オクシデンタル・パッセージ
180 分 7,800 バーツ

東洋のレモングラス、西洋のラベンダーとスウェーデンマッサ
ージのコンビネーションが筋肉の緊張を和らげ、
ストレスから
解放すると同時にお肌を外部の刺激から守ります。

ボディ・*エクスフォリエーション
*死んだ皮膚細胞の最上層部を顔や身体から落とし除去する
こと

サムイ・ココナツ・ボディ・エクスフォリエーション
40 分 2,900 バーツ

ハーンボディセラピー
サムイ・アロマティック・マッサージ
90 分 4,500 バーツ

ココナツの殻を使ったツボマッサージとHARNNのバージン
ココナツオイルを使ったタイマッサージが筋肉を疲れを和ら
げます。

オリエンタル・ローズ・アロマティック・ボディマッサージ
60 分 3,200 バーツ
90 分 4,500 バーツ

オリエンタルローズマッサージオイルを使ったリフレクソロジ
ー（足裏マッサージ）
と首と肩に重点を置いた全身マッサージ
があなたの自然治癒力をアップさせます。

サイアム・アロマティック・ボディ・マッサージ
60 分 3,200 バーツ
90 分 4,500 バーツ

伝統的なタイマッサージとアロマティックオイルマッサージの
コンビネーションが筋肉の緊張を解し、心身をリラックスさせ
ます。

バーンタイスパ by HARNN
HARNN takes pride in our cultural heritage. Traditional
therapy from Ayurveda, Chinese acupressure, and
Siamese massage inspire Baan Thai Spa by HARNN, a
unique spa experience and enable us to create the
ultimate spa experience that will tantalize your 5
senses, and focus on restoring the natural balance of
the body, and mind.

ハーンパッケージ
*すべてのパッケージはトリートメント前の相談、
アロマフッ
トバスとスクラブ、
トリートメント後のハーブティーが含まれ
ております。

サイアム・ヘリテージ・ボディ・マッサージ
60 分 3,200 バーツ

古代から受け継がれる伝統的なタイ式マッサージ。ゆっくりと
したストレッチと体の線に沿って深い圧力を指や肘、膝などを
使いかけていくマッサージがあなたに新しい活力をもたらし
ます。

オリエンタル・エレメント・ジェイド・マッサージ
90 分 4,500 バーツ

ヒスイを使ったボディマッサージが心身のバランスを回復さ
せます。マッサージの後はヒスイを使ったファイシャルマッサ
ージでリラックス。

ユーラシア・デトックス・ボディ・マッサージ

ココナツをふんだんに使ったパッケージ。温かいハーブバス
が疲れた体をリラックスさせた後には、すり下ろしたココナ
ツのボディーポリッシュ。
ココナツの殻を使った指圧マッサ
ージが筋肉の疲れやストレスを和らげ、最後にココナツオイ
ルのアロママッサージが心身に新しい活力を与えます。

このマッサージはリンパの循環不順からくる顔色の悪さでお
悩みの方にオススメです。

チャイニーズローズパッセージ
180 分 7,800 バーツ

オリエンタルローズボディエクスフォリエーションが優しくお
肌を磨き、オリエンタルローズアロマティックマッサージで血
液の循環を促進し、体のバランスを整えます。最後は１時間
のフェイシャルアップリフティングマッサージでデトックス。

サイアム・パッセージ
180 分 7,800 バーツ

伝統的なサイアム式マッサージが血液とリンパの循環を促
進し、体のバランスを整えた後は、指圧マッサージが体を癒
すと同時に活力を蘇らせます。仕上げはピュリファイファイシ
ャルマッサージがお肌に光沢を。

オリエンタル・ハーバル・パッセージ
150 分 6,900 バーツ

エッセンシャルオイルと指圧のコンビネーションが体内の気
を刺激し、心身ともにリラックスさせます。

オリエンタル・ローズ・スキン・ピュリファイ・ボディ・
エクスフォリエーション
（コエンザイムQ１０使用）
40 分 2,900 バーツ

植物成分とシアの木の種子から採れる保湿力の高い植物性
油脂であるシアバター、
コエンザイムQ１０コンビネーション
が古くなったお肌を剥離させ、血液の循環を促進し、お肌を
美しく仕上げます。

