでお顔スッキリ。

HYATT REGENCY GUAM
1155 Pale San Vitores Road, Tamuning, Guam 96913-4206
TELEPHONE +1 671 647 1234 FACSIMILE +1 671 647 1267
EMAIL sirena.guam@hyatt.com guam.regency.hyatt.com

