


 

 

 

ディスカバー

エクスプローラースパ
エクスプローラースパへようこそ

スパのシグネチャー・トリートメントによって、

クリエイティブな自己に活力を与えるとともに、

最初から最後まであなたを魅了して、

身体だけではなく精神と想像

力まで癒やして頂くことができます。

環境、トリートメント、そして人と繋がることで、

あなたの好奇心が幸せを見いだす場所です。

ご来店をお待ちしております。　



NAVIGATING 
YOUR

EXPERIENCE

 

ty 
y. 

y 

 

スパへの誘い

時間 / ディスカバリー
エクスプローラースパの雰囲気を感じて

いただくため、初めてお越しになる

場合には15分前にご来店ください。

服装
ご到着時に、エクスプローラースパでの

時間を通じてご着用いただけるローブを

ご用意しております。

トリートメント前の着替えのために、

プライバシーを尊重した更衣室をご用意

しております。

施術中は身体をリネンで覆い、完全に露

出させることはありません。

十分にご満喫頂くために、バスローブ・

履き物・使い捨て下着・タオルをご用意

しております。

リンス

マッサージまたはトリートメント前に、

シャワーで塩分・ミネラル・ケミカルを洗

い流して下さい。これらは、オイルやトリ

ートメント剤と混ざることで、毛穴の詰り

の原因となります。

会話
セラピストにはお気軽にお声かけ下さい。

施術前に、重点的なケアを希望する部位、

あるいは避け得るべき部位をお伝え下さい。

施術中に不快に感じられた場合には、セラピ

ストにお知らせください。

予約
トリートメントやセラピストに関するご要

望をかなえるため事前のご予約を

お勧めいたします。

気の向くままにお越し頂くことも喜んで承

ります、この場合は状況に応じてご対応

させて頂きます。

ご予約時には、主要クレジットカードと

電話番号をご用意下さい。

ご予約時間に遅れた場合 /
 予約の取消

ご変更や取消は4時間前までにご連絡ください。

ご連絡のない場合には、サービス料金の全額を

ご請求いたします。

スパでの経験を妨げることのないよう、 

エクスプローラースパ到着前に、

携帯電話の電源をお切りください。
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Signature Spa Experience スパで至福のひと時を

シグネチャートリートメント

ディスカバリーマッサージ

私たちのシグネチャーでもある「ディスカバリー

マッサージ」は、タイマッサージとアロマセラピ

ー、そしてリチュアルセラピーの異なる3つのテ

クニックを融合したものです。

レモングラスのホットオイルを使用して、お肌

への酸素や栄養素の流れを良くするマッサー

ジを行い、あらゆる緊張から解き放ちます。

チャクラ・アート

チャクラマッサージは無香料マッサージオイル

を使用して、閉じてしまったチャクラの周辺で、

時計回りに小さな円を描きます。リラクゼーシ

ョンと筋肉への血流を促し、痛みを和らげる最

新のマッサージ技術です。

フォーハンド・コレオグラフィ

リズミカルなテクニックによるシグネチャー・マ

ッサージです。音楽と光とアロマオイルが融合

し、全ての感覚に働きかけることで、お客様を

深いリラクゼーション状態へと導きます。

2名のセラピストによる素晴らしい動きが完璧

にシンクロします。

リミットレス・フェイシャル

セラピストが肌質に最適なクレンジングと保湿を

デザインします。

ストーンセラピーとリフティングマッサージ技術の

魅力を組み合わせました。流れるような背中のマ

ッサージから始まるマッサージは、みぞおちに置

いた温かくスムースな石によって、

そのリラクゼーション効果をより深めます。

ヨーロピアン・ボディラップ

食べることのできる成分で作られたリッチなフレ

ーバー・ボディラップが、お肌に自然の栄養素を

与えるとともに、あなたの内面に秘めたグルメな

部分を呼び起こします。

エッセンシャルオイルの繊細な香りと、天然由来

の角質除去作用によって、栄養と保湿成分の溢

れるボディへ導きます。

90 分 3,900++ バーツ

90 分 2,900++ バーツ

90 分 2,900++ バーツ

90 分 2,900++ バーツ

90 分 4,900++ バーツ



 

