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Tavai Spa LE TaHa’a

ポリネシアの文化において、
マッサージは伝統的な医療治療の役目も
果たしており、心身共に理想的な状態を
維持する効果があります。

伝統の癒しのタッチ...
ココナッツオイルに花や植物の香りがブレンドされた
タヒチのモノイオイル。お好みの香りのモノイオイルをご選択頂きます。 

THE CLaSSiC / クラシック

Polynesian Relaxing
ポリネシアンリラックス 
貴方の体内バランスを再発見。
ポリネシアンの技術により心と身体の
バランスを整えるマッサージ。
現地語でTaurumi（マッサージアート）
身体と心を気持ち良くときほごす。
足から頭までの長いマッサージにより、
体内に海の波にも似た流動感を
もたらします。

30 分  10.000 xfp
50 分  15.000 xfp
80 分  20.000 xfp

Polynesian DeeP Tissue
ポリネシアンディープティシュ 
ポリネシアンの祖先古代以来
強烈な圧力のマッサージは、
健康と癒やしを促進する伝統的技法
として受け継がれております。
この長めで強めの指圧を組み合わせた
マッサージは筋肉の緊張をときほぐし、
心身の再活性化を促します。 

30 分  11.000 xfp 
50 分  16.000 xfp
80 分  21.000 xfp



THE CLaSSiC 

ClassiC Massage 
クラシックマッサージ
手の平の圧力による優しいながらも
深い全身マッサージ。リンパ液を排出し
新陳代謝を促します。安らぎと静かな楽園にて
心も身体も完全に癒やされます。

50 分  14.500 xfp 
80 分  19.000 xfp

FaCial TReaTMenT 
フェイシャル（美顔）
黒真珠配合トリートメント剤使用の
贅沢なフェイスマスク。リラクゼーションと
ミネラル成分補給により、肌の精製と活性化
を促し顔色の明るさと艶を取り戻します

50 分 14.000 xfp



THE SuggESTEd / ご推奨
深いリラックスのための80分...

特定のマッサージ技法を組み合わせた80分トリートメント
至福の体験に導く全身癒しのトリートメントをお奨めいたします。

HyDRoTHeRaPy & 
Polynesian Relaxing/
水療法＆ポリネシアンリラックス

BaCk FeeT & HeaD 
背中　足＆頭部

 
Spa内のラグーンを眺めながら　　　　　　　　　
温水ジャグジーに浸かり　　　　　　　　　　　
深くリラックス。　　　　　　　　　　　　　　　
この水療法により貴方の身体と心は整えられ、　　
次に行うポリネシアンリラックスマッサージ　　　
の効果をより一層高めます。

80 分  25.000 xfp

足の裏のツボの刺激から開始し、　　　　　
背中、首と頭蓋で完了する
全後身マッサージ。
後身をマッサージすることにより　　　　　
全身にも良い効果をもたらす相互関連を
考慮した特別な技法です。

80分 21.000 xfp

Polynesian Relaxing 
& legs anD FeeT  ReFlexology 
ポリネシアンリラックス＆脚と足のマッサージ

HoT sTone 

ホットストーン

脚と足のマッサージから開始し、
貴方のエネルギーレベルを刺激します。
このマッサージは、エネルギーを高め
身体が活性化する前に、貴方を深い　　　　　　　
リラックスの世界に誘います。
長旅の後に最適なトリートメントです。

80分 20.000 xfp

タハアの滑らかな黒火山石を
使用する熱療法。
この高級マッサージは
純粋なモノイオイルと熱の浸透の
組合わせにより、筋肉に圧力を加えずに
緊張を解きほごします。

80分 22.000 xfp



le TaVai Royal TReaTMenT 
タヴァイ
ロイヤルトリートメント
水療法
頭部と足のマッサージ
ボデイマッサージ＆美顔

楽園ポリネシアでの夢の体験。　　　　　　　　　　　
温水ジャグジーに浸かり、体と心を
リラックス。ポリネシアン産原料の　　　　　　　　　
トリートメント剤を使用の頭部と足の　　　　　　　　
リフレクソロジーマッサージで深い　　　　　　　　　
リラクゼーションに心酔。ポリネシアン　　　　　　　　
リラックスボデイマッサージと丁寧な　　　　　　　　
浄化美顔トリートメントにより見違える　　　　　　　
ほど美しくなることでしょう。
2時間20分 38.000 xfp

