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WATER 
ACTIVITIES
ウォーター・アクティビティ



ジェットスキー
リゾート敷地内“ボートハウス”前の海上で
お楽しみいただけます。

人数：
１台のジェットスキーに最大２名
$75++ (30分）

岩場のプール
新月や満月の頃の低潮で岩場には小さ
なプールのような水溜まりが点在し、そ
こには無数のサンゴ礁や様々な海洋生
物が生息しています。島の伝統料理の材
料となる、海藻、ヒトデ、ウニ、蟹、小魚、タ
コの捕獲を島民と一緒に捕獲してみませ
んか。

参加費：
無料

人数：
無制限

* サンゴ礁を踏むとケガをする場合がありますので、
十分気を付けて下さい。また、貝を持ち帰らないで下さい。



スタンドアップ・パドル（サップ）
ウォーター・アクティビティ
海面をブレードで漕ぎ進めるボードの下にはサンゴ礁。利用しているスタンドアップ・パドルの
ボードは高性能で安定したデザインで利用者が立っても、跪いても安心です。また、人間工学
的にはサーフィンよりも比較的簡単でありながら、全身の運動には最適でアクティビティと言わ
れています。　未経験者でも可能です。

参加費： 
$195++ （２名様から受付）

人数：
最大６名まで

スタンドアップ・パドル ～ワヌカ
カ川下り～
ウォーター・アクティビティ
スンバ島内の川下りを通して景観を楽しむ:高性能で安定したボードでのワヌカカ川での川下
りで島の地形や、野生動物の生態、島民の暮らしぶりを垣間見る貴重な体験をお楽しみいただ
けます。　１２歳以上より参加が可能です。

参加費：
無料

人数：
無制限



スノーケリング
ウォーター・アクティビティ
ニヒワツの目の前に広がる海は美しいサンゴ礁や海洋生物の宝庫。スノーケリングが最適な
環境として、波が穏やかで引潮の透明度が良い時期がお勧めです。

スノーケリングに参加希望の場合は、ボートハウスに事前にご連絡下さい、スノーケリングのギ
アやゾディアックの準備等を行います。また、安全の為にライフガードのスタンバイを致します。

参加費：
無料

人数：
無制限



ファミリーアクティビティー
ビーチゲーム
ウォーター・アクティビティ
波の状況次第で前日までにお申し出頂ければ、ゴルフのバンカーショットの練習も可能です。
また、ビーチサッカー、野球のバッティング、バレーボール等のビーチアクティビティも可能です
。もしくはローカルルールのペタンクもお試しあれ。

ご家族やグループ総出で「砂の彫刻」コンテストはいかがでしょうか？人数が多ければより白熱
した思い出深いコンテストになる事でしょう。

スンバ財団の支援による島民学校の壁に、ペイント（塗り絵）をするアクティビティもあります。
ボートハウスのパンダナスの木の下に絵の具とベニア板をご用意します。大人の監視下で子供
たちの作り出す傑作を近くの学校の壁に装飾します。教室等に張り出すことにより、島の子供達
にも世界観の広がるよい環境造りにもなります。

参加費：
無料

人数：
無制限
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サーフィン
ウォーター・アクティビティ
ニヒワツ周辺には、ワールドクラスのダイナミックな波が立ちます。リーフを打ち付ける限りな
く続く巨大な波軍の魅惑に陥る事でしょう。ここでは事前に予約登録をしたサーファーと、スタ
ッフによる１対１のレッスンを受けるゲストのみが立ち入ることが出来る貴重な場所です。天
候や波の状況は刻一刻と変わりますので、必ずスタッフに事前ご確認下さい。環境保護の為、
一日に入水出来る数を限らせております。その為、事前の登録（予約）が必要です。

プライベート・レッスン
ワールドクラスの波を、ニヒワツのベテランスタッフによる個人レッスンを致します。

参加費：
$150++一名・一時間毎

人数：
１名

参加費：
$295++ 1名につき、$495++１カップルにつき（９０分のレッスン）

人数：
１名

タンデムサーフィン
ベテランスタッフが一緒にボードに乗り波乗りのお手伝いを致しますので、自ら力いっぱいパ
ドリングをする必要もなく、常にバランスが取れるようスタッフが貸出し手を致します。