 

 
 
 

 

Signature Spa Experience

 

リラクゼーション
・マッサージ

世界から

タイマッサージ
60 90 120 分
古代よりタイに伝わる伝統的マッサージスタイ

ルです。

身体の深部組織とエネルギーラインに沿って

存在する圧点に働きかけるマッサージです。

これに筋肉のストレッチ技術が融合し、ストレ

スの軽減と筋肉の痛みの緩和を図り、緊張を

エネルギーや安らぎへと変えていきます。

アーユルヴェーダ
60 90 120 分
1000年の歴史を持つインドのリチュアルに基

づく、東洋の薬草を使ったホットオイルによるト

リートメントです。筋肉の緊張部位を特定して、

これに働きかけるマッサージを行い、エネルギ

ーや活力を取り戻します。

スウェーディッシュ・マッサージ
60 90 120 分
ストレスにさらされた身体、疲れ切ってしまった

心－頭頂からつま先まで、全身をしっかり解放

したいときの特効薬です。リラクゼーション効

果のあるアロマオイルを使用して、深部組織

に働きかけるマッサージと、優しいマッサージ

を組み合わせました。

バリネーゼ・マッサージ
60 90 120 分
バリのリチュアルに基づくトリートメントと、

タイマッサージの伝統的なやさしく引っ張る動

きや、全身の圧点に深く働きかけるスムース

な動きを組み合わせました。あなたの身体は

短時間のうちに解き放たれ、エネルギーを取り

戻すことでしょう。

アロマセラピー・マッサージ

お好みのエッセンシャルオイル・ブレンド

による、テクニックのすべてを集めたマッサ

ージです。流れるような動きでマインド・ボディ

・ソウルを結びながら、身体と感覚を深いリラ

クゼーション状態へと優しく導きます。

ストーン・セラピー

温めた表面のスムースな石を使用するマッサ

ージです。身体の特定の部位に、ホットストー

ンを添わせたり置いたりすることで、身体の奥

底から温めることができます。

このユニークなマッサージでは特別な石を使

用するとともに、特別なテクニックで身体エネ

ルギーと精神バランスの調和をはかります。

ヘッド・マッサージ

経験豊富なセラピストによる、頭部・首・肩の

筋肉の痛みを和らげるためのマッサージです

。オイルを使用せずに、血流の改善と、エネル

ギーの流れを向上することによって、総合的な

ウェルビーイングと健康な状態に導きます。

リラクシング・フット・マッサージ

贅沢なフット・トリートメントで、

忘れがちな部位に安らぎを届けましょう。

まず、温かいフットバスからスタートします。

リフレッシュ・ミストを使用するトリートメントで、

より深いリラクゼーションに導くとともに、腫れ

てしまった脚を労ります。そして、自分への自

信を取り戻し、内面の安らぎへと誘います。

スパで至福のひと時を

1,900/2,500++/2,900++ バーツ

2,200/2,900++/3,500++ バーツ

2,200/2,900++/3,500++ バーツ

2,200/2,900++/3,500++ バーツ

 60 90 120 分 2,200/2,900++/3,500++ バーツ

 60 90 120 分 2,200/2,900++/3,500++ バーツ

 60 90 分 1,900++/2,500++ バーツ

 60 90 分 1,900++/2,500++ バーツ



 

  

