
ハーン・ヘリテージ・スパ



ハーン・ヘリテージ・スパ

インターコンチネンタル・ダナン
・サン・ペニンシュラ

世代を超え代々受け継がれる熟練の癒しの叡智、ハー
ン・ヘリテージ・スパは、お客様の心と体の自然なバラ
ンスを回復することに力を入れています。当スパは、先
駆者より受け継がれた貴重なヒーリングの遺産を、自
信を持ってご提供致します。

伝統的な東洋医学と自然療法の熟練の技にインスパ
イアされた当スパのトリートメントは、お客様の健康を
増進するように考え抜かれたデザインとなっています。
調和の修復と健康もたらすため、最高級植物成分のみ
を使用しています。

有名なワールドラグジュアリースパアワードによる「
2017年の世界的なスパ」の名を与えられたハーン・ヘ
リテージ・スパは、身体と魂のための聖地です 。当環境
は、地球からの贈り物である浄化力をご提供致します。
専門的な訓練を受けたセラピストの熟練された技術
によって、お客様に究極の贅沢なリラクゼーションをご
用意しております。

意識を解き放ち・・・
感覚を思うままに・・・

あなたの豪華な体験への旅路は、こ
こから始まるのです。



ハーン・シグネチャーパッケージ 

究極の耽溺への旅路
各シグネチャーパッケージは、長年の文化的な伝統と
東アジアやその他アジア地域特有のヘリテージ（古き
より受け継がれたもの）、及び真のホリスティック・
ウェルネス体験のためのヒーリングリチュアルより成
ります。

マーブル・マウンテンの旅路
•

オリエンタル・ローズの旅路
•

サイアム・ジャスミンの旅路
•

東洋ハーブの旅路
•

ユーラシアンの旅路
•

オリエンタル・ハマムの旅路



          

 

ハーン・シグネチャーパッケージ 

 

 
 
 
 
 

マーブル・マウンテンの旅路

180分          6,800,000 VND

   最古のトリートメントであるマーブル・マウンテンとド
ング・Yは、この旅路の感動です。

   ドン・Yは、体の陰・陽と、自然の5つの要素のバランス
です： キン（金）、モク （木）、ホア（火）、ソ（地球
）、そして、スイ （水）。適度なエッセンシャル・オイル
は、お客様自身に合わせて、独自にブレンドされます。ま
た、マイルド・バンブー・チャコール・スクラブと贅沢な
ライス・ブラン・オイルは、ウォーターリリー（スイレン
花）エキス入りジェイド・フェイシャルが皮膚を整えハリ
を持たせつつ、身体を洗浄し湿気を与えます。

 
•エレメンタル・コンサルテーション
•アロマティック・フットバス & フット・スクラブ
•エレメンタル・スチームとボディーリチュアル      60分
•ドン Y マーブルボディーセラピー                 90分
•ジェイド・フェイシャルリチュアル                30分
•ハーバルティー & リフレッシュ



 

ハーン・シグネチャーパッケージ 

マーブル・マウンテンの旅路

180分          6,800,000 VND

   最古のトリートメントであるマーブル・マウンテンとド
ング・Yは、この旅路の感動です。

   ドン・Yは、体の陰・陽と、自然の5つの要素のバランス
です： キン（金）、モク （木）、ホア（火）、ソ（地球
）、そして、スイ （水）。適度なエッセンシャル・オイル
は、お客様自身に合わせて、独自にブレンドされます。ま
た、マイルド・バンブー・チャコール・スクラブと贅沢な
ライス・ブラン・オイルは、ウォーターリリー（スイレン
花）エキス入りジェイド・フェイシャルが皮膚を整えハリ
を持たせつつ、身体を洗浄し湿気を与えます。

 
•エレメンタル・コンサルテーション
•アロマティック・フットバス & フット・スクラブ
•エレメンタル・スチームとボディーリチュアル      60分
•ドン Y マーブルボディーセラピー                 90分
•ジェイド・フェイシャルリチュアル                30分
•ハーバルティー & リフレッシュ

オリエンタル・ローズの旅路

180 分          6,800,000 VND

   バラの花には、強力な酸化防止と反老化作用があり
ます。ハーン・オリエンタル・ローズ・レンジには、
皮膚に弾力を与えるコエンザイムQ-10と、皮膚の活性
化を促す赤・緑ナノ海藻エキスが豊富に含まれていま
す。

