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ホリスティック テクニック 

 

Yoga ヨガ 

ヴァルア ポリネシアン スパ で行っているヨガは伝統的なハ

タヨガをベースに、お客様それぞれのニーズにあわせた内容

となっております。真の「アートオブリビング」とされるこ

のフィジカル、またスピリチュアルなエクササイズを通して、

ボディ、マインド、スピリットを調和します。さらにこの身

体的、精神的に働きかけるエクササイズは筋肉をリラックス

させ、心を開放するのに役立ちます。柔軟性を高め、練習を

続けることで優れた健康状態を保つことができます。 

 

Pranayama プラナヤーマ  

今日、生活上のストレスや心身の緊張は私たちの呼吸方法に

深く影響します。プラナヤーマは文字通りプラーナ（生命

力）の増大を意味します。数多くあるプラナヤーマのテクニ

ックは意識的な正しい呼吸法を取り戻し、留まったエネルギーの流れを整え、活力、リラクゼーションの向上

に役立ちます。 

 

当スパでは、ハタヨガ、プラナヤーマ、メディテーション（瞑想）のプライベートセッションを 

お一人様、カップル、また小グループ向けに、提供しております。 

セッション直前には食事を取らないよう、またリラックスした服装でお越しいただくことをお勧めいたします。 

 

1 時間のプライベートセッション 

お一人様 - 15500 cfp 

一名追加 - 5500 cfp 
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ファレマヌ エクスペリエンス 
  

地上から６ｍの梢の頂上に位置するファレマヌ、ま

たの名を「鳥の巣」は、まるで繭玉のように天国と

地上との間に位置しております。 

 

息を呑むような景色が見渡せる、この伝説に出てく

るようなスイートルームにて未知の体験を、そして

比類のないくつろぎのひとときをカップルで共有し

、空へと翼をはためかせていく… 

 

この体験はパノラミックビューの典雅な空間でのリ

ラクゼーションから始まります。その後、ポリネシ

アンの純粋な伝統行為のひとつ、女王の「神聖浴」

が、美しさと心身の満足感を目指したトリートメン

トの序奏となります。 

 

トリートメントはお客様のニーズに応じてオーダー

メイドでお選びいただくことも、またメニュー内のエクスペリエンスから自由に組み合わせていただくことも

可能です。 

 

類い稀なる空間に位置するファレマヌでは、 

一生心に残るような、素晴らしい経験を保証します。 

 

 

3 時間 - 125000 cfp 2 名様



 

 

your stay at the Spa 

スパで楽しむ、あなたの滞在 

お客様のご滞在中、各ヴィラ１泊につき、50分のトリートメント 1 回が含まれております。メニューは以下よりお選びいただけます。 

taurumi* タウルミ 

セラピーだけでなく、スピリチュアルな効果をも持つこのタウルミマッサージは、身体と精神との調和によりよく働きかけ

ます。ポリネシアの伝統を継承したこの多種性芸術は、身体へのやさしいタッチとペトリサージュにより組み合わされた施

術により、魂へ深い癒しを与えてくれます。体内のハーモニーバランスを保ち、回復することに大きく役立ちます。 
 

facial care* フェイシャル ケア 

アルゴテルムが開発し出会った、海の偉大なるパワーと海からの天然の恵み。特別でありながら、基本に忠実なフェイシャ

ルトリートメントを通してその効果を最大限に利用し、あなたのお肌から自然なつやと美しさを引き出します。 

 

head to toe scrub* ボディスクラブ ”ヘッドトゥトゥ” 

すべてのボディトリートメントの序奏として、このトリートメントでは古い角質を取除き肌の再生力を高め、スペシャルケ

アのために肌を整えます。頭先から足先までのボディスクラブの間、トロピカルな香りに身を任せリラックスしましょう。 
 

oriental blend* オリエンタル ブレンド 

様々な東洋のテクニックを組合わせたこのマッサージは、特定のエネルギーポイントを刺激することにより、乱れたエネル

ギーの流れを本来持ったものへと改善します。この技法によりパーフェクトなエネルギーバランスへと整え、 

深くハーモニーバランスの取れたセンセーションへと導きます。 
 

* 50 分 - 17000 cfp / 80 分 - 23000 cfp 

 

