フォーシーズンズでは、私共のバリ島の２つのスパを通して、
Sekala (目に見えるもの、いわゆる物理的世界) と

Niskala (目に見えない物、
いわゆるエネルギーの世界) が

表裏一体に絡みあうバリ文化の哲学を、探求しています。

つまり外界と内界、実行と瞑想、
そして身体と魂の関係についての
バリの信念を説いているのです。

ジンバランベイのヒーリングヴィレッジスパは、

SekalaからNiskala (見える物から見えない物) への流れに重点を置き、

内なる自己の探求を容易にするために、
肉体を癒すことに焦点を当てています。
そしてサヤンのセイクリッドリバースパでは、

逆にNiskalaからSekala (見えない物から見える物) への流れに則って、
身体に変化をもたらすほどパワフルな、

スピリチュアルな関係を想起することにフォーカスしています。
どちらのスパでも古代の儀式や地元の材料、
そして本物の教えのアプローチを

取り入れています。私共の２つのスパは、
バリの物理的そして精神的な世界の統合と、
心身の健康への包括的な視点の重要性を唱えているのです。

フォーシーズンズリゾートバリ・アット・
ジンバランベイのヒーリングヴィレッジスパに
ようこそ。
７つの‘村’より成るリゾートを見下ろす、
ビーチサイドガー

デンという絶好のロケーションにインスピレーションを受

けたヒーリングヴィレッジスパは、
バリの伝統と自然の恵

みを生かし、体の疲れを癒し、
より深い内面に変化をもた

らすハーモニーの糸口を見出します。

ベーシックなトリートメントの他にも、
自然からヒントを得

たセラピー、
まるで儀式のような活気など、
バリのあでや
かな文化に敬意を払い、温かさと絆を呼び起こします。

ブレッシング・オブ・バリ
Blessings of Bali
150分
ジンバランベイのオーシャンフロントで、穏やかな回復
を促すブレッシング・オブ・バリを通して、
バリのスピリ
チュアルな世界に身を委ねてみませんか。伝統的な自