•トリートメント前のコンサルテーション
•アロマ・フット・バス & フット・スクラブ
•オリエンタル・ローズ・ボディー・エクスフ
ォリエーション                                30分
•オリエンタル・ローズ・アロマ・ボディー・
セラピー                                      90分
•フェイシャル・アップリフト                   60分
•ハーブティー & リフレッシュ



 

 

ハーン・シグネチャーパッケージ 

サイアムジャスミンの旅路

180分              6,500,000 VND

   サイアムジャスミンは、伝統的なタイ医療のヘリテージ
です。サイアムジャスミンパッケージは、ジャスミンエッ
センシャルオイルのエキゾチックなで官能的な香りですべ
ての感覚を研ぎ澄ます、完璧なスパ体験です。

•トリートメント前のコンサルテーション
•アロマ・フットバス & フットスクラブ
•ジャスミン・ボディーエクスフォリエー
ション　                                         30分
•サイアムアロマ・ボディーセラピー                60分
•ウォーターリリー・ピュリファイングフ
ェイシャル                                       60分
•ジャスミン・ハンドスパ                          30分
•ハーブティー & リフレッシュ



ハーン・シグネチャーパッケージ 

オリエンタルハーブの旅路

150分          5,300,000 VND

   ハーンの中で、お客様にもっとも人気のあるシグネ
チャーセントのうちのひとつですが、オリエンタルハ
ーブは温かくエキゾティックで、ハーブが宝石よりも
高価であった、初期の香辛料貿易時代を思い起こさせ
ます。こちらのブレンドには、濃度の高いオリザノー
ルライスブランベースの三種のビタミンEが配合されて
います。

•トリートメント前のコンサルテーション
•アロマフットバス & フットスクラブ
•オリエンタルハーブボディーエクスフォリ
エーション　                                  30分
•オリエンタルエレメント・ボディー
セラピー                                      90分
•ジェイド・フェイシャルリチュアル             30分
•ハーブティー & リフレッシュ



         
 

 

ハーン・シグネチャーパッケージ 

ユーラシアンの旅路

180分              6,500,000 VND

    ユーラシア民族の旅路は、ゼスティレモングラスと癒さ
れるラベンダーの香りの、人気のある二つの香りが調合さ
れており、現代のアーバンテイストに合うよう、特別に作
られています。このアジアとヨーロッパの融合は、皮膚に
栄養を与え有害物質から守りつつ、ストレスを緩和し筋肉
の緊張を和らげるシンボポゴン（オガルカヤ）レンジを生
みだしました。

•トリートメント前のコンサルテーション
•アロマ・フットバス & フットスクラブ
•エクスフォリエーション・ケーンシュガー
（ショ糖）・ボディーエクスフォリエーション　     30分
•ユーラシアン・エナジャイジング・ボディ
ーセラピー                                       90分
• ピュリファイング・アロマティックフェ
イシャル                                         60分
• ハーブティー & リフレッシュ



 

ハーン・シグネチャーパッケージ 

オリエンタル・ハマムの旅路

90分                 4,000,000 VND

   古代ハマﾑの入浴儀式にインスパイアされ、ハーン・
オリエンタル・ハマムは、有名なダナン・マーブル・
マウンテン製マーブルベッドを使用しています。暖か
な蒸気は、癒されるオリエンタルハーブから、自然に
アロマティック・エッセンシャル・オイルを放ちます
。ボディー・ピュリフィケーション・トリートメント
は、黒米とバンブーチャコール（竹炭）・ソープでお
肌を優しく洗い、角質を取り除きます。栄養分が豊富
に含まれたボディーマスク・ラッピングは、皮膚を完
全に解毒、修復し、自然な輝きを甦らせます。

•トリートメント前のコンサルテーション
•アロマ・フットバス & フットスクラブ
•オリエンタルハーバルスティーム               15分
•ボディークレンジング
（黒米・炭石鹸・ヘチマ使用）                  30分
•デトキシファイングボディ & フェイシ
ャルマスク                                    30分
•オリエンタルハーブ・ボディーノーリッ
シュメント                                    15分
• ハーブティー & リフレッシュ