楽園ポリネシア。
ル·スパのトリートメントによる　　　　　　　　　
身体と心の究極のリラクゼーションは、　　　　　　
忘れられない体験となることでしょう。

Vanilla DReaM / ヴァニラドリーム
ジャグジー ,頭部＆ポリネシアンマッサージ

真のタハア産有機ヴァニラの芳香に
包まれるトリートメント。　　　　　　　　　　　　
温かいココナッツミルクフットバスから
開始し、プライべートジャグジーにて
安らぎの時間に陶酔。
ヴァニラ香油による髪のトリートメントと
頭部マッサージ後、ヴァニラモノイオイル
による50分のポリネシアンリラックス
ボデイマッサージ。
ヴァニラ芳香の効能リラックス効果で、
心と身体を解きほぐします。

1時間35 分 27.000 xfp

Polynesian BeauTy 
ポリネシアンビューティ 
ジャグジー,　
身体の角質除去,
ボデイマッサージ＆美顔

セラピストの手が触れる事により、
貴方の美しさと真の癒し力が磨かれます。
このトリートメントは足の浄化から開始し、
身体の浄化、角質除去トリートメントと
続きます。純粋で寛大なポリネシアン
リラックスボデイマッサージは貴方を
リラックス状態に導きます。
黒真珠とミネラル成分配合のマスクによる
全美顔トリートメントにより、                                                   
貴方の顔色は若 し々く蘇ります。

2時間20分  34.000 xfp

LE TaHa’a RiTuaLS
ルタハアスタイル



aFTeR sun TReaTMenT 
日焼けの後のトリートメント 

タマヌオイルの若返りと癒しの効果を
貴方の肌でお試し下さい。
日焼けした肌の炎症の鎮静効果を高める為　　　
このトリートメントでは、　　　　　　　　　　　
爽やかなアロエヴェラジェルも併用します。
50 分 16.000cfp

THe TaManu oil 
タマヌオイル

100％ポリネシア産。
自然の恩恵タマヌ。
タマヌは現地の言葉ではATI
と呼ばれフランス領ポリネシアの
中で最も神聖な木の一種です。
この威厳ある木をルタハアリゾートの
庭園内で見つけてみて下さい。
季節によりますが、直径１インチの
緑のタマヌの実を頻繁に見る事が
出来ます。無農薬で完全有機である
この強力な樹木タマヌには様々な
効用があります。
古代から人々の肌を癒やし続けている
万能治療薬タマヌ。　　　　　　　　　　　
その素晴らしい効用を貴方自身の肌で
お確かめ下さい。

タマヌの効用
肌の再生の促進　　　　　　　　　　　　
日焼けの鎮静　　　　　　　　　　　　　
虫刺され後の肌の還元　　　　　　　　　
肌へのうるおい効果
筋肉や関節の痛みの緩和　　　　　　　　
アンチエイジング　　　　　　　　　　　　
炎症防止

ご案内 

トリートメントの予約:
スパのご予約、お問合せはアクテビティデスク
内線8427にご連絡下さい。全トリートメントは、　
当スパのスケジュール可能枠内で施術させて　　
いただきます。装飾品や貴重品は、お部屋の　　　
金庫の中にお預け頂き、スパにはご持参されない　
ようお願いいたします。

ご到着時:
マッサージ施術時間を最長限にご満喫頂く為、
スパにはトリートメント開始５分前には
ご到着下さいますよう、又　使用するオイル
効果を最大限にお楽しみ頂く為に、事前に　　
お部屋でシャワーを浴びられてから、　　　　
スパに来られる事をお勧め致します。
遅刻の際の延長は出来ず施術時間は短縮となります。

健康状態:
皆様の健康状態、妊娠、アレルギー、　　　　　　　
最近使用している医薬品。
トリートメントに影響するような怪我など
ございましたら、事前にお報せ下さい。
妊娠３ヶ月以内の女性の身体の施術は　　　　　　
ご遠慮させて頂きます旨ご了承下さい。

予約のキャンセル:
施術開始時刻の２４時間以前の
予約キャンセルはキャンセル料金課金無し。
予約日当日、連絡の上の予約キャンセルは５０％、　　
予約日当日、連絡無しの予約キャンセルは全額を　　
キャンセル料として課金させていただきます旨　
ご留意下さい。
スパ
営業時間　午前10時30分～午後6時00分
予約連絡先
Tavai スパ　（午前9時30分／午後3時00分） : 84 16
アクティビティデスク　（午前8時00分／午後8時00分） : 
84 27
E-mail: activites@letahaa.com  



                                      営業時間　午前10時30分～午後6時00分　　　　　　　　　　　

                                                         予約連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                       Tavai スパ受付　（午前9時30分／午後3時00分）: 84 16　　　　　　　　　

アクティビティデスク　（午前8時00分／午後8時00分） : 84 27　

        リゾート: (+689) 40 608 400　　　

                       e-mail: activites@letahaa.com 　　　　　　　　

料金はXPF、13％税込み金額表示。

www.letahaa.com 

詳細＆ご予約　
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