己再生の道程に、古代の療法や聖なる儀式を取り入

れ、心身および魂に宿る負の要素を、過去そして現在

に至るまで浄化します。

まずシンプルなヨガのポーズと呼吸法を通して精神を

鎮め、
体内のわずかなエネルギーを再燃させます。
そし

てバリのゴングによる‘音浴’の感覚振動を浴び、
バリニ
ーズマッサージのロングストロークで、
ストレスとひず

みが消えていくのを感じ、
エネルギーのバランスが整

うかすかなパワーに身を任せて下さい。

最後はクライマックスの－聖水と聖花を浴びる儀式－

により、
スピリチュアルな心身を浄化し、
自己存在の全

ての本質をピュアで純粋な至福で満たします。
ぜひお試し下さいませ。

ジンバラン ウォーターズ
Jimbaran Waters

パワフルでありながら清らか、水は生命の源です。

その癒しの要素は古くからバリの人々に珍重され、農

業、漁業、文化儀式から宗教のお祭りにまで、
この地の
伝統に深く根付いています。

私共のスパが自信を持ってお勧めする、
ジンバランウ

ォーターリチュアルズは、
マイナスイオン溢れる海辺の

ロケーションから、安らぎと浄化そしてバランスを整え

るために考案した流れるようなセラピーに、
この思想
を織り込みました。

マリン・デトックス

150分

Marine Detox

ウェーブ・オブ・デザイアー

120分

Waves of Desire
カップルにお勧めしたいトリートメントです。
この力強いリチュアルはサクラルチ

滋養にあふれた海の成分を用いたこのリチュアルは、
デトックス、
クレンジングそ

ャクラ－生殖機能や男らしさ、
あふれ出る創造力、欲望、快楽といった人間の基

を良くし、
デトックス効果のあるミネラル豊富な海草のボディーラップで細胞を

どの制限を感じることなく、生きていく上でのヘルシーなバランスを取りやすく

お肌を若返らせるマリンフェイシャルまたはバリニーズマッサージをお選び頂け

ッサージを通して、新たな幸福感を得るとともに、人生と愛への欲望を再活性化

リズミック・リニューアル

オーシャン・エンブレース*

して体を再活性化します。
まずイオン化したヒマラヤ塩のソルトスクラブで血行

浄化します。海藻成分入りのお湯につかりお肌をしっとりと柔らかくした後は、

ます。

150分

本的なチャクラに重点を置きます。
このチャクラのバランスが取れると、限界な

なります。強めのリンパスクラブ、
プライベートスチーム、香り高い流れるようなマ

します。

120分

Rhythmic Renewal

Ocean Embrace

この調和の取れたフルボディートリートメントは、時差ボケを改善し、神経の昂

ミネラル分豊富な海水のフットバスですっきりリラックスした後は、
ポジティブ

ぶりを鎮め、体の自然なバイオリズムのバランスを整えます。若返り効果のある

エナジースクラブ、
イオン化した泥のボディーラップ、
クリスタルのヒーリングパ

ワーを用いた背中のトリートメント、
およびお顔のマッサージの全てが互いに効
果を発揮しあい、調和の取れたエネルギーの流れ、活力とすっきりした思考、体

の磁場エネルギーのバランスを整えます。

ミンピ・マニス

ンドした、
パンダナスの香りのココナツヘアオイルでヘッドマッサージしながら、
美しいジンバランの海の魅力に抱かれるトリートメント。
その後はお肌を柔らか

く整えるブルーシーソルトスクラブと、温めた貝のシーシェルマッサージで思う
存分に海の恵みをお楽しみ下さい 。

150分

Mimpi Manis
その名の通り幸福感にあふれたミンピマニス(スイートドリーム)リチュアルで、
緊

張をほぐし、
心の静寂さを取り戻します。
官能的なソルトスクラブが神経を鎮め、
穏やかに流れ落ちる水が、
全ての感覚をリラックスさせます。
至福のローズ、
ジャ

スミン、
ベチバー、
パチュリオイルで、
体とお顔のマルマポイントを刺激し、
緊張し
た心身のコリをほぐします。
トリートメント後のお肌は柔らかくすがすがしく、
体
中が深い落ち着きで満たされます。

