


浄化。調和。再生。寛ぎ。癒し。

トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキのザ・スパ・アット・トランプへようこ
そ。シグネチャーサービスに加え、伝統的なハワイのヒーリングを取り入れたメニュ
ーもご用意しました。トランプならではのラグジュアリーな至福のひとときをお過ご
しください。



 

 

  

 
   

 

  
 

 
   

   
 

 
 

  

 

  

    
 

 

 

  

 

  
 
 

 
 

 

    

 

   

  

 
 

  

 

 
 

 

フェイシャル
プラス ウルトラ シグネチャー フェイシャル 

60分 / $175 

90分 / $260

スパに通い慣れた方のための究極のカスタムフ
ェイシャル。ご希望に合わせて、経験豊かなエ
ステティシャンがあなたにベストなフェイシャル
をお届けします。

ハワイアン ホワイトニング&ブライトニング 

60分 / $175

紫外線を浴びて傷んだお肌の回復と再生を促
すフェイシャル。みずみずしく、輝くようなお肌
へと導きます。

マッサージ
ジェムストーン マッサージ 

90分 / $260

フラワーエッセンスやハーブとともにダイヤモ
ンド、エメラルド、ルビー、サファイア、ゴールド
などの宝石の成分を浸透させたドバイ産のマ
ッサージオイルで、ラグジュアリーな癒しのひ
とときを。

ジェットラグ解消マッサージ 

60分 / $185

長時間のフライトの後は、筋肉をほぐしてリフレ
ッシュしましょう。マッサージの強さは中程度か
らやや強めです。

ラスベガス オキシジン フェイシャル 

60分 / $175

真皮まで酸素を届ける画期的なエマルジョン
でディープデトックス。お肌本来の活力をよみ
がえらせます。

シカゴ デトックス＆保湿フェイシャル 

60分 / $175

毛穴の汚れと余分な皮脂を取り除きながら、お
肌に潤いを与えます。オイリー肌や吹出物にお
悩みの方におすすめです。

トランプ カスタム マッサージ 

60分 / $165 
90分 / $245 
120分 / $330

まず専用プログラムを使ってお客様のニーズを
分析。効能別オイルや独自のテクニック、ヒートセ
ラピー、ストレッチなどを組み合わせて、お客様
だけのカスタムマッサージをご提供いたします。

ロミロミ 

60分 / $165 
90分 / $245

ハワイに伝わる伝統的なマッサージ。リズミカル
で流れるようなマッサージが、おだやかな波のよ
うに身体のコリや心の緊張をほぐしていきます。

全てのマッサージ・メニューは2名様同時でもお受けいただけます。

ボディ
ボディのスパセッションは60分と90分のいず
れかをお選びください。60分のセッションに
はトリートメントとボディスクラブが含まれま
す。90分のセッションにはトリートメントとボデ
ィスクラブとマッサージが含まれます。

ダイヤモンド ローズ エクスフォリエーション 

60分 / $165 
90分 / $260

ナチュラビセのダイアモンドボディシリーズをご
体験いただける、四つのステップからなるトリー
トメントです。最新技術を駆使したエマルジョン
はローズオイルとボディスクラブが配合されてい
ます。さらにローズオイルで仕上げ、お肌はつや
つやに。含まれるもの：ダイヤモンドローズスクラ
ブ、ダイヤモンドローズミスト。90分のセッション
にはダイヤモンドローズオイルも含まれます。