     
 
 

 

 

 

 
 

ヘリテージ・マッサージセラピー

ハーン・ヘリテージ・マッサージセ
ラピー

   ハーン・ヘリテージ・マッサージセラピーは、健康を調
和に導くためにの道しるべとしてデザインされています。 
また、我々が誇る本場の伝統的施術は、真に純粋な天然成
分を用いて行われます。

*セラピーはまず、施術前のコンサルテーションに始まり、
アロマ・フットバス & スクラブ、そしてハーブティー & リ
フレッシュで締められます。

伝統的ベトナム式セラピー

60分               2,700,000 VND
90分               3,500,000 VND

   数百年の歴史を持つ施術は、つぼマッサージと吸引にて
行われます。被加熱吸引カップの使用により乳酸が除去さ
れるため、血行が促進され、体内の毒素が洗い流されます
。また、細胞レベルで皮膚に栄養が与えられ、主要な筋肉
群の回復を促します。

ドン・Yマーブルボディーセラピー

90分            3,800,000 VND

   ダナンの名高きマーブル（大理石）は、癒しの特性を持
つと信じられています。色とりどりのマーブルや宝石を使
用することで、負のエネルギーが除去され、体内のバラン
スが回復します。また、様々なバリエーションのマッサー
ジにより、血行が促進され筋肉の緊張をほぐされます。



          

          

-

ヘリテージ・マッサージセラピー

オリエンタル・ローズ・アロマボデ
ィーセラピー（コエンザイムQ-10使
用）

90分                3,800,000 VND

東洋のリフレクソロジーに由来し、首・背中及び肩に対し
特化して行われる全身ボディーセラピーは、筋肉の緊張を
ほぐすのに最適です。オーガニックローズウォーター、コ
エンザイムQ-10、シアバター及びライスブランオイル含有
のオリエンタル・ローズ・マッサージ・オイルは、皮膚の
自然な発育を促進し、有害元素やラジカルへの抵抗力 を高
めます。 

サイアムアロマ・ボディーセラピー 

60分               2,700,000 VND
90分               3,500,000 VND

タイ式マッサージとアロマオイルマッサージが抜群な形で
融合されています。パームプレスとストレッチの手法は、
ビタミン-Eをふんだんに含むライス・ブラン・オイルが皮
膚の内側の輝きを高めつつ、筋肉の緊張を緩和し、敏捷性
を助長します。

サイアム・ヘリテージ・ボディーセ
ラピー

60分               2,700,000 VND
90分               3,500,000 VND

*ハーバルコンプレスとセットをお勧めします。

元来、仏式瞑想の後に行うストレッチより考案された伝統
的なタイ式マッサージ は、2500年前、インドよりタイに伝
来しました。指、掌、肘そして膝を駆使したマッサージは
、身体のあらゆるトリガーポイント（発痛点） に対し施術
されます。セラピストによるユニークな技法が、様々な筋
肉群にストレッチを与え、体内のエネルギー流動を活性化
させます。さらに、緊張した筋肉をより一層ほぐすために
、ほどよい熱さのハーバルコンプレスが施術されます。そ
のことで、活性植物成分が皮膚に浸透しつつ、ハーバルコ
ンプレスからの熱が収縮した筋肉を緩め、施術効果が最大
になります。

オリエンタルエレメント・ジェイド
・ボディーセラピー

60分               2,700,000 VND
90分               3,500,000 VND

5つの伝統的な概念に基づき、まず、各経穴にハーンのエッ
センシャルオイルのシグネチャーブレンドが塗布されます
。次にエネルギーフローを増進するために特別に立案され
た、癒しのマッサージへと続きます。その過程では、心の
バランスを整えるために、プレシャス・ジェイドが用いら
れます。セラピーは、オリエンタルエレメント・ボディー
セラピーに始まり、ジェイド・フェイシャルリチュアルで
締められます。
 

ユーラシアン・デトキシファイング・
ボディーセラピー
60分               2,700,000 VND
90分               3,500,000 VND