Signature Spa Experience

フェイシャル
・トリートメント

ホワイト・ルミネーション
60 分
輝きを取り戻し、シミを軽減します。

フィトメールは、ブライトニング・ラジアンス・

トリートメントを開発しました。

クレンジングと角質除去を取り入れた、

完成されたトリートメントが「新しい肌」効果を

促します。

アンチリンクル
60 分
お肌表面やシワの改善によってフェイシャル

の再生を目指す、非常に効果的なトリートメン

トのカギとなるステップです。

特別な高濃度素材と、ハイテク技術によるス

ムージング＆ファーミングマスクの組み合わせ

によって、お肌の再生を促進します。

若さを取り戻し、シワが減少するとともに、

お肌のゆらぎを改善して、輝きが増します。

アイ・パーフェクション
45 分
輝く美しい目のために効果的な、リラクゼーシ

ョン・トリートメントです。眼の周りに対象を絞っ

て、効果とトータルリラクゼーションを追求した

、専用トリートメントを使用します。

眼の周り専用の活性化マッサージを組み合わ

せています。

眼の周りをスムースに再活性化してすっきりを

感じていただけます。

男性用

クラシカル・オム・フェイシャル
60 分
全ての肌タイプに最適バランスの高保湿トリー

トメントです。

非常に繊細なテクスチャーのシグネチャー・プ

ロダクトと、リラクゼーション・マッサージを組み

合わせました。お肌に潤いと心地よさを与え、

すぐに自然のリフレッシュを実感頂けます。

女性用

       ハイドラ・ブルー 
  
お肌を潤いで満たすとともに、モイスチャーとリ

ラクゼーションの完璧なバランスが効果的に

働きかけます。非常に繊細なテクスチャーのシ

グネチャー・プロダクトと、リラクゼーション・マ

ッサージを組み合わせました。コンビネーショ

ン・スキンに潤いと心地よさを与え、すぐに自

然のリフレッシュを実感頂けます。

        マリン・ブリーズ  
  

海辺を散歩しているかのようなトリートメント

で、お肌が本当の呼吸をして酸素を取り込み

ます。テカリやシミを改善します。輝きと、さっ

ぱり純粋なお肌を取り戻します。このリラックス

・トリートメントは、オイリースキンや毛穴の詰

りに最適です。

     ドゥスール・マリン  
  

敏感肌や赤みの気になる肌をやさしく包み込

みます。鎮静効果と理想的な保湿成分で肌を

保護します。顔に光を生み出します。とてもや

さしく心地よいこのトリートメントでは、とろける

バイオジェルと濃厚なクリーミーマスクで肌を

整えます。

スパで至福のひと時を

2,900++ バーツ

2,900++ バーツ

3,500++ バーツ

3,500++ バーツ

 60 分 3,500++ バーツ

 60 分 3,500++ バーツ

 60 分 3,500++ バーツ
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Signature Spa Experience