フィニッシング タッチ
ルミナス マニキュア 

45分 / $75

ゆったりとした空間で、パラフィンワックス、ハ
ンドマッサージとともにマニキュアをお楽しみ
ください。

エンチャンテッド イブニング ペディキュア 

60分 / $95

お出かけ前に足の先までキレイに。キューティク
ルケアはもちろん、ホットワックストリートメント
やフットマッサージもお楽しみいただけます。

ジェットセット パッケージ 

60分 / $100

お化粧を直すように、マニキュアやペディキュア
もお直しして、気分よく1日を過ごしましょう。ベ
ーシックなキューティクルケアも含まれます。

追加メニュー ジェル ポリッシュ 

15分 / $25 

オキシジン ボディ パーフェクション 

60分 / $165

ひんやりクールなトリートメント。デトックスと
血行を促進し、抗酸化作用のあるナチュラビセ
のオキシジンボディシリーズをご体験いただけ
ます。含まれるもの：PHAボディピール エクス
フォリエーション、スフレ感 オキシジンマスク、
オキシジンオイル。

ヒーリング ハワイアン オーシャン リチュアル 

60分 / $175 
90分 / $260

海とともに生きるハワイの人びとに伝わるヒー
リングをご体験ください。デトックスと血行を促
進するシーソルトスクラブ、そして海藻マスクの
後は、シアバターの塗布で締めくくります。

パッケージ
ハワイアン エンチャントメント
カップル パッケージ 

120分 / $480

ハワイアン ラブフラワーのエキスを配合したプ
ロダクトを使った、カップル向けパッケージです。
ロミロミ マッサージとリラクゼーションバスで
至福のひとときをご満喫ください。含まれるも
の：90分のマッサージと30分のバスタイム。

トランプ エクスペリエンス パッケージ 

120分 / $300

トランプならではのラグジュアリーなマッサージ
とフェイシャルで、リッチな気分を味わってみま
せんか。含まれるもの：60分のカスタムマッサー
ジと60分のナチュラビセ フェイシャル。

ナチュラリー ユアーズ 

60分 / $175

オーガニックな植物の力で肌をいたわり、整え
ます。植物成分たっぷりのマスクとローズセラム
がコラーゲンの生成を促します。

全てのフェイシャル・メニューは2名様同時でもお受
けいただけます。

メンズ アトリエ

アクティブ リペア マッサージ 

60分 / $165

身体を動かすことが好きなアクティブな男性のためのディープティ
シューマッサージ。筋肉痛をやわらげ、回復を促します。

ジェントルマンズ フェイシャル 

60分 / $175 
90分 / $260

お客様のお肌に合わせたカスタム フェイシャル。ディープクレンジ
ングでデトックスし、 栄養分と潤いを補給します。

カスタムエクスペリエンス 
30分 / $85

ミニ ナチュラビセ フェイシャル
首、肩、背中のマッサージ
頭 & 頭皮のトリートメント
フットリフレクソロジー
カスタム ボディスクラブ
カスタム バスタイム

シトラス ドレンチ 

60分 / $165 
90分 / $260

全身のお肌をたっぷり保湿してあげましょう。潤
いとハリのある、乾燥に負けない若 し々いお肌を
よみがえらせます。含まれるもの：ナチュラビセ
のC+Cビタミンボディシリーズ：スクラブエクス
フォリエーション、アスコルビック スフレマスク、
ボディクリーム。

シカゴ ムーンフラワー リチュアル 

60分 / $175 
90分 / $260

ムーンフラワー（夜顔）のエキスを配合したシー
ソルトスクラブとシアバタークリームをご体験
いただけます。

オーガニック カウアイポリッシュ＆クレイマス
クトリートメント 

90分 / $220

カウアイ島のオーガニックブランド、マリエオー
ガニクスのスクラブやマスクなどをご体験いた
だけます。紫外線で傷んだお肌に、カウアイ島の
オーガニック植物のエッセンスが働きかけます。
含まれるもの：マリエオーガニクスのバニラ＆コ
コナッツシュガースクラブ、クレイマスク、コケエ
ボディローション。

ラスベガス ジャスミン リチュアル 

60分 / $175 
90分 / $260

ジャスミンのエキスを配合したシーソルトスクラ
ブとシアバタークリームをご体験いただけます。



808.683.7466 
TRUMPHOTELS.COM/WAIKIKI 

https://TRUMPHOTELS.COM/WAIKIKI



