Our body and mind massage gallery/心と身体のマッサージギャラリー
Moorea Lagoon Spa/モーレア ラグーン スパ
Our signature massage/ベーシックマッサージ
Moorea for ever

60 minutes

モーレアフォーエバー(深み)

90 minutes 120 minutes/Deep! 12 500 16 000 22 000

60分 12500 /

90分

16000

/

120分

22000

ポリネシアに古くから伝わる伝統的なマッサージで身体のラインに沿って大きな動きで美しく全身にマッサージを施していきま
す。手と指、および前腕を駆使してさらに呼吸を合わせたコンビネーションのマッサージです。ダンスのような連続したマッサ
ージは、まるでおおらかな大海原の波の動きのようで、全ての張りつめた緊張を解きほぐしてくれることでしょう。こちらのマ
ッサージには温かいバニラとティアレのモノイオイルがお勧めです。

Moorea volcanic

60 minutes 90 minutes 120 minutes/Relaxing! 14 500 18 000 24 000

モーレアボルカニック（くつろぎ）

60分

14500

/ 90分

18000

/ 120分

24000

優しい音楽が流れる暖かい部屋にゆったり横たわっているところを想像してください。温めたオイルを塗った火山石がやさしく
静かにあなたの背中の上に置かれていきます。とてもくつろいだ穏やかな気分で深呼吸をすれば、あなたのストレスは呼吸とと
もに溶けて消えてゆくことでしょう。 あなたはテラピストが手でマッサージしていると思うかもしれませんが、それは石のぬく
もりかもしれません。身体の芯まで温めることにより、凝り固まり緊張した筋肉をほぐし、意識の奥深くまでリラックスした瞑
想状態を感じられることでしょう。こちらのマッサージには香り高いバニラとカモミールのモノイオイルがお勧めです。

Anti JET LAG

30 minutes (half body) 60 minutes (full body)/Soothing! 7 500 14 500

アンティジェットラグ（やすらぎ）

30分(半身) 7500

/

60分(全身) 14500

全身を軽く揺すりながら優しくマッサージを施していきます。私達の身体の80％は水分であり、この方法は身体全体の水分を刺
激して癒していく効果があり、特にリンパなどの免疫系や背骨の凝りをほぐすのにとても安全で効果的な方法として支持されて
いています。また、このマッサージは長旅で疲れた体の各部位、頭痛や膝の痛み、身体の凝りなどを緩和する効果のある素晴ら
しいマッサージとして、究極の療法と言えるでしょう。こちらのマッサージにはオプヒ（ジンジャーフラワー）とイランイラン
のモノイオイルがお勧めです。

Hawaian Lomilomi
60 minutes 90 minutes 120 minutes/Energizing (Neck, back, shoulder) 14 500 18 000 24 000
ハワイアンロミロミ（活力）

(首、背中、肩)

60分

14500

/

90分

18000

/

120分

24000

このマッサージは肩、首、腕、頭皮、および顔のツボを刺激するために組合わせたマッサージで優しく深くリラックスできるト
リートメントとしてだけではなく、チャクラのバランスをとるための完璧なマッサージとしても用いられます。インド式ヘッド
マッサージは1000年以上の歴史を持つインドに古くから伝わるアーユルベーダに基づいています。マーマポイントと呼ばれる
ツボをリズミカルに刺激することで頑固なコリを優しくほぐしていきます。癒し、緩和し、満たし保護するため、これらは運動
の前または後にお勧めいたします。ハワイで経験を積んだ男性テラピストによる施術です。こちらのマッサージにはタヒチアン
ラベンダーとパイナップルのモノイオイルがお勧めです。