な思考に効果的な白檀、
スターアニス、
ベチバーのエッセンシャルオイルをブレ

アルフレスコ・フロー*

120分

Al Fresco Flow
海辺の小さな滝の近くの、岩陰に隠れたガゼボで受けるトリートメント。波の音

を聞きながら、
まず固めのドライブラシでお肌と感覚を刺激した後、生花を肌に
擦り付けるユニークな心地よさをお楽しみ下さい。
インナーピースオイルを使っ

た、流れるようなロングストロークのバリニーズマッサージに続き、緊張を和ら

げるハーブボールでのツボ押し、
ほてりを鎮めアンチエイジング効果のあるフロ
ーラルフェイシャルで、
このうっとりするような屋外スパトリートメントを終了し

ます。

*印のトリートメントは、
ジンバラン湾を望む屋外のガゼボにて行います。

ジンバラン トラディション
Jimbaran Traditions

バリの文化の根底には、毎日の儀式があります。護身

や魂の浄化のために毎日繰り返される儀式、
それは

入口に置かれた一輪のプルメリアの花であったり、人
生の節目を飾るものであったり、大掛かりなコミュニ

ティー全員でのセレモニーであったりします。

私共の代表的なトリートメントである、
ジンバラント

ラディションは、母なる自然の豊かな恵みを用い熟練

した地元のセラピストたちの手を介して体の疲れを

癒し、
より深い内面に変化をもたらすハーモニーの糸

口を見出します。

スアラ・ジンバラン*

120分

Suara Jimbaran

ルルール・ジンバラン

120分

Lulur Jimbaran

直訳すると‘ジンバランの音’を意味するこのトリートメント

アドレノ・スラマット

120分

Adreno Selamat

ルルールとはその昔ジャワの皇族が用いた贅沢なボディー

副腎は私たちを毎日のストレスや慢性疲労から守っていま

スクラブで、
バリ島の儀式に用いるためにジャワ海を渡って

す。
このトリートメントでは、
ボディースクラブと腹部のボディ

魅力的な体験です。心身の調子を整えた後は、
アロエとココ

トで洗い流し、
お肌をやわらかくした後、保湿効果のあるフラ

ートします。
自然療法の温パックが、
ベチバー、松、
シーダー

あるワイルドバジルとネロリのフェイシャルで、若返りのリチ

のジャムーをお召し上がりいただき、
バリニーズマッサージを

は、
バリのゴングの深く安らかな音の‘音浴’で始まります。
－

それは心と体、
そして精神をクリアにし、
同調させ、充電する
アブロッサムを用いたガラス石のマッサージと、保湿効果の
ュアルをお楽しみ下さい。

アグニ・アカサ

*

もたらされました。
きめ細やかで香り高いスクラブをヨーグル

ワーバスにつかります。
その後インドネシアのハーブドリンク
お楽しみ下さい。大変優雅でインドネシアらしい伝統的トリ
ートメントです。

120分

Agni Akasa

ブーゲンビリア・スリミング

ます。
まずホワイトクレイン(白鶴)ストレッチングと呼吸法の

てなめらかにし、
目に見える‘痩身’効果を発揮します。
デトッ

クススクラブ、
そしてゼラニウムとユーカリでリンパを刺激す

クラ－にスクラブ、
バス、
マッサージを通して重点的に働きか

終了します。

けます。

120分

の幹細胞でボディーラップを施して解毒し、細胞の再生を助

ウェテン・アユ
Weteng Ayu

バリの村人達は自宅の庭のハーブやスパイスを摘んで、温か

バリの女性は何世紀もの間、
ウエストを引き締め、減量と産

て来ました。
この‘温療法’では、
カモミール、
レモングラス、生

来ました。
‘美しいお腹’を意味するこのトリートメントは、
ハー

ブペーストでのマッサージと締め付け、
および温めた石のコ

でのマッサージを施します。体の緊張がほぐれたところで、温

進します。効果を高めるために、
トリートメント後、
