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新たな体験、再発見



ロケーション 
エバソン・アナマンダラ＆シックスセンシズスパはニャチャ
ン市内から1km、空港から40分と交通の便にも適した場所に立
地しています。リゾートの一番の特徴である目の前に広がる
プライベートビーチと、26,000平方メートルにもおよぶ敷地
は南国リゾートの雰囲気を十分に楽しんでいただけます。

コンセプト
私達は独自に創り出した現代のスタイルと、お客様に元気を
与える空間を提供しています。またお客様一人一人に合った
サービスの提供や、我が家と思っていただけるような“おも
てなしの心”を272人のスタッフ全員が持って働いています。
サービス以外では環境保護の取り組みを実施し、自然との共
存意識を高めていただくことをエバソンの課題としていま
す。アナ マンダラとはベトナム古代のチャーム語で“お客様
のための美しい家”を意味しています。
リゾート内はベトナムの伝統的家屋の外観と自然の木や籐を
あしらった家具を使い、ベトナムの雰囲気を造り出していま
す。 

マネージメント
エバソン・アナマンダラ＆シックスセンシズスパは、シック
スセンシズ リゾート＆スパが運営しています。
当リゾート以外にも、モルディブ、オマーン、タイ、ベトナ
ム、スペイン、ヨルダン、フィジーには、ソネバ、シック
スセンシズ ハイダウェー、シックスセンシズ ラティトゥー
ド＆エバソンのリゾート経営と、シックスセンシズスパとシ
ックスセンシズ デスティネーションスパと、立地やコンセ
プトに合わせそれぞれの名前でホテルやスパを展開していま
す。 お客様に、愛あふれるSLOW LIFE*を常に新鮮なものと
感じてもらえるように、様々な体験や新しいものを提供しま
す。
*SuStainable - local - organic - WholeSome  leiSure - inSpiring - Fun - experienceS

客室
エバソン・アナマンダラは17棟のヴィラで構成されてお
り、74部屋設けています。全てのお部屋にはバルコニーと選
りすぐりのアメニティー用品をご用意しています。
お部屋の設備：

キングサイズまたはツインベット• 
ジャグジー付浴槽、シャワー• 
シックスセンシズスパのアメニティー• 
ヘアードライヤー• 
エアコン 、天井扇• 
IDD電話回線• 
衛星放送 （海外番組）• 
DVDプレイヤー• 
金庫、文具用品• 
ミニバー、 湯沸しポット• 
24時間ルームサービス• 
無料インターネットサービス（ご希望のお部屋のみ）• 
コネクティングルーム（2列目のお部屋のみ）• 

部屋タイプ   　   客室数       バルコニーを含む部屋の敷地面積

            (平方メートル）

ガーデンビュー ヴィラ  35   38

スーペリア シービュー ヴィラ   　  11   42 

デラックス シービュー ヴィラ       8   45

デラックスビーチフロントヴィラ      16   45

アナマンダラ スイート      4   50

ご飲食
エバソン・アナマンダラ＆シックスセンシズスパでは、今ま
で出会ったことのないような料理の数々、そして経験豊かな
シェフとチームが力によりを寄せ、西はヨーロッパから東は
アジアまで、多国籍料理と伝統的ベトナム料理をご用意して
います。
 
アナ パビリオンレストラン（24時間営業）
室内またはニャチャン港をパノラマに一望できるテーブルを
お選びいただけます。パビリオンレストランでは、ベトナム
料理、多国籍料理を単品料理で、また朝食では素材にこだわ
ったベトナム料理や旬の果物、焼きたてのパンなどをバイキ
ング形式でご用意しています。

ビーチレストラン （午前10 時～10 時） 
メインプール横に位置するビーチレストランでは、室内また
は屋外のお席をご用意しています。昼食では単品料理を、夕
食には日替わりのバイキングをご準備しています。バイキン
グでは、シェフがお客様の前で調理するパフォーマンスや、
ベトナムの伝統的な弦楽器などのショーをお楽しみいただけ
ます。 バスルーム（デラックス シービュービラ） 

プライベートビーチ  

アナマンダラ スイート 



ロビーバー （午前8 時～）
ゆっくりとくつろげるロビーバーは、室内から中庭へとつな
がっています。この最高の空間でワイン、各国のビール、オ
リジナルドリンクをお楽しみいただけます。また、様々な目
的でご利用いただける自慢のワインセラーも完備していま
す。 

プールバー （午前8 時～）
プールバーでは、カクテル、ビール、ワイン、各種アルコー
ル、ソフトドリンクなど様々な飲み物やスナックを取り揃え
ております。ニャチャンのビーチを眺めながらリラックスで
きる音楽と共にお客様だけのゆっくりとした一時を過ごして
いただけます。また、ビーチやプールサイドでもご利用いた
だけます。 

 