ご滞在中に含まれているトリートメントは、ビューティケアまたはエクスペリエンスのメニューと組み合わせていただくことも可能です。 

 

experiences エクスペリエンス－100 分 

さらに遠くへの旅…幸福のため、リラクゼーションのため、または新しい体験のための４つのエクスペリエンスを 

お一人様、カップル、どちらの方にでもお楽しみいただけます： 

 

チルアウト イン テティアロア、マリン エクスペリエンス バイ アルゴテルム、オリエンタル エクスペリエンス、ヴァルア 

マナ シグネイチャー エクスペリエンス 

コンビネーショントリートメントと共にリラックスし完全なる解放を。 



 

experiences 

エクスペリエンス   

 

chill out in Tetiaroa 

チルアウト イン テティアロア 

パパイヤの優れた天然成分を生かしあなたのお肌をまるでビロードのようになめらかに柔らかに整え、今まで味わったこと

のない体験をさせてくれるでしょう。食べたくなるほど自然でおいしそうな香りが漂うなめらかなマッサージオイルが、パ

パイヤのスクラブ、フェイシャルマッサージと共にやさしく、また力強いセンセーションをもたらしてくれます。お肌はと

てもよい香りに包まれ、水分を含んだふっくら肌に。あなたを深いリラゼーションへと導きます。 
 

marine experience by Algotherm 

マリン エクスペリエンス by Algotherm 

類を見ない海の恵み成分からインスパイアを受け、アルゴテルム シグネチャー マリンエクスペリエンスではこの海洋性ミ

ネラルの成分が、お客様をやさしくつつみこみます。タヒチ産のブラックサンドのスクラブにて肌を整えたのち全身への 

ビューティーマスク、肌再生を促すフェイシャルトリートメントが真のリラックスタイムを完璧なものにしてくれます。 

 

oriental experience 

オリエンタル エクスペリエンス 

ボディ、マインド、ソウルを明るく輝かせるようデザインされたこのオリエンタル エクスペリエンスでは、リフレッシュ

感とエネルギーに満ちたフィーリングを与えてくれることでしょう。とろけるようなタヒチ産ハニーでのオリエンタルマッ

サージ、のちにフットリフレクソロジー、そしてフェイシャルマッサージもしくはヘッドリフレクソロジーのどちらかをお

選びいただけます。肌になめらかさと潤いを与え、新しい肌の再生を促してくれるタヒチ産ハニーは、夢のような香りと 

テクスチャーの甘美な喜び、そしてその特性豊かでパワフルな効能と結びつき至福の時間をもたらします。 

 

varua mana signature experience 

ヴァルア マナ シグネチャー エクスペリエンス 

自然の豊かさと調和したユニークな体験は、美しさと内面からの平和を取り戻します。保湿効果のあるタマヌオイルでのボ

ディスクラブからはじまり、深いリラックス効果のあるポリネシアンマッサージにはエクストラバージンココナッツオイル

を用い、お肌がやさしく香ります。「数え切れないほどの長所を持つ聖なるオイル」と呼ばれるタマヌオイルの効能が 

低温圧搾法にて搾取したココナッツオイルと共に肌をディープクレンジング。肌をやわらかく、なめらかにします。 

 

100 分 - 34000 cfp 



 

 

 

Algotherm facial care 

 

ALGOECLAT facial care アルゴエクラ フェイシャルケア 45 分 15500 cfp 

 

このカスタムメイドのビューティートリートメントは肌に柔らかさと自然な輝きを取り戻します。アルゴテルムの数あるフ

ェイシャルトリートメントの中でも『体験コース』にあたるこのトリートメントは肌を活性化し、明るく元気にします。 

 

Youth vitamin care - ユース ビタミンケア 

この活性トリートメントは、肌にさらになめらかさを与えつるつるに、また必須栄養を濃縮した『肌カクテル』が弾力を取

り戻しよりよい肌状態へと再生します。活力の一杯は肌を清らかにやわらかく、フレッシュにします。 

 

Reviving source care  - リヴァイヴィング ソースケア 

特に乾燥した肌、疲れきって活力のない肌のために作られた、肌への真の「保湿バス」。最高のテクニックを取り入れたマ

ッサージにより肌に元気さを与えます。あなたの肌は目に見えてふっくら保湿され、明るさ、肌の色艶が取り戻されます。 

 