このセラピーは、1936年にフランスのエミール・ボッダー博
士により発明された、特別なマッサージ法にて行われます。
これは、顔面及び身体のリンパ液循環を刺激するための、軽
めなマッサージです。ユーラシアン・デトキシファイング・
ボディーセラピーは、体内の水分貯留時、リンパ液の循環不
良により顔色の優れない時、肌荒れ時などにお勧めです。こ
ちらは、解毒作用に効果が出るよう、軽めから中ぐらいの強
さのマッサージとなります。

ユーラシアン・エナジャイジング・ボ
ディーセラピー

60分               2,700,000 VND
90分               3,500,000 VND

力強く、さわやか。この施術は、伝統的なスウェーデン式マ
ッサージに由来しており、滑るように（手を）動かす、マッ
サージ、 摩擦、 振動そして（ぱんぱん）叩く、という5種類
の手法により行います。こちらは、血行促進、筋肉の緊張や
筋肉疲労の緩和、全身に精力を与えるのに効果があります。

ユーラシアン・ディストレス（ストレ
ス緩和）マッサージ

30分               1,550,000 VND
60分               2,700,000 VND

特に背中の痛みやこりのために考案されたお客様お好みのハ
ーン・マッサージバームを使用したディープティッシュ・マ
ッサージは、筋肉の緊張をやこりを緩和し、血行を促進しま
す。 こちらは、慢性的な腰痛や肩に問題を抱えているお客
様に適しています。

オリエンタル・フットマッサージ

30分              1,550,000 VND
60分              2,700,000 VND

伝統的な中国式リフレクソロジーにインスパイアされ、こち
らの施術は、内臓や身体全般にまつわる様々なツボを刺激す
ることに力を入れています。さらに、筋肉痛や上体の緊張の
緩和、循環障害、消化器系不良やストレスに、非常に効果が
あります。

ヒマラヤアユールヴェーダ・ヘッドマ
ッサージ
30分              1,550,000 VND
60分              2,700,000 VND

この施術は、身体の自然な循環 を促進し頭部や首周りの緊
張を解きほぐすため、頭頂部 のマスターチャクラ を刺激し
ます。エネルギーフローのバランスを回復し、身体や精神を
完全にリラックスさせるため、睡眠増進効果があります。そ
して、ハーン・バージンココナツオイルが、より健康な頭皮
とさらさらヘアーのための栄養や水分を補給します。



ヘリテージ・ボディパンパリング

ハーン・ヘリテージ・ボディ

パンパリング 

ボディスクラブ 
習慣的なスキン・エクスフォリエーションには、多くのメリッ
トがあります。死んだ皮膚の細胞を除去し、 皮膚の自然な発
育を促進し、セルライトが出てくることを防ぐのに役立ちます
。身体が栄養素やスキンケアプロダクトの有効成分を吸収する
のに役立つことの他、 適切なボディスクラブがストレス緩和
やリラクゼーションを促します。

*各トリートメントは、施術前のコンサルテーション、アロマ
・フットバス & スクラブに始まります。 エクスフォリエーシ
ョンの後は、皮膚の湿度を閉じ込めるためのハーン・アロマテ
ィックボディオイルスプレーにより、皮膚を柔らかくしなやか
に保ちます。

オリエンタル・ローズ・スキンピュリ
ファイング
ボディスクラブ（コエンザイムQ-10使
用）

45分             1,950,000 VND

オーガニックローズウォーターが皮膚に水分を与える主要な成
分です。エクスフォリエーティングビーズを含むアプリコット
シードが、 不快な皮膚の剥がれを起こすことなく死んだ皮膚
の細胞を除去します。シアバターとコエンザイムQ-10が、皮膚
に潤いをもたせ、コンディションを向上し、自然な発育を促進
します。



-

 

ヘリテージ・ボディパンパリング

ボディスクラブ  ボディマスク & ラップ  

サイアム・ジャスミン 

45分                1,950,000 VND

乾燥肌や敏感肌に適しており、サイアム・ジャスミン
・ボディスクラブは、すりおろし赤玄米、とうもろこ
しマシュマロオイル（ビロウドアオイ）や ペニーウ
ォート（ツボクサ）エキス由来のマイルドなエクスフ
ォリエーティングビーズを含有し、デリケートな皮膚
を癒し、栄養を与えます。