サイアム・ジャスミン・ボディ・エクスフォリエーション
40 分 2,500 バーツ

敏感な乾燥肌をお持ちの方にオススメのトリートメントです。
香り米の米粉とコーン粉由来のスクラブがお肌に潤いを与え
ます。

ユーラシア・ピュリファイ・ボディ・エクスフォリエーシ
ョン
40 分 2,500 バーツ

トロピカルサムイパッセージ
180 分 7,800 バーツ

すり下ろしたサムイココナツが古くなった角質を取り除き、
コ
コナツミルクとアンダマン海から採れた塩のスクラブが滑ら
かでつややかな肌を作ります。

60 分 3,200 バーツ

ユーラシア・エナージャイズ・ボディ・マッサージ
60 分 3,200 バーツ
90 分 4,500 バーツ

伝統的なスウェーデンマッサージから影響を受けた全身マッ
サージが血液の循環を促進します。

ビタミンEと植物性効能が豊富なエッセンシャルオイルを使
ったトリートメントです。乾燥肌や炎症を起こしたお肌に特に
有効です。

オリエンタル・ディープ・クレンジング・ボディ・エクス
フォリエーション
40 分 2,500 バーツ

海水から採れた塩の細粒が角質を取り除き、消毒成分のある
レモングラスとコブミカンのエッセンシャルオイルがお肌を
仕上げます。

ボディマスク＆ラップ
サンスーシング・ボディ・マスク
40 分 2,900 バーツ

南国の休日、
日焼けした肌にたっぷりと潤いを与えるボディマ
スクは欠かせません。 このボディラップはアロエの水分を
保つ効果とヒーリング効果でお肌をクール且つフレッシュに
保ちます。

ファーミング・ボディ・マスク
40 分 2,900 バーツ

ユーラシア・デ・ストレス・マッサージ

臨床的にセルライト除去効能が認められているLiporeductyl®クリームとココナツオイル、
アーモンドオイルブレンドの
ボディラップがセルライト除去を促進し、お肌に潤いを与えま
す。

慢性的な腰痛や背中の痛みをお持ちの方にオススメのマッサ
ージです。HARNNマッサージバームを使用した体の深部組
織をマッサージが背中や腰の筋肉の緊張を和らげます。

デトックス・ボディ・マスク

60 分 2,900 バーツ

オリエンタル・フット・マッサージ
60 分 2,900 バーツ

足の裏に集中する神経を刺激することにより、内臓や体の全
体的な調和力を高めます。

ヒマラヤ・アーユルヴェーダ・ヘッド・マッサージ
60 分 2,900 バーツ

ヒンズー教に古くから伝わるアーユルヴェーダ医術から発想
を得たヘッドマッサージが深い安らぎをもたらします。

40 分 2,900 バーツ

デトックスとお肌のホワイトニング効果のあるアマゾンの熱
帯雨林で育つ木、
ガラナのエキスを含むラップがお肌をイキ
イキと保ちます。

タイ・ハーバル・コンプレス

a choice of supplementary from your massage
30 分 1,900 バーツ

蒸したハーブボールを体に当てることにより、熱とバーフのエ
ッセンシャルオイル成分が体に浸透し、筋肉の緊張を解しま
す。

HARNN・フェイシャル
ハニー・キューカンバー・フェイシャル
（敏感肌・日焼け後にオススメ）
60 分 2,400 バーツ

軽いクレンジングの後にフェイシャルマッサージときゅうり
のマスクがお肌のバランスを整えます。敏感肌、
日焼け後に
オススメです。

スチームバスとマンダリンオレンジ成分が体に活力を与え
ます。

（普通肌、
オイリー肌にオススメ）
60 分 2,900 バーツ

ディープクレンジング、
スチームで優しく角質を取り除き、
フ
ェイシャルマスクでお肌に潤いと活力を与えます。

HARNN・ヘリテージ・ハイドレーティング・フェイ
シャル

（普通肌、乾燥肌にオススメ）
60 分 2,900 バーツ

お肌にたっぷりと潤いを与えるこのトリートメントは特に乾
燥肌の方にオススメです。

HARNN・ヘリテージ・アップリフティング・フェイ
シャル

（乾燥肌、
アンチエイジングにオススメ）
60 分 3,200 バーツ

若返りフェイスリフトアップマッサージと潤いたっぷりのフ
ェイスマスクが顔の筋肉をほぐすと共にお肌にハリを与え
ます。

HARNN・スペシアリティ
トラベリング・ウェーリー・アウェイ・セラピー
120 分 5,200 バーツ

海水から採れた塩のお風呂が筋肉の緊張を和らげた後、
ア
ロマティックボディマッサージで心身の疲労を回復。仕上げ
はハーバルコンプレスがより深いリラックスへと導きます。