出来るだけ

かいハーバルフラワーバスに入り、幸せな自然の治癒力を感

じて下さい。

けることで、心と体を内面の平穏と静けさに再び結びつけ、
自
分自身を取り戻し、
自分の周りの人々との繫がりを感じるこ

とができます。

後の回復のために、
コルセットとお腹のマッサージを行って

姜、
クローブ、
スターアニス、
ナツメグ、
カルダモン
（地元の調

合法にて)のハーブボールのツボ押しと温めたハーブオイル

ャクラ－無償の愛、思いやり、許し、寛大さと幸福を司るチャ

90分

Tamba Anget
いハーブボールを作ってツボ押しし、筋肉痛や関節痛を癒し

ーズクオーツを使用して、
自分自身またはパートナーとの、
バ

ランスおよび絆を強める穏やかなリチュアルです。
ハートチ

る事により、体液の流れを促進します。
さらにブーゲンビリア

タンバ・アンゲッ

‘愛と思いやりの許容力’を意味し、
ローズオイルと温めたロ

体に溜まった水分やセルライトを減少させて肌を引き締め

つ、生姜とシナモンを使ったシラッという強めのマッサージを
行います。
そしてサンスクリットの経典をリズミックに唱えて

150分

Welas Asih
90/120分

Bougainvillea Slimming

練習を交互に行い、温めた竹の棒を転がして筋肉を緩めつ

材、
アシュワガンダの効能を副腎と腎臓に送り届けます。
そし

て最後は、
バリニーズマッサージでしめくくります。

ウェラス・アシ

バリの武術にインスピレーションを受けた、
‘火と空’を意味す

る爽やかなリチュアルで、体を整え、筋肉を温め、気分を高め

ーラップに強壮ハーブを用いることにより、腎臓機能をサポ

ンビネーションで下腹を引き締め、
しつこい脂肪の分解を促
長くコルセットを着用されることをお勧めします。

*印のトリートメントは、
ジンバラン湾を望む屋外のガゼボにて行います。

マッサージ
Massages

バリ式そしてアジア各国のマッサージの技法は、

そのリラクゼーションとバランスを整える効果で、

世界でも有名です。血行を良くし健康増進を促す、
本物の手の技法とピュアなエッセンシャルオイルの
生み出す、
ユニークなマッサージの数々をお試し
下さい。

トラディショナル・バリニーズ

75/90分

Traditional Balinese
伝統的なバリニーズマッサージは、
その独特なヒーリングの

技法が代々受け継がれて来ました。最も伝統的なものでは、

大きなストロークを描きながら優しくロールし、
深く揉みほぐ

し足のリフレクソロジーを行います。下記の４種からお好き
なオイルをお選び下さい。

ディープ・ニード

オーラソーマ・チャクラバランスマッサージ

フォーハンディッド・ハーモニー

Deep Knead

Aura-Soma Chakra Balance Massage

Four-Handed Harmony

緊張した部位を集中的にトリートメントします。
まずバリニー

バリ人はSekala とNiskala - 見えるものと見えないもの

２人のセラピストが同時に施術することで得られる、
深い回

理解しています。
オーラソーマ・カラー診断の叡智を用いた、

ナイズした東西のマッサージ技法で緊張がほぐれ、
固まった

75/90分

ズマッサージで筋肉をウォームアップし、
ストレッチとセラピ

ストの腕や肘を使ったツボ押しに続き、
バリニーズフットリフ

レクソロジーでバランスを整えます。
マッサージ前にスチーム
やサウナで筋肉を温めると、効果がいっそう高まります。

• 基本：‘聖なるスパイス’

クローブ、
レモングラス、
ナツメグ

クニェ

• 安息：‘ウォータードリーム’

ラベンダー、
パチューリ、
イランイラン

東洋の影響を受けたトリートメントで、経路とツボを刺激し、

• 高揚：‘トロピカルサンセット’