トリビア: マシュマロとは、アフリカ原産の植物の一
種で、薬に用いられたり観賞植物として楽しまれたり
します。 エジプト時代根を原料に作られた糖は、お
菓子のマシュマロに進化を遂げました。

ユーラシアン・ピュリファイアー

45分                1,950,000 VND

このビタミンEの豊富なシュガースクラブは、乾燥肌
や荒れた肌に適しています。肌荒れを防ぐほどやさし
く、表面の死んだ皮膚の細胞を除去し、毛穴を綺麗に
します。

オリエンタル・ディープクレンジング

45分                1,950,000 VND

レモングラスとカフィルライムエキス入りの、細かく
粉砕された天日塩です。この天然の防腐剤には、
皮膚に栄養を与え自然な輝きを甦らせるビタミンEと
ライスブランオイル抽出物が、バランス良く配合され
ています。
アロエベラは、１世紀より薬として用いられてきまし
た。すぐれた酸化防止作用アミノ酸は、くすんだ肌 
を若返らせます。また、過度の日焼けによる赤みや肌
荒れに最適の緩和剤です。

サン・スージング・ボディマスク

45分                1,950,000 VND

アロエベラは、1世紀初頭から治療薬として使用され
てきました。その高い抗酸化物質とアミノ酸の含量は
、疲れた鈍い皮膚を若返らせます。過度の日光暴露に
よって引き起こされる発赤および刺激のための穏やか
な薬剤の1つでもあります。

ファーミング・ボディマスク

45分                1,950,000 VND

ハーン・ファーミング・ボディマスク　濃度の高いリ
ダクティル、カフェイン及びカルニチンを配合してい
ます。これらの三つの物質はプロリポソーム テクノ
ロジーの力でセルライトの出現を減少させます。オリ
ーブオイルとシアバターが、皮膚に自然な潤いを甦ら
せます。一度目の施術は、皮膚を目に見えて引き締め
ながら水分を与えます。そして、定期的な施術は、効
果的に体調を改善します。

デトキシファイングボディマスク

45分                1,950,000 VND

アフリカ発祥のガラナが素晴らしい利尿作用をもたら
します。ガラナに含まれる携帯酸化剤は、体内の過度
の体液や毒素を減少させます。ハーン・デトキシファ
イングマスクには、皮膚の光沢剤であるグルタチオン
、アルブチン 、ビタミンC及びきめ細やかで血色のよ
い皮膚を持たせる効果のあるリノール酸が配合されて
います。



ヘリテージ・フェイシャルリチュアル

ハーン・ヘリテージ・フェイ
シャルリチュアル 
正しいスキンケアは、顔の色と弾力を向上させることが不
可欠です。そのためには、皮膚の若さと健康を保つことで
す。

栄養
当スパは、心と身体を一体にするための総合的なアプロー
チを信条としています。きめの細やかな肌になるためには
、正しい食事、心血管運動 、心と身体の十分な休養そして
適度な皮膚への栄養付与が不可欠なのです。

ハーン・ウォーターリリーコレクションは、スイレン花、
ザクロ、カモミールそして黒茶の抽出物を使用しています
。、スイレン花 由来の天然成分は、エラスチン、コラーゲ
ン、ザクロのビタミンCを体内にもたらすアミノ酸を含有し
、皮膚を傷つける有害なフリーラジカルを撃退します。カ
モミールには皮膚を柔らかくする効果があり、黒茶のタン
ニン酸は、弱収れん薬の働きがあり、肌荒れを防いで 皮膚
の自然な発育を促進します。

*各フェイシャルトリートメントは、施術前のコンサルテー
ションに始まり、アロマ・フットバス & スクラブ、そフェ
イシャルディープクレンジング、スキントーニングと続き
、ハーブティー & リフレッシュで締められます。



ヘリテージ・フェイシャルリチュアル

ハーン・ヘリテージ・
クラリファイングフェイシャル
(ふつう～脂性肌)
60分                    2,500,000 VND

このフェイシャルトリートメントはディープクレンジング、オゾ
ンフェイシャルスチーム、軽いエクスフォリエーションそしてバ
ランスフェイシャルマスクとなっています。軽く栄養を与えるこ
とで、脂分なしで皮膚にうるおいを持たせ、顔を柔らかく温かに
保ちます。

