Massage

Wellness Program

体の声に耳を傾け 心を整える
学ぶ喜び 知る喜び
高揚していく気持ち

この土地で育まれる新しい出会い
心・体・好奇心・感情・つながり
これらがバランス良く調和し
自然と満たされる

HANARIが提案する状態です

日常から離れ 色彩豊かな自然の中で
自身を解き放つ それは

ウェルネスの心地よさに気づくきっかけ

ウェルネスプログラム「補う」
Wellness Program Oginau

120 min ¥36,669

Body 60 + Facial 60

全身のオイルトリートメントとラディアンスフェイシャルを組み合わせた贅沢なプログ
ラ ム。疲労やストレスによる渇きにアプローチし、お肌の水分と油分のバランスを整え
ます。
A luxurious full body oil treatment combined with a Radiance Facial. This treatment
will replenish moisture in all the layers of your skin and eradicate the dryness which is
often a result of stress and tension, restoring equilibrium to your complexion.

The mind, the body, the emotion,
the intellect and the connection
All facets of your well-being are coaxed
into their full power at Hanari Spa
Here, we invite you to…
find the balance that is needed
Come see how good it feels when all of your facets
align and unite

ウェルネスプログラム「心安（うらやす）」
Wellness Program Urayasu

90 min ¥24,860

カウンセリングとカラー診断により、心身の状態に適した精油をお選びし、全身のマッ
サージを行います。
ご自身の内側と向き合い、心を穏やかに整えます。
Through counseling and color diagnosis, the therapist selects for your body massage,
the essential oils that are most suitable for your physical and mental condition.
Discover your inner self and restore your mind.

琉球コンプレス
Ryukyu Compress

HANARIがそれをお手伝いします

Where time slows down
Listen to your body and juxtapose your mental state
Fill yourself with joy to learn and discover
And let the welcoming spirit of Okinawa envelop you

マインドフルネス アロマセラピー
Mindfulness Aromatherapy

60 min ¥19,888 / 90 min ¥24,860

沖縄産の月桃をたっぷりと使用したハーブボールを人肌に蒸し、全身に押し当てなが
ら、
オイルでマッサージします。血の巡りを促し、心身の温まりを感じていただけます。

120 min ¥34,804

Scrub(Back) 10 + Body 70 + Head 10 + Facial 30

背中のスクラブ、全身のオイルトリートメント、
ミニフェイシャルを組み合わせたトータ
ルプログラム。不安感、憂鬱、
イライラなどの心的不調にアプローチし、心身の緊張を
手放します。オイルトリートメントはホリスティック、
ストーンドレナージュのいずれかを
お選びいただけます。
A complete head to toe relaxing treatment combining a back scrub, full body oil
treatment and a mini facial. Relieves tension and restores calmness for a renewal of
your mind and body. Choose between the holistic massage and a stone drainage
massage for your oil treatment.

An Okinawan shell ginger herb ball is steamed to human body temperature, covered
with oil and pressed against the body as you are massaged. You feel your body and soul
gently warm up as the blood circulation accelerates.

ホリスティックマッサージ
Holistic Massage

60 min ¥17,402 / 90 min ¥22,374

お好みに合わせた手技で全身の凝りやハリを解消します。3種類の香しいブレンドオイ
ルが心もゆっくりとほぐします。

A traditional full body massage shaped to suit your needs and eliminate stress. Three
types of fragrant blended oils slowly relax your mind.

ウェルネスプログラム「巡り」
Wellness Program Meguri

100 min ¥28,589

Compress Massage 80 + Head 10 + Face Massage 10

琉球コンプレスにヘッドマッサージとフェイスマッサージを加えた極上のプログラム。
倦怠感、凝り、むくみ、冷えなどの症状を緩和します。
A treatment that includes our most renowned traditional Ryukyu compress massage.
This is combined with a head and facial massage to release tension and stiffness. This
treatment helps reduce bloating and stimulates circulation to combat cold sensitivity.

デトックスデイ
Detox Day

120 min ¥31,075

ジャスミンまたはローズからお好きな香りのスクラブで角質を取り除いたあと、
ミネラ
ル豊富な沖縄産の海藻クチャで全身をラップし、
ブラックペッパーバームでマッサージ
します。お肌にミネラルを補給し、代謝を促進します。

Choose between a jasmine or rose scented scrub to gently exfoliate dead skin cells.
A wrap treatment with mineral-rich Okinawa seaweed, kucha, and a black pepper balm
massage deeply nourishes the skin with minerals while stimulating your metabolism.

Suite for Two

Facial

Nail
ベーシックハンドケア or フットケア
Basic Hand Care or Foot Care

レギュラーマニキュア or ペディキュア
Regular Manicure or Pedicure

ハンド or フットジェルネイル(アート２本)
Hand or Foot Gel Nail (Two designs)

40min ¥5,594
65min ¥7,831
90min ¥12,306

プレミアムハンド or フットジェルネイル
（フルアート10本）
Premium Hand or Foot Gel Nail (Full designs)
120min ¥15,886
スパはなりスイートルームで大切な方と 2 名同時にトリートメントをお楽しみいただける
プランをご用意しております。プライベートな空間で至福の時をお過ごしください。
Join us at Spa Hanari with your special someone and indulge in a treatment together in
our suite room. Enjoy a truly blissful experience in the comfort of your own private retreat.