その他のサービス
レストランでは毎日のビーチサービス、テイクアウトサービ
スのみならず、24時間いつでもお食事をお楽しみいただけま
す。また、ビーチやプールサイド、桟橋、スパ、リゾート近
くの島にてお客様のみの特別メニューでプライベートの食事
をご用意することもできます。

スパ 
ヤシの木が並ぶビーチ沿いに位置するシックスセンシズスパ
は、自然な音色と伝統的なベトナムのスタイル、そして水に
よる癒しの効果を取り入れ、新しいスパデザインを創りあげ
ています。当スパでは東洋と西洋のテクニックを取り入れた
トリートメントを提供し、ボディーケア、ビューティーケア
のみならず、心と体のバランスを整えて、お客様の全ての感
覚を満たします。また、お客様のご要望に合わせ、ヨガと太
極拳のクラスもご用意しています。毎週無料で実施されてい
るクラスもございますので、是非ご参加ください。

 

リゾート内の施設 
リゾート内ではビジネスセンター、図書館を設けており、様
々な書籍やDVD、パソコンを無料でご利用いただけます。ギ
フトショップ、ジュエリーショップでは、地元の手芸品や芸
術品などを取り揃えており、また洋服やアオザイの仕立ても
承っています。その他にもプールを２つ、ジム、テニスコー
ト、卓球台、ビーチバレーコートを完備しています。スポー
ツセンターでは、シュノーケリング、ウィンドサーフィン、
スキューバーダイビング、パラセーリング、ウォータースキ
ー、カヤックなどをお楽しみいただけます。また、ボートの
手配、自転車の貸し出しもしています。
当リゾートでは、マウンテンツアー、島巡りツアー、川下り
ツアー、フィッシングツアー、市内観光など、ニャチャンを
知り尽くしていただけるプライベートツアーを数多く取り揃
えております。また、お客様自身でツアーをアレンジするこ
とも可能です。

お子様向け遊具、施設
アナマンダラリゾートでは、お子様に喜んでいただけるアク
ティビティーやツアーを幅広くご用意しています。
テニスラケットやシュノーケリング用品などは、全てお子様
用もご用意しています。また、フィッシングツアー、シュノ
ーケリングツアー、テニスレッスンなどもございます。その
他、お子様が興味のあるアクティビティーなどがございまし
たら、どうぞスポーツセンタースタッフもしくは、フロント
スタッフまでお声をおかけください。

朝食会場（アナ パビリオンレストラン）

屋外のリラクシングサラ（スパ） 

メインプール（ビーチレストラン横）

中庭 



エバソン・アナマンダラ&シックスセンシズスパ－ニャチャン
Evason Ana Mandara & Six Senses Spa - Nha Trang
Beachside Tran Phu Blvd, Nha Trang, Vietnam
Tel: +84 58 3522 222, Fax: +84 58 3525 828
E-mail: reservations-nhatrang@sixsenses.com
Website: www.sixsenses.com

GDS ACCESS CODES:
Amadeus GRNHA606  Galileo  GR31539 
Sabre  GR56173   Worldspan GR7606

海外営業所:
オーストラリア 
Tel : +61 (0) 414 257 749
Fax : +61 (0) 2 9340 8066
E-mail : kristen@sixsenses.com
フランス  
Tel : +33 1 53 89 88 88
Fax : +33 1 53 89 88 99
E-mail : info@glahotels.com
ドイツ
Tel : +49 (0) 6102 79 96 810
Fax : +49 (0) 6102 79 96 820
E-mail : Six.Senses@Asian-Oriental.de
インド
Tel : +91 11 26236525 
Fax : +91 11 41553034 
E-mail : sales-delhi@sixsenses.com 
イタリア
Tel : +39 031 263047
Fax : +39 031 262085
E-mail : sixsenses@clubsnc.com
日本
Tel : +81 (0) 3 5771 4045 
Fax : +81 (0) 3 5771 4046
E-mail : japan@sixsenses.com
北欧
Tel : +46 (0) 732 521 871
Fax : +46 (0) 8 612 53 77
E-mail : sixsenses-nordic@adsum.ws
ロシア
Tel : +7 926 844 2839 
Fax : +7 495 694 0609
E-mail : sales-russia@sixsenses.com 
スペイン 
Tel : +34 91 639 8504
Fax : +34 91 639 8506
E-mail : sixsenses-es@adsum.ws
タイ 
Tel : +66 (0) 2631 9777
Fax : +66 (0) 2653 1933
E-mail : mail@sixsenses.com
アラブ首長国連邦 
Tel : +97 14 227 9586
Fax : +97 14 221 6579
E-mail : admin@ckglobalmarketing.ae
イギリス
Tel : +44 (0) 208 780 3519
Fax : +44 (0) 208 780 3479
E-mail : sales-uk@sixsenses.com
アメリカ  
Tel : +1 949 487 0522 
Fax : +1 949 606 8981 
E-mail : joann@kurtzahlers.com

シックスセンシズ フリーダイヤル リザベーション
南シナ海 10800 265 2524
香港 800 930 3308
アメリカ 1800 591 7480