参加費：
$250++ 一名につき（90 分ー30分講義、１時間ジェットスキー使用料）

人数：
１名の場合
最大３名まで

トウインサーフィン
もっとダイナミックなサーフィンがお好みですか？ジェットスキーで牽引し、巨大な波に挑戦す
るのも可能です。牽引するのに十分な道具（ボード、ロープ、救命胴衣等）も揃えています。この
プログラムは事前にクラスの受講が必須となります。



別のサーフィン・スポットへの送迎
ウォーター・アクティビティ
ベストな波を求めて漂うのがサーフィンの基本。ニヒワツ周辺は上質な波が立つので定評は
あるものの、この機会に少し足を延ばして別のサーフィン・スポットでのライドをお楽しみにな
りたい場合に車やボートでの送迎をお手伝い致します。下の表は、ニヒワツから30分～1時間
も離れた場所にあるその他の代表的なスポットです。

参加費：
２時間毎　$350++ / Nihi Nuts
２時間毎　$500++ / Sumba Sawyer

人数：
最大 ４名まで
最大  6 名まで

THE WAVES

Pinnacle’s

The Hole

Rua

Wanukaka

Kerrawei

Coco’s

Sumba Sunset

DIRECTION

Right

Right + Left

Right + Left

Right

Right

Right + Left

Left

TYPE

Reef

Reef Wedge

Soft Reef

Reef

Reef

Rock Shelf

Deep Water Reef

SKILL LEVEL

Intermediate +

Advanced +

Beginner +

Intermediate +

Beginner +

Intermediate +

Advanced +

BEST SIZE

4 - 8 ft

4 - 8 ft

2 - 4 ft

3 - 7 ft

3 - 7 ft

2 - 4 ft

15 ft +

サーフィン・スポット



スピアフィッシング・レッスン
ウォーター・アクティビティ

スピアフィッシングに必要な道具は全て整っています。またベテランスタッフが初めての方にも
丁寧にレッスンを致します。初心者の方は約３時間の時間をかけて、海抜１５メートル付近ま
で潜り、ダイビングの基本、息継ぎの方法、スピアフィッシング用具の使用や、海中での滞在の
慣れ方等を訓練致します。スノーケリング経験者に限ります。

最小参加可能年齢: 16歳以上

参加費：
$300++１名につき
$500++ 1カップルの場合

人数：
最大２名まで



プライベート・ボート・チャーター
ウォーター・アクティビティ

チャーターボード代

スンバ島の南西沖へ優雅なクルージングはいかがでしょうか？　このチャーターには、ローカ
ルフィッシング、ゲームフィッシング、魚群収集装置付深海魚釣り、ポッピング、ジギング、スピア
フィッシング、またボート停泊中に周辺のスノーケルやダイビング等も可能です。または、パート
ナーとゆっくり優雅にサンセットのクルージングなどもお楽しみいただけます。

チャーターは２時間以上から承ります。（軽食とアルコールフリーのドリンクが付きますが、時間
や距離等によって、追加料金にて昼食の準備も可能です。）

参加費：
$500++ ２時間
$750++ 4時間
$950++ 終日

$175++ 延長１時間毎

人数：
最大６名

SUMBA SAWYER

参加費：
$300++ ２時間
$650++ 4時間
$850++ 終日

$150++ 延長１時間毎

人数：
最大４名

NIHI NUTS



トレッキング

TREKKING
ACTIVITIES



MATAYANGU 
マタヤング“ブルー”ウォーターフォール
トレッキング
車でマタヤングまでの45分間のドライブの途中、ワヌカカ渓谷の美しい光景を目の当たりにし
ます。近くの村で停車し、インドネシアの国立自然公園、滝つぼとその水の溜まった青いラグー
ンへとローカルガイドに引率され、いよいよここから1時間半のトレッキングが始まります。ジャ
ングルを抜けると、息を飲むような美しく、壮大な滝と遭遇します。滝が作った自然のプールで
ひと泳ぎしている間に、ガイドがピクニック・ランチの支度にとりかかります。午後は車に戻るま
で、泳いだり、リラックスしてお過ごしください。　参加には歩きやすい靴、水着や替えのシャツ
やサロン、カメラをご持参下さい。

参加費：
$175++ 1 名につき
$350++ １カップルの場合

人数：
2名から



LAPOPU  ラポプ滝
トレッキング

ファミリーや友人と参加するには最適なトレッキングです。ワヌカカ渓谷からラポプ滝までは約
４０分。滝の落差は実に１００メートル以上で、山頂からの水はコケ岩で浄化され峡谷の清
水となって滝つぼに流れ落ちます。
美しい景観に囲まれた岩場でホテルから用意した軽食を頂きながら、水泳や日光浴をするの
も人気です。　　参加には歩きやすい靴、水着や替えのシャツやサロン、カメラを持参下さい。
参加には、歩きやすい靴、水着や替えのシャツやサロン、カメラをご持参ください。

