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マッサージ

人と人との繋がりを大切にする伝統をベースとし、

ポリネシアはそのいくつかの伝統的遺産を

継承しました。

オリエンタル キアオラ マッサージ

気の流れを整え、身体のツボを刺激することにより身

体の内側へ働きかけます。体の隅々まで行き渡る深く

優しい刺激は身体と心に活力を与え疲れを取り去りま

す。西洋と東洋のテクニックを融合させたキアオラ独自

のマッサージです。

30分 :1名  9000oゎ ‐ 2名 15 000 cф

50分:1名 14000oゎ ‐ 2名 24000cわ

80分:1名 19000cゎ - 2名 32000cわ

ポリネシアンマッサージ

先祖代々伝わるポリネシアンマッサージは、肘および

肘から下の部分を使い、長いストロークとプレッシャー

により深層組織に働きかけるマッサージです。強弱は

お客さまのお好みに調節させていただきます。

50分:1名 16000oわ -2名 27 000 cф

80分:1名 21 000 cfp‐ 2名 37600cゎ
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ホットストーンマッサージ

程良く温めたタヒチの火山岩を使用したこのマッサー

ジで身体全体の張りをほぐします。やわらかさ、石の心

地よい刺激的な熱とモノイオイルとの融合が筋肉の緊

張を完全に取り除きます。

80分:1名 22000cゎ ‐ 2名 37000oわ



バリマッサージ

最も経験のあるセラピストが施すバリマッサージは、長

時間のなめらかさ、深さの強弱、ストレッチ、穏やかな

プレッシャーを取り入れ筋肉をリラックスさせます。

50分 :1名  14 000 cfp‐ 2名 24 000 cfp

80分 :1名 19000cゎ -2名 32000cわ

フットリチュアルリラックス

足全体のセラピーとなります。
モイスチャーココナツミルクの入つた温かいフットバス

でよリー層のリラックス感をもたらします。そしてマッ

サージの前には角質の除去によりなめらかな肌を取り

戻します。

50分 :l名 13000cゎ … 2名 22000cわ

フットリフレクソロジー

足底のツボを指圧することにより活力の源を調和し体

の内側を整えます。

30分:1名 8 500 cfp ‐2名 13500cわ

50分:1名 13000cゎ -2名 22000cゎ

日焼け後のスキンケア

日焼け後のお肌のスキンクアと日焼けによるほてりを

鎮静化いたします。マッサージ、タマヌオイルマスク、

アロエケアが組織の活性化 や鎮静化には大変効果

的です。

50分 :1名 17000cゎ ‐2名 290∞ cわ

ソティス リチュアル

トリートメントと優雅な施術者

の手によつて包まれた身体と

精神は新たな光の中で生ま

れ変わります。

スクラブ リチュアル
レモンの香りに加え、小さな穀物、バニラ、ビャクダン入り

の穏やかなスクラブでポリネシアの日差しに備え肌を滑ら

かに整えます。続いて魅惑的なタヒチアンのレインシャ

ワーをご堪能頂きます。

50分 :1名 15000cゎ ‐2名 24000cゎ

ソティスシグネチュアー ボディトリートメント

オリエンタルセレモニーエッセンシャル

長時間のフライト、乾燥した狭い空間.… ご旅行の際の

様々なストレスを想像してください。何種類かのスパイスと

ポリネシアのストーン、温かいオイルによつて刺激的な香

りの世界へ導きます。角質除去と老廃物排出を併せた魅

惑的なトリートメント。

1時間30分 :1名 22 000 cfp-2名 34000cゎ

花 霞 cANAKASUMD
見える、聞こえる、触る、香る全てのものが幸福へのイン

スピレーションです。

日本からインスピレーションを得たこのトリートメントはきめ

細やかなスクラブと全身のボディマッサージ、リラックス効

果を高めるフットケアで身体を蘇らせます。旅への素敵な

お誘いです。

2時間 :1名 30000cゎ ‐2名 54000cゎ



活力の源である筋肉のリラックスを増進するために