Purifying exfoliating care - ピュリファイング エクスフォリエーティングケア 

部分的にオイリーな混合肌の方へ最適なトリートメント、水分バランスを整えます。さっぱり、健康的でマットな肌へ。 

上品な肌テクスチャーへと整います。 



 

 

ALGOINTENSE facial care アルゴインテンス フェイシャルケア 55 分     18000 cfp 
 

美容のエクスパートと誇り高きラインアップの効果的な製品がコラボするアルゴインテンスフェイシャルケアは、確かな効

果と癒しの時間を約束します。肌タイプ、肌の悩みに合わせて使用する特別セラムが、カスタムメイドのビューティーケア

を更なる上質のものへと完成させます。 
 

Youth expertise care - ユース エクスパータイズ ケア 

たるみ対策、リフトアップを目指したアンチエイジングケア。活力がなく弱くなった表皮のバランスをととのえ、早期のし

わを小さくします。リフティングマッサージは肌をなめらかに、輝きのある色艶の整った肌へと導きます。 

 

Perfect complexion revolution care - パーフェクト コンプレクション レボルーション ケア 

明るく、透明感のある肌を取り戻すために開発されたこのケアは、肌深くで眠ってしまったその輝きを瞬時に覚醒させます

。色素沈着でくすんだ肌が明るく、調和のとれた肌色へ。 

 

Moisturizing replumping care - モイスチャライジング リプランピング ケア 

深い保湿ケアを主とした、渇いた肌に最適なトリートメント。水分を与えることで肌を柔らかく、肌が活性化、肌本来のキ

ラキラした輝きと肌活力を取り戻します。 

 

Balancing matifying care - バランシング マティファイング ケア 

混合肌、オイリースキンに特化したケア。バランスをととのえ、マットな肌に、肌色を均一にします。 

 

Detoxifying oxygenating care - デトキシファイング オキシジェネイティング ケア 

肌呼吸が窒息し、くすんでぼやけた印象の肌色のお肌に、このリヴァイタライジングケアは自然の輝きとつやを与えてくれ

ます。正常な肌呼吸を取り戻し、若々しい肌つやへ。 

 

Anti-redness soothing care - アンチレッドネス スーシング ケア 

敏感肌、トラブルの起こりやすい弱い肌への鎮静ケア。自然の表皮バリアのバランスを修復します。肌の赤みをおさえ、肌

のトーンを均一にします。 

 

ALGOPERFORMANCE facial care アルゴパフォーマンス フェイシャルケア 

 85 分 23000 cfp 

あなたの肌のために特別にカスタマイズした、熟練された最高のフェイシャルケアをお試しください。アルゴパフォーマン

スケアは肌の再生に細胞レベルで働きかける、その素晴らしい技術を利用したプログラムを駆使し、あなたの顔に自然の美

しさを与えてくれます。 
 

Firming & lifting anti-wrinkle metamorphosis care - ファーミング ＆ リフティング アンチリンクル メタモルフォーシス ケア 

肌状態に応じてカスタマイズされたトリートメントを通して、4 つの海藻成分のアクティブパワーが、あなたの顔に若さと

美しさを与えてくれます。しわ、または肌のたるみにフォーカスし、このエネルギーを与えてくれる細胞ケアは目に見えて

顔のシェイプが整い、肌に活力活性化システムを注入します。肌が柔らかく引き締まり、しわが小さく、トリートメント前

とは比較にならないほど。生またての赤ちゃんのような、やわらかく、ビロードのようななめらかな肌を取り戻します。 
 

Anti-dark spots revolution care - アンチダークスポット レボリューションケア 

海藻と白百合の相乗効果が、肌のつや輝き、完璧な肌状態を取り戻します。このトリートメントを通して、乱れた肌呼吸が

修復されます。しみやシワが目に見えて改善され、肌つやが明るくなります。 



 

 

 

 
 

massages of the world 

 

volcanic stone massage ホットストーンマッサージ 

 80 分 23000 cfp 

 