TOP AND TOE

60 minutes/Reflexology! 14 500

トップアンドトー（緩和） 60分

14500

こちらのマッサージは水泳の後やダイビングの後にお勧めです。身体に癒しと安らぎを与え、疲れを緩和するための手と足への
指圧療法マッサージです。この手足のツボマッサージは、手や足や耳を刺激することにより身体のあらゆる臓器器官や腺などの
刺激となるため、血行を良くしエネルギーを回復し、さらに増進することでしょう。こちらのマッサージにはタヒチの黒蝶貝の
エッセンスとサンダルウッドのモノイオイルがお勧めです。

Our Beauty room from A to Zen /
さらなる美しさを追求するためのトリートメント
モーレア島は南太平洋の沿岸地帯に位置し、ポリネシアの霊的に洗礼された文化、古い歴史を持つ島の一つです。
かつてより由緒ある癒しの場とされ、美の儀式などを行っていたこの島で、
モーレアラグーンスパは先祖伝来の洗練された経験を活かしたユニークなトリートメントを取り入れています。

«Dream Body Ritual» /

ドリームボディーリチュアル

マッサージの前に究極のココナッツラップトリートメントをどうぞ。良質のモーレア産ココナツミルクまたは
純度100％のパパイヤの皮と粒子の入ったスクラブを使って、角質を取除き毛穴の奥まできれいに洗い流します。
その後、タヒチで採れるタマヌオイルを使用した香り高い温かいオイルで全身をやさしく包み込んでいきます。
❧

まるで真珠のような、非常につややかな輝きのある肌がよみがえったところで、モノイオイルを惜しみなく使った
伝統的なポリネシアンマッサージを50分受けていただきます。緊張した凝りをほぐし
心も体もリラックスできることでしょう。
マッサージの後もしばらく全身からのよい香りをお楽しみいただけます。
❧

90 minutes - 24 000 xpf / 1 person

«Body to Body» Skin Ritual /

// 90 分 - 24 000 フラン/お一人様

ボディトゥボディ スキンリチュアル

有機栽培のエキゾチックなフルーツのスクラブを使って
優しくいたわりながら古いお肌の細胞や、角質を取り除いていきます。
ミックスしたスパイス、ジャスミン米、ハチミツ、ジンジャー、ゼリー状ココナツ、新鮮なココナツミルクなどを混ぜた
エッセンシャルオイルはお肌を浄化し弾力のあるお肌へと導く伝統的なスクラブで、
お米の粒子とアロマティックエッセンシャルオイルは毛穴の奥深くまできれいに洗い流してくれます。
❧

タヒチアンボルカニックホットストーンマッサージは美しさを引き立て、毒素を取り除きます。
日焼け前のお肌の下準備に最適です。
❧

120 minutes - 30 000 xpf / 1 person

// 120 分-30000 フラン/お一人様

«Nirvanesque» Black Pearl Facial / ニルバネスク

ブラックパールフェイシャル

癒す力や浄化体験のためのハンマーム療法は3000年も前からお肌の問題、治療のために用いられてきました。
厳しい審査を繰り返して作られた黒蝶貝のエッセンス入りフェイシャルマスクは
痛んだお肌の回復を助けながら保湿し、みずみずしく若返らせる効果があります。
皮膚の奥深くまできれいに浄化してくれる効果のあるトリートメントで、
Nuxe（*）による5つのステップを施すことで、目に見えて若々しく張りのあるお肌を取り戻せることでしょう。
❧