参加費：
$125++ １名につき
$250++ ２名参加の場合

人数：
2名から



RICE ISLAND ライス・アイランド 
トレッキング＆ピクニック
トレッキング
川岸からスタートし、田園や島村の風景、ランボヤ渓谷の農地、放牧された水牛、無邪気な学校
の子供達、農家の収穫風景を観察するなど、NIHIの”ライス・ランド“と称されたこの２時間のハ
イキングは格別な体験となるでしょう。その後は、田園風景を眼下にピクニックをお楽しみ頂け
ます。

復路ではオープンエアのジープに乗り、“スンバ財団”の協力により設立した学校やクリニック、
小さな村などを訪ねます。　ここで得た貴重な体験で、皆さんも特別な“スンバ島の文化”を垣
間見ることが出来ます。

参加費：
$195++ １カップルにつき
$95++ 追加１名につき
(復路のジープ、ガイド、ピク
ニック代が含まれます。)

人数：
1 名から 6名まで
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NIHIOKA  
トレック＆ブレックファスト
トレッキング
朝7時30分にリゾートを出発し、ヤシの木に囲まれたジャングルを歩き始めます。ローカルガイ
ドによる、周辺の自然環境の変化や、ぽつりぽつりと建つ小民家の傍を歩きながら、現在も伝統
を守りながら生活をしているスンバ島民の集落を訪れます。

集落を訪問した後、ニヒオカ渓谷の中、段々に広がる田園風景を抜けると、パノラミックに広が
るインド洋が目の前に現れます。到着後はフレッシュなココナツと、冷たいおしぼりでリフレッ
シュし、朝食を頂きます。

そそり立つ岸壁の淵に作られた解放感のある屋外ツリーハウスで、壮大な海原と波の砕ける音
を聞きながらブッシュ調理された朝食を頂きます。　

朝食後は、2か所のプライベートビーチでおくつろぎ下さい。帰路はオープンエアのジープがス
タンバイしています。　ご要望により、ツリーハウスでのランチのご用意も可能です。お客様の
専属バトラー、もしくはフロントオフィスにご相談下さい。

参加費：
$75++ 1名につき
$150++ 1カップルにつき
$50++ 子供１名につき

人数：
10 名まで



NIHIOKA 
スパ・サファリ
トレッキング
当リゾートのハイライト、カップルで受ける“スパ・サファリ”。スンバ島のドラマチックな海岸線
から人里離れたニヒオカ渓谷の中で一日を過ごします。　90分程のトレッキングをこなした後
（ご希望次第でジープでの送迎も可能です。）そそり立つ岸壁の淵に作られた解放感あるツリ
ーハウスでのブッシュ調理された朝食を頂きます。その後は、プライベートなオープンエアの小
屋でのスパ・トリートメント。用意された２つのベッドと2人のセラピストがお好みによって数種
類お選びになったトリートメントを、壮大なインド洋と砕ける波音を聞きながら優雅にお過ご
しください。

参加費：
$595++ 1バレ（半日）
$795++ １バレ（終日）
$695++/$895++ １ヴィラ（半日/終日）

人数：
3カップルまたは、

1カップルのみ
(料金には、トレッキング、朝食、及び
３コース（半日）または無制限（終日）
の施術代が含まれます。)



COCONUT COVE
トレッキング
朝7時30分にリゾートを出発する2時間コースで、ヤシの木に囲まれたジャングルを歩き伝統
的なスンバ島の集落を訪ねます。ローカルガイドによる、周辺の自然環境の変化や、集落の
中に入り、島民の生活そのものを観察致します。水着をお持ちください。ルアの海岸での海水
浴と切り落としたフレッシュなココナツをお楽しみください。

復路はオープンエアのジープ、もしくは歩いて戻ります。参加には、歩きやすい靴、水着や替
えのシャツやサロン、カメラをご持参ください。

参加費：
$125++２名での参加

人数：
制限無　



LAMBOYA
トレッキング
朝7時30分に出発し、西に約2.5キロメートル広がるニヒワツ・ビーチを探索します。深いヤシの
木に囲まれたジャングルに入り、２００ヘクタールもの広大な水田の光景を楽しみながら、ラ
ンボヤ山渓谷まで歩きます。ローカルガイドが、伝統的な採取方法の若いココナツを振る舞い
ます。このコースには早目の軽い昼食が含まれます。昼食の後は、それぞれ周辺を散策しなが
ら徒歩でお戻りになるか、またはオープンエアのジープの手配も可能です。