•デトキシファイング・リンパセティック・ドレナージマッサージ
•リラクシング・フェイシャルマッサージ
•ディープ・ニュートリション・フェイシャルマスク
•ハンド & フットマッサージ
•オゾン・ホットフェイシャルスチーム
•スキン・ エクスフォリエーション
•オゾン・コールド・フェイシャルスチーム
•ジェントル・モイスチャライジング

ハーン・ヘリテージ・
ハイドレイティングフェイシャル　
(ふつう～脂性肌)

60分                    2,500,000 VND

ジェントルクレンジングに始まり、 フェイシャルリチュアル、軽
いエクスフォリエーション、デトキシファイングボディマスクと
続きます。

•リバイタライジング・リンパセティック・ドレナージマッサージ
•リラクシング・フェイシャルマッサージ
•ディープ・ニュートリション・フェイシャルマスク
•ハンド & フットマッサージ
•スキン・エクスフォリエーション
•スキン・ハイドレイティング・モイスチャライザー

ハーン・ヘリテージ・アップリフ
ティング・
フェイシャル
（乾燥肌or老化肌）

60分                    2,500,000 VND

乾燥と 脱水が、老化肌の主な原因です。ハイドレーティング・フ
ェイシャルマスクとセルラー・
リジェネレイティング・マッサージは、血行を促進し、しわの大
きな原因となる緊張した顔の筋肉を和らげます。このフェイシャ
ルトリートメントは、顔を引き締め輝きをもたせます。

• リバイタライジング・リンパセティック・ドレナージマッサージ
• アップリフティングフェイシャルマッサージ
• ディープ・ニュートリション・フェイシャルマスク
• ハンド & フットマッサージ
• スキン・エクスフォリエーション





HARNN のクワの実を使ったお
顔のブライトニング(全てのお
肌のタイプ) 

60分 2,500,000ベトナムドン(約13,000円)

白いクワの実で生き生きとした傷の無い艶のある肌を引き
出し、メラニンを減らし肌細胞の黒ずみを防ぎチロシナー
ゼの活性化を抑制します。

•お顔の洗顔
•お顔のパック
•手と腕のマッサージ
•お顔の古い角質の除去
•お顔のマッサージ
•冷たいお顔のパック
•頭のマッサージ
•肌のモイスチャー

*料金とお手入れは予告無しで変わります。
*料金は5%のサービス料と税金が加算されます。
*事前のご予約をお勧め致します。お電話6904にてスパま
でご連絡くださいませ。

ヘリテージ・フェイシャルリチュアル



 

メティキュラス（丁寧な）・セラピー

.

  

ハーン・ヘリテージ・メティキュ
ラス・セラピー
シグニチャーセレクションの他、独自の施術やトリートメント
が必要なお客様向けのパッケージもご用意しています。

ジェットラグ・リリーフ（時差ぼけ緩和）

120分                  4,500,000 VND

このパッケージは、長いフライトによる疲労除去を目的として
います。適度な温かさの海塩 入りハーバル・バスが筋肉の緊張
を和らげ、アロマエッセンシャルオイルがくつろぎの時間を与
えます。アロマオイルマッサージが筋肉の緊張を和らげ、血行
を促進します。また、フェイシャルハーバルコンプレスにより
、リラックスし、ぐっすりとお眠りいただけます。

•ストレス・リリーフ・バス           30分     
•サイアムアロマ・ボディーセラピー   60分     
•ハーバル・コンプレス               30分

コンプリート・プレナタル・パンパリング
・パッケージ

120分                  4,500,000 VND

コンプリート・プレナタル・ナーチュリング・パッケージは、
妊娠中のお客様が最大限おくつろぎ頂けるよう、特別にデザイ
ンされています。軽い圧力のオイルマッサージには皮膚の弾力
を増すためのバージンココナツオイルが使われ、体液貯留や妊
娠線 を減少させ、軽いフェイシャルリチュアル妊娠中のお客様
に自然な満足感をもたらします。