最後に20分のインド式頭皮のマッサージを行います。
❧

90 minutes - 24 000 xpf / 1 person

// 90 分-24000 フラン/お一人様

*Nuxe…ニュクスはフランスの自然派化粧品のブランド名です。

Ultimately Romantic rituals for couples/
ウルティメタリー

ロマンティック

リチュアル

カップル

マッサージ

ロマンスリチュアルはお客様のニーズに合わせたカップルのためのメニューです。
ジャグジーを組み合わせたロイヤルカップルスイートで至福の時をお過ごし下さい。

Royal couple suite

/

ロイヤルカップルスイート

«Crème de la crème» / クリーム デ ラ クリーム
バニラスキンスクラブ
❧

スパポリネシアンシンフォニー

４ハンドマッサージ

❧

ココナツムーススキンラップ
❧

フェイシャル Nuxe製

クレム マーベラス使用
❧

ティアレフラワーレイ、ハーブボトルシャンパンをジャクジーでお楽しみください
❧

200 minutes - 65000 xpf

Sandalwood suite

2 persons/200分-65000フラン/お二人様

/

サンダルウッド スイート

«Rêves de miel» /

レーブ ドゥ メール

スパポリネシアンシンフォニー

2ハンドマッサージ

❧

ココナツムーススキンラップ または

パイナップルスキンスクラブ

❧

ハーフボトルシャンパンをサンセットとともにお楽しみください
❧

120 minutes - 35 000 xpf / 2 persons

Specific Massages

120 分-35000 フラン/お二人様

特別マッサージ

THAI STYLE MASSAGE /タイ式マッサージ
90minutes -18000xpf
90分-18000フラン
SHIATSU /指圧風
90minutes -18000xpf
90分-18000フラン
PRENATAL MASSAGE /妊婦用
45minutes -12500xpf
45分-12500フラン
CHAIR MASSAGE /チェアーマッサージ
20minutes -5000xpf
２０分-５000フラン
MANICURE AND PEDICURE /マニュキュアとペディキュア
45minutes for each -10000xpf
各４５分-10000フラン
Either Manicure or Pedicure-6000xpf
どちらかの場合-6000フラン

Reservation, appointments and Etiquette / ご予約、その他のご案内
Spa Hours スパ営業時間
ご予約受付時間は毎日8時30分から19時、マッサージは11時から19時までです。いつでもお気軽にお越しください。お電話での
ご予約は内線1040または外線55.10.40までご連絡ください。

Check-in

チェックイン

ご予約当日はチェックインのお手続きやオイルの選択等のためご予約時間の5分程前までにお越しください。遅刻された場合、終了時間
は変わらないため遅れた分のトリートメント時間が短縮されますのでご注意ください。お身体のコンディションで気になる点等ございま
したらテラピストにお知らせください。

Cancellation Policy お取消しおよび変更
ご予約の変更は予約状況によります。当日の予約変更またはキャンセルは表示料金の50％を請求させていただきます。予約時間を超え
てからのキャンセルまたはお越しにならなかった場合は100％のキャンセル代を請求させていただきます。モーレアラグーンスパは日
常生活の雑踏から抜け出し、穏やで神聖な雰囲気をお楽しみいただく場所です。他のお客様の迷惑とならないよう、喫煙や携帯電話等電
子機器のご使用をご遠慮いただいております。全ての電源をオフにしていただきますようお願いいたします。またスパ内ではお静かにお
過ごしください。

Minors

未成年

スパのトリートメントを受けていただくのは18歳以上とさせていただきます。18歳未満の方でマニキュア、ペディキュアをご希望の方
は、保護者の承諾の署名及び同伴が必要となります。また8歳未満のお子様のフィットネスセンター、スパ及びサウナのご利用はお断り
いただきますのでご了承くださいませ。

Pregnant 妊娠中のお客様
原則妊娠6ヶ月未満のお客様はトリートメントを受けていただくことができません。お客様のご体調にもよりますので、妊娠中のお客様
は一言お声がけくださいませ。

Before treatment トリートメントを受ける前
トリートメント直前の大量のお酒の摂取はお控えください。また極端な空腹、満腹状態もできるだけ避けていただきますようお願いいた
します。体調が優れない場合はご遠慮なくテラピストにご相談ください。

Valuables

貴重品および料金

トリートメントをお楽しみいただく上で貴重品は室内金庫等に保管してお越しいただくことをお勧めします。紛失、盗難に関しましては、
ホテルおよびスパでは一切責任を負いかねますのでご了承ください。全ての表示価格はフレンチパシフィックフラン(税込)です。

内容や料金が予告なく変更になることがございますので予めご承知下さい。２０１２年 3 月１4 日現在。