オイルマッサージのテクニックに合わせ、温かい火山岩をエネルギーポイントにのせていきます。この施術は疲労回復の効

果だけではなく、新しい域の深いリラクゼーションと心身の満足感を体験できるでしょう。 
 

Thaï massage タイマッサージ 60 分 21000 cfp 

 90 分 28000 cfp 

 

床に敷いた布団の上で、オイルを用いずに施すマッサージ。タイマッサージでは頭からつま先まで、強めの圧と柔らかなタ

ッチを交互に用い、各場所の疲れをほぐし全身の筋肉を整えます。「セン」と呼ばれるエネルギーラインを正常な状態にし、

心と感情を解き放ちます。リラックスした服装でお越しください。 
 

rima rima リマリマ 50 分 34000 cfp 

 

フォーハンドマッサージにて、他では体験できないような深く沈み込みゆくひとときを。パーフェクトに協奏を奏でる４本

の手技がボディに働きかけ、最高にリラックスした状態を与えてくれることでしょう。 
 

reflexology リフレクソロジー 

 

数千年に渡り行われてきた、反射区のツボにフォーカスするこのハンドセラピーでは、特定の場所へ圧をあたえることで、

エネルギーの流れを正常な状態に整え、全身のコリやストレスをほぐします。 

スカルプリフレクソロジー フットリフレクソロジー 

25 分 - 9900 cfp 40 分 – 14000 cfp 



 

classics クラシック 

 

Hydrating and relaxing leg and foot care 

ハイドレーティング＆リラクシング レッグ＆フットケア 60 分 19000 cfp 

 

円を描くようなマッサージテクニックとブラックサンドでのボディスクラブを取入れたこのトリートメントを通して、あなたの脚と足に爽

快感と軽快感を与えます。この体験は古い角質を除去し潤いを与える効果のある温かいパラフィンマスクと、また反対に冷たいフレッシュ

感が疲れた脚を軽くするトニックローションの温冷効果センセーションにて完成されます。 
 

hand or foot care ハンド or フットケア 60 分 13500 cfp 

 

ハンド、もしくはフットへのビューティーケアとネイルケア。このリラックストリートメントはハンド、もしくはフットの角質をきれいに

し、保湿、その後はネイルのポリッシュ、シェイピングへと続きます。 
 

polish change ネイルカラーリング 20 分   4000 cfp 

french add  on フレンチマニキュア 追加料金 10 分   3000 cfp 

paraffin add on パラフィンマスク 追加料金 20 分   4000 cfp 
 

waxing ワックス脱毛 

Lip or chin or eyebrows 鼻下 or あご or 眉毛 10 分   3000 cfp 

Underarms ワキ 15 分   4000 cfp 

Bikini or arms ビキニ or 腕 20 分   4500 cfp 

Brazilian ブラジリアン 35 分   7000 cfp 

Half legs ひざ下 25 分   5000 cfp 

Full legs 脚全体 40 分   9000 cfp 

Half legs / underarms / bikini ひざ下/ワキ/ビキニ 55 分 13000 cfp 

Full legs / underarms / bikini 脚全体/ワキ/ビキニ 70 分 16000 cfp 

Back or chest 背中 or 胸 30 分   6000 cfp 

 

tamarii Spa* タマリィスパ 

 

8-12 歳のお客様用のトリートメントとして特別にご用意いたしました。 

大人の方がご同伴していただくことで、すべての皆様に心身の満足感を体験していただけます。 
 

maeva massage マエバマッサージ  25 分   9900 cfp 

トロピカルな香りの中で背中と脚のリラックスマッサージに身を任せましょう。身体の緊張、コリをほぐしお肌にやさしい香りを残します 
 

angel face エンジェル フェイス  35 分 11000 cfp 

個々のニーズに合わせて行うフェイシャルトリートメント。 
 

delicious body scrub デリシャス ボディスクラブ  30 分 10500 cfp 

あなたの肌を柔らかにする、魅惑でデリシャスなパパイヤスクラブと贅沢な時間を。 
 

fairy hands or Princess feet フェアリーハンド or プリンセスフィート 35 分   7500 cfp 

トロピカルな香りでのハンドケアまたはフットケアをネイルカラーやネイルデコレーションと共にお楽しみください。 

 

 

*スパ施設利用は１２歳以上のお子様のみ、大人の方同伴に限りお受けしております。 
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