*妊娠第1三半期を超えた方のみお勧めします

• プレナタル・パンパリング・ボディーセラピー         60分
• お肌に合わせた、ハーン・フェイシャル・リチュアル   60分

プレナタル・パンパリング・ボディーセラピー

60分               2,700,000 VND
90分               3,500,000 VND

バージンココナツオイルと軽い圧力のマッサージが、身体の痛
さを緩和し、皮膚にうるおいを与え、妊娠線を減らします。こ
の穏やかな経験は、妊娠中のお客様が「その日」を迎えるにあ
たり、リラックスするのに役立つことでしょう。

*.妊娠第1三半期を超えた方のみお勧めします

お子様向けリラクゼーションセラピー
（１２歳以上）

30分               1,000,000 VND
60分               1,700,000 VND

このマッサージは、お子様がリラックスし、活動過多を抑制す
るためにデザインされています。マイルドでお子様の肌に優し
いハーンのージンココナツオイルうぃ使用した施術がが肌荒れ
を防ぎます。



アルティミット・ウェルネス・ジャーニー

ハーン・ヘリテージ・アル
ティミット・ウェルネス・
ジャーニー

お客様の幸せのための特別の当スパのウェルネス・
ジャーニーは、睡眠を促進し、デトックスとリラッ
クス効果があります、毎日の多忙でストレスフルな
生活の中ではまず体験することのできない贅沢さを
提供します。ジャーニーは3、5、７日間のプログラ
ムの中からお選び頂けます。

ベスポーク（特注の）・ウ
ェルネス

オーダーメイドのプログラムをご希望のお客様には
、当スパのコンシェルジュチームがプライベートコ
ンサルテーションをご用意しております。個人また
はグループでのウェルネスジャーニーは、最大１４
日間になります。

ビブラント・ウェルネス

3 日間、            12,500,000 VND

1日目
ジェットラグ（時差ぼけ）・リリーフ・
セラピー　                          120分

2日目　　
オリエンタルハーブのジャーニー　    150分

3日目
ハーン・フェイシャル・リチュアル     90分

リバイタライジング・ウェルネス

5 日間                 18,500,000 VND

1日目
ジェットラグ（時差ぼけ）・リリーフ・
セラピー 
 
120分

2 日目
プライベートヨガセッション              30分
ユーラシアン・デトキシファイング・
ボディーセラピー　                      60分

3 日目
オリエンタルフットマッサージ            60分

4 日目
オリエンタル・ローズ・アロマ・
ボディー・セラピー                      90分
                                              
5日目
マーブルマウンテンのジャーニー         180分

トランセンディング・ウェルネス

7日間,                 30,000,000 VND

1日目
ハーン・トラベラー・ヘブン・セラピー   120分

2 日目
プライベートヨガセッション              30分
ユーラシアン・デトキシファイング・
ボディーセラピー　                      60分

3日目
サイアムジャスミンのジャーニー         180分

4 日目
プライベート・タイ・チ/ヨガセッション   30分

5日目
マーブル・マウンテンのジャーニー　     180分

6日目
プライベート・タイ・チ/ヨガセッション   30分
オリエンタルローズ・アロマティック
ボディーセラピー                        90分

7日目
オリエンタルハーブのジャーニー         150分



补充健康  

サプリメンタリー・ウェルネス

ショート・トリートメントと健康上の利益 増進のための
セッション

タイ・ハーバル・コンプレス
 
30 分                   430,000 VND

この施術はヒーリングハーブとエッセンシャルオイル配合
の熱したハーバルコンプレスを使用します。様々なマッサ
ージ技術を使い、肩こりや背中の痛みを引き起こす体内の
乳酸、体内の沈着物や慢性的な筋肉疲労を取り除き、身体
の内部エネルギーの流れ（Qi)を増進します。

ベトナム式カッピング　

30分                    430,000 VND

カッピングは筋肉の硬さ和らげむくみを減らします。軽度
な吸引とリンパ腺が開かれ、体内の余分な水分と毒素を取
り除きます。

セラピューティック・バス・ソーク

30分                    430,000 VND

熱いお湯に漬かることによる健康上の利益は、世界中で認
知されています。温かさが体のあらゆる筋肉をリラックス
させます。エッセンシャルオイルのアロマセラピーは、心
に安寧をもたらし、ストレスや不安から開放させます。