HARNN・ライフスタイル・デザイン
120 分 5,500 バーツ

究極の安らぎは自分の体のニーズに耳をすませることです
。体の状態に合わせHARNNボディセラピーの以下の２つ
からトリートメントをお選び頂けます。HARNNフェイシャ
ルリチュアル又はHARNNボディパンパリング。

プレ・ネイトル・パンパリング・ボディ・マッサージ
60 分 3,200 バーツ

バージンココナツオイルと軽めのマッサージが体の痛みを
和らげると同時にお肌に潤いを与えます。

*料金は通知なしに変更となる場合がございます。上
記料金はタイバーツとなり１０％のサービスチャージ
と税金が加算されます。

リニュー・バス

30 分 850 バーツ

タイハーブ、オレンジ、パチョリ
（インド産シソ科植物）のハ
ーモニーでリフレッシュ。

仕上げトリートメント

HARNN・ヘリテージ・クラリファイ・ファイシャル

エクスプレス・マニキュア
45 分 950 バーツ (Single)

OPIマニキュア製品を使ったマニキュアです。仕上げはお
好みのポリッシュをお選びください。

フレンチ・マニキュア

ローズミルクバスが乾燥した肌に潤いを与えます。

インスパイア・バス
30 分 850 バーツ

Website : http://samui.intercontinental.com
Operating Hours : 10.00am. -09.00pm.

60 分 1,200 バーツ (Single)
OPIマニキュア製品を使ったペディキュアです。仕上げはお
好みのポリッシュをお選びください。

フレンチ・ペディキュア

60 分 1,400 バーツ (Single)
ペディキュアのフレンチネイル。

バルコニー・ペディキュア

90 分 1,800 バーツ (Single)
バーンタイスパのバルコニーのソファーにて海を見ながら
ペディキュアはいかがでしょうか。

バーンタイ・シグネチャー。マニペディ

120 分 2,700 バーツ (Single)
（マニキュア 60 分＋ペディキュア 60 分）

マニキュア、ペディキュアに加え、手と足のラップも含めたト
ータルネイルトリートメントです。

サロン・トリートメント
*ご希望日二日前までにご予約ください。

ヘアー

ブライド・ヘアースタイル
3,250 バーツ (Single)
ブライズメイド・ヘアースタイル 2,500 バーツ (Single)

ビューティー

ワックス （脱毛）

30 分 850 バーツ

InterContinental Samui Baan Taling Ngam
Resort
295 Moo 3 Taling Ngam Beach
Koh Samui, Surat Thani 84140 Thailand
Tel : 66.77429100
Fax : 66.77423220
Email : spa@ickohsamui.com

クラシック・ペディキュア

マイルドバージンココナツオイルがお肌の荒れを和らげま
す。お子様向けの軽めのマッサージで体をリフレッシュ。

ロマンス・バス

Baan Thai Spa by HARNN

短めの爪にはフレンチマニキュアがオススメです。

ブライド・フルメイクアップ
3,500 バーツ (Single)
ブライダル・パーティー・フルメイクアップ 2,500 バーツ
(Single)

*バルネオ・エクスペリエンス
*温泉療法

For reservation, please dial extension 29 within
the resort.

60 分 1,200 バーツ (Single)

キッズ・スペシャル・トリート

（１２歳以上）
45 分 1,900 バーツ

** 敏感肌や薬物療法を受けている方にはオススメ致
しません**

世界50カ国以上のスパやエステサロンで愛される、オース
トラリア生まれの脱毛ワックスのトップブランドの製品を使
ったトリートメントです。
眉毛
上唇の上と顎
腕
脇の下
ひざ下・足全体
ビキニライン
ブラジリアン・ハリウッド

600 バーツ
600 バーツ
1,000 バーツ
800 バーツ
1,500/1,800 バーツ
1,500 バーツ
2,000 バーツ

samui.intercontinental.com
www.harnn.com