TSUNAGU 凪（なぎ）
90 min ¥60,286 / 120 min ¥70,230 (2名様 Twin)
TSUNAGU NAGI
全身のスクラブ ホリスティックマッサージまたはストーンドレナージュ
Body Scrub Holistic Massage or Stone Lymphatic Drainage

TSUNAGU 碧（あお）
TSUNAGU AO

琉球コンプレスマッサージ、
ヘッドマッサージ

100 min ¥62,772

(2名様 Twin)

Ryukyu Compress Massage, Head Massage

※プライベートバスでゆっくりとお身体を温めた後は、大切な方との絆をより深く繋ぐひとときをお過ご
しください。※トリートメント前に30分のバスタイムが含まれます。
*After a relaxing soak in the private bath, spend quality time and unwind with the person most
important to you. *All above courses include a 30-minute bath soak before the treatment. Please arrive
accordingly to enjoy your bath time.

ダイアモンドキャビア フェイシャル
Diamond Caviar Facial

オムニサンスのダイアモンドセラムと再生効果の高いキャビアマスクが加齢のあらゆ
るサインに働きかけ、お肌をふっくらと蘇らせます。ローズクオーツスティックで気を整
えるユニ ークなアプローチもお楽しみください。
Diamond serum and a caviar mask known for its renewal effects helps combat signs of
aging resulting in a firm and plumped appearance. Enjoy our unique calming technique
using a Rose Quartz Stick.

ラディアンス フェイシャル

Radiance Facial

60 min ¥19,267

オムニサンスの高保湿トリートメント ダブルマスクで水分と酸素を補給し、乾燥してく
すみがちなお肌をケア。柔らかく滑らかなお肌に導きます。
Omnisens Hydrating Treatment
A treatment to combat dry and dull skin with the application of two masks. Replenishes
moisture and oxygen to reveal a smooth and radiant complexion.
※妊娠中のお客様は、16週目からフェイシャルのご案内が可能です。
*For expecting mothers, treatments are recommended from 16 weeks.

ミニフットマッサージ
Mini Foot Massage
アイマスク (フェイシャルトリートメントご利用時のみ)
Eye Mask (Only Facial Treatment)

60 min ¥18,645

ベーシックコースに首・肩・デコルテのマッサージを組み合わせたコースです。沖縄の
月桃を使用した温かいハーブボールを当てながら行うマッサージは血行を促進し、
緊張を和らげます。
This package combines our basic Head Spa course with a neck, shoulder and décolleté
massage. The massage is performed while using a warm small Okinawa shell ginger
herb ball, which promotes blood circulation and relieves tension.

トリートメントをお受けになる際はご予約の10分前にはご来館ください。
ご予約時間を過ぎてお越しに
なりますと、施術時間が短くなる場合がございます。

注意事項

各種アレルギーをお持ちの方、傷害や疾病で治療中の方、妊娠中の方は必ず事前にご申告ください。

ご体調によってはお断りする場合もございます。16歳以上のお客様よりトリートメントをお受けいただけます。

予約の取り消し

ご予約の変更ならびに取り消しの際には、
キャンセル料が発生します。
ご予約されたトリートメントまたは

プログラム開始時間の4時間前を過ぎてからのご連絡、
またはご連絡がない場合は、料金の100％を申し
受けますのでご了承ください。

Terms of use

Notification
Those who have an allergy, have an injury or illness, or who are pregnant must declare so in advance.
Depending on your physical condition, some treatments cannot be performed. Treatments can be
provided for guests over the age of 16.

30 min ¥10,068
15 min ¥3,729
¥1,243

トリートメントに追加料金で、
スパはなりスイートルームをご利用いただけます。
SPA HANARI Suites are available for an additional fee for treatments.

スパスイートルーム利用料
Spa Suite Room

ご利用に際して

トリートメント当日

For any treatment, please arrive to the Spa ten minutes prior to your appointment. If you come after
the reservation time, the treatment time may be shortened.

こちらのメニューはグランドメニューに追加してご利用いただけます。
The below treatments may be enjoyed as an add-on to any treatment

ミニフェイシャル
Mini Facial

Notification

The day of treatment

Option

H ea d Spa

ヘッドスパ ストレスリリース
Head Spa Stress Release

80 min ¥26,103

¥5,594

※トリートメント前に30分のバスタイムが含まれます。
*All above courses include a 30-minute bath soak before the treatment. Please arrive
accordingly to enjoy your bath time.

Cancellation Policy
Cancellation charges will be incurred at a 100% when changing or canceling your reservation from
4 hours before your appointment. All no shows will be charged a fee of 100%.

SPA Hanari
ご予約・お問い合わせ Reservations
Mail seragaki.spa@hyatt.com
TEL 098-960-4288

客室からは内線60番

Please dial #60 from your guestroom
※表示価格には、消費税及びサービス料が含まれております。
*All prices are inclusive of tax and service charge.