アロマハーバルスチーム　

30分                    430,000 VND

湿った熱が 毛穴を綺麗にし、血行を促進し、毒素を取り除
きます。また、呼吸器症状や鼻づまりにも効果があります
。

サウナ　

30分                    430,000 VND

サウナの数々の健康上の利益には、心や身体のリラクゼー
ションや、汗をかくことにより、免疫力の低下や解毒の作
用があります。乾燥した熱の中に入ることは、白血球の生
成を刺激します。

ジャグジー　

30分                    430,000 VND

ジャグジーは、疲労や身体の痛みを和らげ、筋肉の緊張を
鎮め、血行を良くします。





ハーン・ヘリテージ・スパのマナー  

ご予約

当スパのご予約には、内線6904をダイヤルいただくか、spa@icdannag.com へメールを
お願い致します。ご予約には、有効期限内のクレジットカードが必要となります。す
べての価格はVND（ドン）となっており、予告無く変更する場合がございます。

ご到着前に

セッションは、ご予約の時間きっかりに始めさせて頂きます。お約束の時間にいらっ
しゃるのが難しい場合は、お客様の施術時間が短くなることがございます。セラピス
トには次のお客様が控えておりますので、何卒ご了承下さい。すべてのサービスをご
提供させて頂けるよう、お客様には、ご予約の４５分前にお越し頂くことをお勧めし
ております。

健康管理

お客様へ完全なサービスを提供させて頂くため、アレルギー、疾病、障がいなどはご
予約の際にご通知をお願い致します。特に、高血圧や妊娠中のお客様はご注意下さい
。当スパのセラピストが、お客様にベストマッチの施術をご提案させて頂きます。正
確なご提案のため、事前にコンサルテーションフォームにご記入をお願い致します。
アルコール類摂取は、施術の前、施術中、施術後しばらくは必ずお控え頂きますよう
お願い致します。

私物・貴重品につきまして

お客様の私物収納設備として、各セラピールームにロッカーをご用意させて頂いてお
りますが、貴重品は、お持ち頂かないか、自室のセーフボックスにお入れになるよう
お勧めしております。盗難・紛失につきましては、当方は一切の責任を負いかねます
。

お静かに

当スパではすべてのお客様にできる限りお静かリラクゼーションを楽しんで頂くよう
お願いしております。大きな声での会話や、喫煙、携帯電話の使用等はお控え頂きま
すようお願い致します。

お子様

12歳未満のお子様は、保護者の方のお付き添いでのご来場をお願い致します。

キャンセルポリシー

•インターコンチネンタル・ダナン・サン・リゾートのお客様

当リゾートでは、4時間前キャンセルポリシーを採用させて頂いておりますので、ご了
承下さい。キャンセルや変更は、費用の50%のキャンセルペナルティーを避けるために
、必ずご予約の4時間前までにお知らせ下さいますようお願い致します。2時間以内の
お知らせ、またはおいでにならない場合は、費用の全額を頂戴しておりますので、何
卒ご了承下さい。

•ご宿泊でないお客様

当リゾートでは、24時間前キャンセルポリシーを採用しておりますので、何卒ご了承
下さい。キャンセルやご変更の際は、費用の50%のキャンセルペナルティーを避けるた
めに、必ずご予約の24時間前までにご連絡をお願い致します。12時間以内のお知らせ
、またはおいでにならない場合は、費用の全額を頂戴しておりますので、何卒ご了承
下さい。

税金及びサービス費

お客様に当リゾートのサービスをできる限り不自由なくご利用いただくため、全ての
価格には5％のサービス費と10%の税金が含まれております。チップにつきましてはお
客様お任せしております。
すべての価格は、ドン (VND)にて表記させて頂いております。



ハーン・ヘリテージ・スパ  
 
インターコンチネンタル・ダナン 
・サン・ペニンシュラ・リゾート 
 
BaiBac, Son Tra Peninsula,  
Danang, Vietnam 
バイバック、ソン・トラ・ペニン 
シュラ、ダナン、ベトナム 
Tel : +84 511 393 8888 Ext. 6904 
Fax : +84 511 393 8887 
 
Email : spa@icdanang.com 
Website : http://danang.intercontinen- 
 tal.com/spa-wellness 
営業時間: 9:00 am - 8:00 pm 