参加費：
$125++ ２名での参加

人数：
無制限



乗馬

EQUESTRIAN
ACTIVITIES



スンバ・サンセット・サンライズ
乗馬
日の出頃でも日の入り時でもビーチでの過ごし方には色々ありますが、この乗馬体験は人生の
忘れられない思い出になることでしょう。乗馬経験のレベルにあわせて初心者にはスンバ族の
騎手が手綱を引きながら浅瀬をゆっくりと歩けるよう、また、上級者ならば、全速力で爽快にビ
ーチを駆け抜けてみませんか？

参加費：
$95++ 1名につき
$180++ 2名参加

人数：
最大5名

参加費：
$50++ 1名につき (1 時間)
 

人数：
2名から

子供向けポニークラブ
乗馬
お子様向けプログラムで、スンバ島固有のポニーと触れ合い、日々の飼育（グルーミングや餌槍
など）を観察します。“遊びながら学ぶ”－　ポニークラブでは、ポニーと遊びながら、コミュニケ
ーションや馬の扱い方等を学ぶことが出来ます。年齢：5歳～14歳までのお子様が対象となりま
す。



ブッシュからビーチトレイル
乗馬
このコースは水田地帯や、淡水流、熱帯雨林の谷、集落などを巡りながらビーチまで下ります。
丘の頂上から眺める海は抜群な風景でしょう。　しばし休憩し、新鮮なココナツの果汁をした
ためたりしながら、最後の30分は海岸の波打ち際で、道具を用いたゲームなどをお楽しみいた
だけます。

*このコースには、基本的な馬の乗り方や、馬上でのバランスのとり方、手綱の扱い等の経験者
が望ましいとしています。

参加費：
$110++ 1名につき　（２時間)

人数：
当日の馬の手配可能
数によります。



NIHIOKA ニヒオカで朝食を
乗馬
リゾートを出発、途中には点在する島民の住居とその暮らしを垣間見たり、村の小さな学校と
そこに通う生徒達とすれ違ったりしながら、最終ゴール、ニヒオカ渓谷までのシーニックライド。
到着すると、岸壁にそそり立つツリーハウスでダイナミックなインド洋と波の砕ける音と聞きな
がらバーベキュー式の朝食をとります。しばらく休憩した後は、オープンエアのジープでリゾー
トまで戻ります。

*このコースには、基本的な馬の乗り方や、馬上でのバランスのとり方、手綱の扱い等の経験者
が望ましいとしています。

参加費：
追加１名につき $110++ 

人数：
当日の馬の手配可能
数によります。



CULTURAL
ACTIVITIES
カルチャー・アクティビティ



WEEKURI & MANDORA
ウイクリ池とマンドラ・ビーチ
カルチャー・アクティビティ
私達は今後もスンバの未開発な自然を発見し、ゲストの方にその魅力をご紹介していきたいと
思っています。　その一つとして、リゾートから車で３時間程走ったところに最近発見した“ウイ
クリ池”とその周辺の“マンドラ・ビーチ”をご案内いたします。

“ウイクリ池”は険しい岩場の起伏によって自然に出来た大きな海水プールのようです。　透明
度の高い蒼い海の周りはブッシュや太陽に照らされた岩壁の光と影がくっきりと浮かび上がり、
素潜りや海水浴に最適です。砂浜と岩の間の階段を上がると、優待な風景が広がります。　さあ
、10メールの飛び込み台から思い切ってジャンプ！

また、マンドラ・ビーチも息を飲むような景観を楽しめる場所で、ユニークな浜辺での体験が待
っています。大きな岩肌に囲まれた入江のような環境のなか、岩の桟橋から飛び込んで泳ぐな
ど穏やかな水面で楽しむことが出来ます。もちろん、常に岩場での行動と言うことで怪我などに
はご注意下さい。

