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Massage Treatments
マッサージ・トリートメント

Head Massage (30/60 minutes)..............................................................Rp 135.000/243.000
ヘッド・マッサージ (30/60分)

This stimulating treatment is used to release head tension and encourage blood circulation clearing
the mind and leaving you feeling revitalized.
頭部の緊張をほぐして血液の循環を良くすることで 心と気持ちをすっきりと明瞭にして活力を与え
るトリートメントです。

Reflexology (60 minutes)............................................................................................................Rp 230.000

リフレクソロジー（60分）

This ancient curative technique stimulates reflex points on the feet that relate to specific body parts
to promote health and vitality.
健康と活力を生成するために、神経特定の体の部分に関連付けられている足のツボ を刺激する古
代ヒーリングのテクニック。

Massage Treatment Packages
マッサージ・トリートメント

Ayurveda (60/90 minutes).........................................................................Rp 390.000/500.000

Balinese Body Massage & Scrub (120 minutes).............................................Rp 450.000

An Indian Oil Massage treatment in which warm medicated oil steadily drips on the forehead. Ideal to
pacify your feelings, stimulate the scalp and add fullness and lustre to hair.
暖めたマッサージオイルを使用した、理想的なインドオイルマッサージです。あなた の頭皮を優しく
刺激し、満足と髪への光沢をあたえます。

Feel the touch of a Balinese exotic massage to relieve the tension and tiredness of your body with
thumb and palm pressure and finish with a full body scrub.
親指と手のひらの圧力で、あなたの体の緊張と疲労を軽減するバリのエキゾチックな マッサージで
す。

アーユルヴェーダ（60/90分）

Back Massage (30/60 minutes)...............................................................Rp 135.000/243.000

バリニーズマッサージ（120分）

Spa Body Work (120 minutes)..............................................................................................Rp 450.000

ヘッド・マッサージ (30/60分)

スパ全身（120分）

Designed to eliminate stress in the back and shoulder region; this invigorating treatment focuses on
relaxing the muscles thus assisting with fluid release.
背中、肩部分の凝りと緊張を取り除き、筋肉をリラックスさせて滑らかな動きをもたらす集中トリート
メントです。

An indulgent combination of a 90 minute Aromatheraphy Massage followed by 30 minutes of your
choice of Foot or Head Massage.
30分間のフットマッサージもしくは頭部マッサージに続いて90分間全身のバランスを とるためのマ
ッサージのパッケージの組み合わせ。

Foot Massage (30/60 minutes)................................................................Rp 135.000/243.000

Retreat at Island Spa (150 minutes)..............................................................................Rp 495.000

フット・マッサージ (30/60分)

リトリート・アット・アイランドスパ (150 分)

Designed to eliminate stress in the feet; this invigorating treatment focuses on relaxing the muscles
thus assisting any fluid release.
足のストレスを解消するように設計されています。この爽快な治療は、筋肉を弛緩させることに焦点
を当てており、
したがって、あらゆる液体放出を助ける。

A nurturing 90 minute Therapeutic Massage followed by your choice of Facial or Crème Bath or Body
Scrub.
フェイシャル/クリームバスやボディスクラブの治療に続いて90分間のリフレッシュの ための治療と
治療。

Balinese Massage (60/90 minutes)..................................................Rp 200.000/270.000
バリニーズマッサージ（60/90分)

Feel the touch of a Balinese exotic massage to relieve the tension and tiredness of your body with
thumb and palm pressure.
親指と手のひらの圧力で、あなたの体の緊張と疲労を軽減するバリのエキゾチックな マッサージで
す。

Beauty Care Treatments
ビューティーケア

Thai Massage (60/90 Minutes)...............................................................Rp 250.000/337.500

タイマッサージ（60/90分）

A full body massage (optional oil/cream) focusing on pressure points throughout
the body applied by thumb, palm, arm and elbow pressure.
親指手のひらによって体全体の唯一のポイントに焦点を当てた、
オイルを使用しない 全身マッサー
ジです。腕や肘の圧力で行います。

Aromatherapy Massage (90 minutes)........................................................................Rp 360.000

アロマテラピーマッサージ（90分）

Traditional Crème Bath (60 minutes)..........................................................................Rp 300.000
伝統クレームバス（60分）

A popular Indonesian treatment massaging the scalp with a rich conditioner to strengthen follicles
and nourish the hair achieving a glossy finish.
健康的で輝いて見える髪を、栄養を与えるリッチコンディショナーと頭皮のマッサージ でつくります。
インドネシアで人気のマッサージ。

Facial (60 minutes)...............................................................................................................................Rp 270.000

A gentle therapeutic massage using aromatherapy oils that benefits and positively enhances one’s
mood and health.
静かに有益であるアロマオイルを使用した治療のマッサージをマッサージ 健康のた めに正とあな
たの気分を更新。

フェイシャル（60分）

Maternity Massage (60 minutes).......................................................................................Rp 250.000

Body Scrub (60 minutes)............................................................................................................Rp 300.000

A gentle therapeutic massage especially for pregnant women to ease soreness and tiredness and
facilitate good healthy blood circulation.
静かに痛みを和らげるために、特に妊娠中の女性のためにのマッサージ。疲労の緩 和、血行の循環
を良くします。

A fragrant scrub comprising natural ingredients is applied to the body to gently exfoliate and refresh
the skin.
伝統的な天然成分を使用して、
スクラブが優しく肌を刺激し、それが肌を新鮮で若返っ たと感じさせ
ます。

Hot Stone Treatment (120 minutes)...............................................................................Rp 425.000

Manicure (60 minutes)......................................................................................................................Rp 165.000

The heated river stones of this invigorating treatment penetrate the skin to alleviate muscle tension
and ignite the senses.
このさわやかな治療に温め川の石を使用した治療は、筋肉の緊張を軽減し、五感を刺 激するために
皮膚に浸透していきます。

Full nail grooming combined with massage to smoothen & pamper your hands.
ハンドマッサージとネイルケア、ネイルカラーが組み合わされたトリー トメント。

マタニティマッサージ（60分）

ホットストーントリートメント
（120分）

A deep cleansing treatment using high quality products that will leave your skin with a healthy glow.
お肌健康的な輝きのための高品質な製品を使用したディープクレンジングトリートメ ント。

ボディスクラブ（60分）

マニキュア (60 分)

Pedicure (60 minutes).......................................................................................................................Rp 165.000
ペディキュア (60 分)

Full nail grooming combined with massage to smoothen and pamper your feet.
簡単なフットマッサージとネイルケア、ネイルカラーが組み合わされた トリートメント。

All Prices are subject to
21% Government Tax and Service Charge