水がもたらす効果を感じてください。

ヴィシーシャワーマッサージ

背中、頭部のマッサージ、そして程良く温まつたレイン

シャワーにて日頃のストレスを忘れ筋肉の緊張をほぐし

ます。

20分 :1名 11 000 ofp… 2名 19 000 cfp

ソティスフェイシャル トリートメント

エキゾティックに香る素敵な小麦色の顔

HYDROPTIMALE
様々なダメージにより水分保持機能の低下した肌

に、肌の活力を失つた肌に潤いとなめらかさを与え

長く持続させる高保湿集中ケア。

1時間20分 :1名 16000cゎ ‐2名 32000cわ

エステティックケア

追加でのトリートメント

お勧めのトリートメントの中から25分間を追加するだけで

お客さまならではのスパメニューをお作りいただけます。

(シグネチュアーは除く)

マニキュア

ペディキュア

ネイルポリッシュ

ワックス

Beanty Face
ポリネシアンフェイシャル

25分:1名

50分:1名

Beauty Hair
ポリネシアンヘアケア

25分:1名

50分:1名

タウルミ

脚、頭皮、背中のマッサージからお選びください。

25分:1名 7000cわ

Iri Api

モノイバター バニラまたはビャクダンのスクラブ

25分:1名        7000oゎ

50分 :1名 6500cゎ

50分 :1名 6500cわ

30分 :1名 2500cわ

スタッフにお尋ねください。

7000cゎ
12000cわ

7000cゎ

12 000 cfp



ハネムーン
2時間50分

身体と心の完全なリラクゼーションのための特別な

お時間です。バニラやトロピカルフルーツの香りによつて

魔法のようなひとときがお客さまのお部屋にて

静かに流れていきます。

角質除去
ソティス製品またはモノイバター バニラからお選びください。

マスク

うるおいのフルーツボディマスクまたはソティス製品

***

ジャグジーまたはバスタブ にて休 息

みずみずしいフルーツ盛り合わせと

フレッシュフルーツジュースでおくつろぎください。

***

オリエンタル キアオラフェイシャル

トリートメント

***

60000oゎ /2名

お客さまのお部屋にて行うこのトリートメントは

お客さまのプライバシーをお守りいたします。



お知らせ

事前のご予約をお勧めいたします。スパのレセプション

まで直接お越しいただくか、内線214もしくは314まで

ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

また全ての貴金属類や貴重品はお部屋に備え付けの

セーフティボックスヘ保管していただきますよう

お願い申し上げます。

妊娠中のお客様

強めのマッサージは控えさせていただきます。また妊娠

3カ月未満のお客様につきましてはマッサージを

控えさせていただきます。また事前に妊娠している旨を

必ずお知らせいただきますようお願い申し上げます。

ご到着時間

施術10分前までにお越し下さい。
ご到着が遅れた場合は施術時間が短くなりますことを

ご了承ください。

その場合料金の変更はいたしかねますので

ご了承ください。

他のお客様へのご配慮
スパエリアは静寂とリラクゼーションの雰囲気を大切にし

ております。他のお客様のご迷惑になる行為、騒音など

はお控えいただきますようお願い申し上げます。また、
スパエリアでの携帯電話のご使用はご遠慮ください。

キャンセルポリシー

施術をキャンセルする場合は、50%のキャンセル料発生

を防ぐため、24時間前までにお知らせいただきますよう

お願い申し上げます。キャンセルのご連絡を
いただかなかつた場合は100%施術料を

いただきますことをご了承ください。

お子様

お強めのマッサージは控えさせていただきます。支払い

はご両親もしくは保護者の方のサインが必要です。

ポエクラスパ

営業時間 午前lQ30～午後7Ю0

スパの営業時間は

変更になる場合がございますことを
ご了承ください。

ご予約/お問い合わせ :214

壌̈

…
‐

、．ザ．」一・

騨[bh
一一―R E 5 01RTよ lヽ)ヽ

一