リゾート出発は朝の７時から8時の間となります。6名限定、ドライバー1名、ガイド1名の終日ア
クアベルとなります。

参加費：
$475++ 一名につき 料金には
昼食、ガイド、ドライバー、
入場料を 含みます。

人数：
最大 6名まで



織物
カルチャー・アクティビティ
村の女性たちが、メラナ部落近くに“スンバ市場”を設け、露天のかたちで手作りのスンバ伝統
のイカット（織物布）、ブレスレットや、ランチョンマット、バスケット、小さな箱や入れ物等を販売
しています。　ご希望があれば、この昔から続く伝統的な作り方を教わることもできます。

参加ご希望の方は、フロントにお申し出ください。

参加費：
無料

人数：
無制限



クッキングクラス
カルチャー・アクティビティ
リゾート内のオーガニック農園で伝統的なインドネシア料理に欠かせない野菜やハーブ、スパ
イス等をご自身で採取し、その素材を使ったリゾートの代表的な料理や、お好みの逸品をリゾ
ートのキッチンでシェフと一緒に作ってみませんか？

参加費：
$100++ 一名につき（所要時間：2時間）

人数：
最大4名まで



「スンバ財団」活動見学
SUMBA FOUNDATION
カルチャー・アクティビティ
スンバ財団の島での社会貢献活動を見学致します。　当リゾートとご宿泊のゲストの親密な関
係は、健康、栄養、教育をもたらし、多くの先住民スンバの人々の生活を豊かにしてきました。　
飲み水タンクを地元に普及するプロジェクト、マラリア対策のヘルスクリニック、また学校給食プ
ログラムのボランティア活動などを訪問します。また、リゾートの入り口にある、スンバ財団本部
にも立ち寄ります。

スンバ財団についての詳細は； www.sumbafoundation.org

参加費：
無料

人数：
無制限



WELLNESS
ACTIVITIES
ウェルネス・アクティビティ



プライベート・ヨガ
・レッスン
ウェルネス・アクティビティ
リゾート山頂にあるオープンエアで360度の
景観を誇る、ヨガ・パビリオンでは個人やグル
ープのレッスンを行っています。瞑想状態に
入り易く、超現実的な環境は、"私の瞬間"の
完璧な舞台を提供します。

参加費：
$125++ 一名につき 
$200++ カップルもしくは１小グループ
につき

人数：
個人、小グループ 

NIHIOKA
SPA SAFARI
ウェルネス・アクティビティ
当リゾートのユニークなコンセプト。“ニ
ヒオカ”スパ・サファリは、スンバ島西部、
ニヒオカ渓谷の中にあります。朝食を済
ませると、プライベートのバレ（東屋）と専
属のセラピストによるスパ三昧で、贅沢
な1日を過ごすことが出来ます。

参加費：
（バレ半日利用） $595++ 
（バレ終日利用） $795++

人数：
3名まで



スパメニュー
リフレクソロジー
リフレクソロジーは、身体が健全なときに体内のエネルギーは体の中を自由に流れ回るという
原則に基づいています。 セラピストは、足、手、肩、首の周りの特定のポイントに軽く圧力をかけ
て、食事制限や、ストレス、緊張等による、問題のある場所を標的として自然治癒力を高めます。

料金：
$55 / $110++ 

所要時間：
30分 / 1時間

ディープ・ティシュ・リカバリー
強めの圧をかけるマッサージ（指圧式）で、筋肉の硬直をほぐし和らげていきます。サーファー
やウォーター・アクティビティの後の身体に最適です。

料金：
$130 / $150++ 

所要時間：
1時間 /1時間半

シグネチャー・マッサージ
人気のこの施術は、体のバランスを取り戻し、穏やかなストレッチ、長いストロークと皮膚の圧
迫を組み合わされています。手のひらと親指での指圧により、ストレスと緊張を緩和し、血流を
改善し、リラックスした若返り感を回復致します。

料金：
$130 / $150++ 

所要時間：
1時間 /1時間半

スクラブ
栄養分のあるナチュラルボディースクラブには、海塩、ココナッツオイル、ラベンダーエッセンシ
ャルオイルの爽やかなブレンドが施されています。ダメージ乾燥した肌や角質を除去し、栄養
補給することで、リフレッシュされトロピカルな輝きを引き出します。

料金：
$55++ 

所要時間：
30 分



スンバのドリーム
浄化と皮膚の色調の回復を促進するこの刺激的な治療により、体内の毒素を除去し、皮膚を滑
らかにします。ミネラルウォーターのフットバスで始まり、フルディ・ニヒワツ・シグネチャーマッ
サージと続きます。 その後、皮膚を軟らかくするラベンダーの塩スクラブを適用し、壊れた皮膚
細胞を平滑化し、除去します。 カモミールとアロエベラマスクによって、身体を毛布に包み込ま
れている間に皮膚が治癒栄養素を吸収することを可能にします。