フィトメール
ボディトリートメント

タイマッサージ
60 90 120 分
古代よりタイに伝わる伝統的マッサージスタイ

ルです。

身体の深部組織とエネルギーラインに沿って

存在する圧点に働きかけるマッサージです。

これに筋肉のストレッチ技術が融合し、ストレ

スの軽減と筋肉の痛みの緩和を図り、緊張を

エネルギーや安らぎへと変えていきます。

アーユルヴェーダ
60 90 120 分
1000年の歴史を持つインドのリチュアルに基

づく、東洋の薬草を使ったホットオイルによるト

リートメントです。筋肉の緊張部位を特定して、

これに働きかけるマッサージを行い、エネルギ

ーや活力を取り戻します。

スウェーディッシュ・マッサージ
60 90 120 分
ストレスにさらされた身体、疲れ切ってしまった

心－頭頂からつま先まで、全身をしっかり解放

したいときの特効薬です。リラクゼーション効

果のあるアロマオイルを使用して、深部組織

に働きかけるマッサージと、優しいマッサージ

を組み合わせました。

バリネーゼ・マッサージ
60 90 120 分
バリのリチュアルに基づくトリートメントと、

タイマッサージの伝統的なやさしく引っ張る動

きや、全身の圧点に深く働きかけるスムース

な動きを組み合わせました。あなたの身体は

短時間のうちに解き放たれ、エネルギーを取り

戻すことでしょう。

レッグ・リバイバル

お疲れの脚に快適さと癒しを与えるためのトリー

トメントです。角質除去で美しさを取り戻し、排出

促進リフレッシングジェルでラップして後に、ドレ

ナージュ・マッサージを行い軽さと解放感を実現

します。

バック・デトックス

緊張で凝り固まった背中に。デトックス効果のあ

るタラソテラピー・プロダクツによるディープクレン

ジングと、背中・頭皮・足のスーパーリラックスマ

ッサージの組み合わせによるトリートメントです。

リラクゼーションと清らかなお肌をお約束します。

オリゴメール スパ

深いリラクゼーションへ誘い、エネルギーを取り

戻すホリスティックの旅。脱ミネラル化と栄養付与

を経た伝説的な原材料から作られたオリゴメール

®による、古い角質を除去する効果とマッサージ

を組み合わせたトリートメントで角質除去とマッサ

ージで、ここでしか味わうことのできない多感覚

体験を経験いただけます。

モルフォ・デザイナー 
90 分
完璧なボディラインを目指す革新的なボディト

リートメントです。ボディシェイプ・肌の弾力・肌

質改善の3種の主要エステティック・アクション

をひとつにしました。統合的な美を経験いただ

けます。

マリン・ボディ・ラップ
90 分
効果の高いマリンボディラップでは、完全なボ

ディマッサージを組み合わせ、毒素を排出し、

脂肪を破壊し、肌組織を再活性化します。

評価の高いエステティック技術である「ヒートラ

ッピング」によるトリートメントです。

ザ・ゴルファー
120 分
スポーツマッサージから始まる、ゴルファーの

ためのトリートメント。

強い紫外線対策には、深部まで潤いを届ける

フェイシャルマスクがお勧めです。また、脚の

血流改善に注目したシューティング・マッサー

ジによって、快適さと疲れからの解放をはかり

ます。

スパで至福のひと時を

5,200++ バーツ

3,500++ バーツ

3,500++ バーツ

  90 分 3,500++ バーツ

  90 分 3,500++ バーツ

  90 分 3,500++ バーツ



 

 

 

    

 

Signature Spa Experience

ボディ・スクラブ

エクスプローラースパ・
パッケージ

レモングラス

米ぬか、ソルビタンオリベート、レモングラスと

ラベンダーのエッセンシャルオイルの天然エキ

スを配合した天然由来スクラブです。肌に水分

を補給し、フリーラジカルや肌のトーンダウン

に対処して、肌のコンディションを改善します。

オリエンタルハーブ

サンフラワーオイル、オリーブオイル、ココナッ

ツオイル、ローズウッドオイル、モロッカンアル

ガンオイルから特別に作られた天然の有効成

分で、肌をシルクのようになめらかにします。

ジャスミン

トウモロコシの軸やレッドライスパウダーから

抽出された、天然由来のマイルドスクラブで角

質を除去します。繊細な肌に栄養を与え、鎮

静効果のあるマシュマロオイルとセンテラエキ

スで、なめらかで輝く肌を取り戻します。

トロピカル・ウッド

天然植物エキスとシーソルト、挽いたアラビカ

コーヒー豆、ライスバーンオイル、シアバターを

混ぜ合わせ、肌をやわらかくする天然スクラブ

に加えました。肌を乾燥させることなく、保湿と

角質除去を促します。

セレニティ・オーロラ
120 分
オリエンタルハーブのボディスクラブと全身ア

ロマセラピーマッサージを満喫しましょう。

バランス、落ち着き、リラクゼーション、若々し

さを実感いただけます。

心と体、魂を健康的なバランスに導きます。

ザ・アルティメイト・リトリート
180 分
トロピカルウッドとコーヒーのボディスクラブは

、肌を満足させる最高の組み合わせです。

デトックス効果のあるボディラップで保湿し、

肌になめらさとハリを与えます。

アロマセラピー・マッサージオイルで緊張か

ら解き放ちます。

肌に若さ、やわらかさ、明るさを取り戻し、

新しい輝きを放ちます。

ディスカバリー・エクスプレッション
240 分
お好みのボディスクラブ、たっぷりのアロマオ

イルによる清々しさをお届けするトリートメント

です。マッサージで緊張から解放された後に

は、お好みのスパ料理をお召し上がり下さい。

ザ・アルティメイト・リトリートは、フェイシャルト

リートメントと、背中と頭のマッサージで締めく

くり、身体のエネルギーと心のバランスを調和

します。

スパで至福のひと時を

8,500++ バーツ

5,200++ バーツ

 4,500++ バーツ

 60 分 2,500++ バーツ

 60 分 2,500++ バーツ

 60 分 2,500++ バーツ

 60 分 2,500++ バーツ



ディスカバリ
会いに行く