料金：
$180++ 

所要時間：
２時間

ハイドレーティング・ヘア・スムージー
アボカド、ココナッツ、ココアバターの栄養をベースにしたローズマリーのエッセンシャルオイ
ルを配合した濃厚なハイドレーティングクリーム・ヘア・バス。 水分補給用のマスクで、髪と頭
皮をマッサージし、指圧と手のひらのストロークの組み合わせが首と肩を程よくほぐします。 次
に、ぬるめの水で洗浄、健康的な光沢を残します。

++
料金：
$55++

所要時間：
45 分

スゥーズィング・サンキスト・ボディラップ
鎮静効果のある、冷却されたトータルボディマスクは、硬くなった皮膚を水分補給し修復します
。 カモミールとアロエベラの癒しエッセンシャルオイルが詰まったこのラップは、あなたのお肌
をほぐし、細胞を保存し、日焼け後の皮膚の修復には最速の方法です。

料金：
$55++ 

所要時間：
３０分

バリニーズ・ルルール
ルルールのトリートメントはインドネシアに伝わる伝統的なエステで今も受け継がれている手
法。　バリの米農場で生まれたハーブとスパイスを肌にマッサージで含ませ、身体を温め、痛
みを和らげ、痛い筋肉を和らげます。 この施術はボディマスクまたはスクラブとして使用するこ
とができます。

料金：
$55++ 

所要時間：
30 分



マニキュア
爪と手を保湿効果の高いクリームでマッサージし、その後マニキュアを施します。 お好みのカ
ラーをお選びください。

料金
$65++ 

所要時間：
1時間

ペディキュア
爪と足を保湿効果の高いクリームでマッサージし、その後ペディキュアを施します。お好みのカ
ラーをお選び下さい。

料金
$65++

所要時間：
45 分

マニキュアとペディキュア
海や砂浜で過ごし、健康的に日焼けした後に、マニキュアとペディキュアのコンボをトライしま
せんか？　両手足に保湿効果の高いクリームでマッサージをするとお肌が生まれ変わります。
お好みのカラーをお選び頂くか、ご自身の持ち込みの可能です。

料金
$90++

所要時間：
1時間

ミンピ・インダー・フェイシャル
このファイシャルトリートメントはどの皮膚タイプの方にも適応出来ます。
ココナッツオイル、ミントリーフとグリーンティートナー、ロゼラティー、レッドライススクラブ、フ
ェイスセラムのハイドレーションマッドマスクを含む当社のナチュラルプロダクトは、自然に肌
の状態を改善します。これにより、顔面をリラックスさせます。顔面のツボを押し、ストレッチとリ
ンパ排水技術を使用しています。 この施術は顔面の皮膚の緊張緩和や自然回復を促し、若返り
効果が期待されています。

料金
$75++

所要時間：
1時間



チョコレート・マッサージ
２名のセラピストによる同時の施術で、身体のエネルギーバランスを調整します。
チョコレートは肌を償還することが知られており、究極の肌の救済者と言われています。体内の
血液循環を刺激し、身体機能低下や疲労を取り除くのに役立ちます。
このマッサージには、ココアのパックによって、外的汚染された顔を若返りさせる施術
も含まれています。

料金
$400++

所要時間：
90 分

ヘア・ブロー
寝起きのような 寝起きのグセのヘアスタイルで今日を過ごしますか？　マニキュア・ペディキュ
アのセラピストがあなたのヘアスタイルをブローセット致します。ご自身のヴィラで洗髪後、セ
ラピストがサロンで使う高質なヘアドライヤーと共にお伺い致し、うっとりするような美しいブ
ローセットで今晩の特別な夜を演出致します

料金
$30+

所要時間：
40 分



お好みのアクティビティ
CUSTOM LAND EXCURSIONS
お客様のご滞在をお好み次第でいかようにもアレンジ可能です。２４時間前までに、どのよう
なご体験をされたか等ご連絡下さい。　

サロンや水着、着替えのシャツや歩きやすい靴、帽子や日焼け止めをお忘れなく！

参加費：
$50++ １時間・ SUV
$75++ １時間・ジープ

 参加人数：
最大 4 人/車１台
最大８人・車１台