温めたマリーゴールドとラベンダーソルトの湿布と、
温めた川

スイートオレンジ、
ベルガモット、
白檀

• 浄化：ヴァージンココナッツオイル

ルワ・ビネダ

90分

Ku Nye

陽のバランスを整えるトリートメントで、温めた大理石と冷や

した大理石で、体の特定のエリアを交互にマッサージする事
により、安らぎとリラックス効果があります。
２つの相対する

温度を施術する事で、血管が拡張と収縮を繰り返し、毛細血
管の働きが良くなり、筋肉がリラックスします。

この繊細ながら強力なセラピーでは、
バランスを取るマッサ

ージにて、
自然界の目に見えるものと見えないものに調和を

もたらします。
オーラソーマオイル、
クリスタル、
サウンドそし

て呼吸のすべてが、調和、真実、人徳に働きかけます。
肉体の
みならず、深く魂を揺さぶる体験です。

エクストリーム・イース

75/90分

エネルギーを回復させ、神経をリラックスさせ、満足感をも

です。強めのツボ押しで、筋肉のコリをほぐし、血行を良くしま

たらします。

インド式の頭、首、肩のマッサージと手足のリフレクソロジー

す。忙しい現代人のストレスを緩和し、
ヘルシーなバランスを

75分

Kundalini Back Massage

アンチ・セルライト

疲れきった体と心に最適な、
交感神経と副交感神経をしっか

Anti Cellulite Massage

りと復元するトリートメントです。
ツボをおさえたマッサージ

と音療法でクンダリーニ － 脊髄の下部に眠っているエ

ネルギーを呼び覚まして誘導します。
その結果、緊張がほぐ

れ負のエネルギーが消え、調和と覚醒の状態が訪れます。時
差ボケや‘癒し’、私共の姉妹スパである、
フォーシーズンズ・

バリ・アット・サヤンのセイクリッドリバースパで行われる、‘チ

ャクラセレモニー’のための前段階として最適です。

筋肉がストレッチし、
深いヒーリングパワーが得られます。

マザー・トゥービー

90/120分

Mother-to-be

90分

セルライトの部位を強く揉みほぐし、
リズミカルにたたいたり

中国式のカッピングをする事により、滞りを解消して、新陳代
謝と皮膚呼吸を加速させ、肌のハリを改善します。活力を増

進するアルガンオイル、
ジュニパーベリー、
ゼラニウム、
レモン

グラスを含有したイラ社製のボディーオイルが、余分な水分
を刺激し、排出させます。

湿布とローズヒップシードとアルガンオイル – ラベンダー、

ゼラニウム、
バラのエキスを入り – のマッサージで、
乾燥した
皮膚を補修し、体の余分な水分を排出させ、痛みを穏やかに

回復させるトリートメントです。

クンダリーニ・バック・マッサージ

復効果をお試し下さい。
４つの手が途切れなく行うシンクロ

この滋養にあふれ調和の取れたトリートメントは、
ハーブの

Extreme Ease

Rwa Bineda
バリ島では－ルワビネダ－という名で知られる、体内の陰と

－ そのどちらが欠けても存在できないもの、
の原則を良く

の石が体をリラックスさせ活力を与えます。
５つのエッセンシ

ャルオイルのブレンドが、体の５つの要素のバランスを取り、
75/90分

90分

75/90分

緩和します。
オプションでブラックカラントシードとヒマラヤ
塩のボディースクラブが、
お肌に優しい輝きを添えます。

PURE TDA ターゲットブースト

PURE TDAフェイシャル
このハイパフォーマンスなフェイシャルは、一回の施術*で小

じわが目立たなくなり、肌の炎症が鎮まりにきびの改善など

15分

PURE TDA Targeted Boost
60分のPURE TDAフェイシャルの後にご利用いただける、

を実感できます。
きめ細かいサファイアクリスタルで、優しく

目元、
デコルテ、
ひたい、
ほうれい線など気になるエリアを集

整えた後、経皮吸収式（TDA)フェイシャルで、
４種類のうち

点ケアです。

ハンドマイクロダーマブレージョンを行いお肌をなめらかに

お肌に最も合った美容液を、
コンピュータープログラムによ

る超高速のアプリケーターで深皮層に直接送り込みます。
そ

の結果お肌は目に見えて引き締まり、肌の細胞は可能な限り
深いレベルまで蘇り、
すみずみまで栄養が行き渡り、活力を
取り戻します。

PURE® TDAトップアップ

30/45分

PURE TDA Top Up
すでに60分のPURE TDAフェイシャルを受けられた方のた

*第１週目は、最高週３回までのトリートメントをお勧めします。
１度の施術後
に目に見えてお肌はなめらかになり、個人差はありますが７日間ほど効果が持
続します。繰り返し行うことで、
より長く効果が持続します。

PURE TDA フェイシャル

中的にケアする、15分の美容液トリートメントを追加した重

60分

めのフォローアップで、
クレンジングと経皮吸収式フェイシャ
ルの後、
オプションで15分のHyalまたはProdermフェイス

マスクも追加出来ます。

PURE TDA Facial

PURE TDA パッケージ

クレンジング、
マイクロダーマブレージョン、経皮吸収式フェ

Mitocellパッケージ

イシャル、
フェイスマスクから成るオーダーメードのフェイシ

Mitocell Package

合った美容液をお選びします。

て45分の追加Hyal5とHyalフェイスマスクから成る5日間

ャル。熟練したセラピストが、下記よりお客様のお肌に最も

60分のMitocellフェイシャルと30分の追加Mitocell、
そし

Hyal N5 - ノーマルまたは若い肌用。
コラーゲンを優し

のパッケージです。
トリートメントの間隔は48時間おきが理

く刺激します。

想です。

Hyal 10 - オールスキンタイプ。集中的な保湿と小じわの

Prodermパッケージ

軽減。

Mitocell - 成熟した肌の細胞の再生と保湿を促します。
Proderm - お肌の腫れや炎症を鎮め、
にきびに効果的

です。

Proderm Package
60分のProdermフェイシャルと30分の追加Proderm、
そ

して45分の追加Hyal10とHyalフェイスマスクから成る5日
間のパッケージです。
トリートメントの間隔は48時間おきが
理想です。

ilaフェイストリートメント		
サンスクリット語で‘地球’を意味するila社のフェイシャルは、本当の意味で自然の
活力を利用したものです。
エネルギーヒーリングの転換効果で健康を増進させな

がら、純粋な成分、古代の伝統と持続可能なプロセスを組み合わせることで、肌

を健やかで力強く改善して自然美を向上させて行きます。ilaは、広く世界有数の

オーガニックウェルネスブランドの一つと考えられ、結果を重視しながら、最高水
準のナチュラルさとモラルを保つ事ができる、
という事を証明したのです。

ブリス

75分

Bliss
血行を良くし、顔の細胞へのエネルギーのフリーフローを刺激することによって自
然な輝きを取り戻させる、大変気持ちの良いセラピーです。
ダマスクローズとサン

ダルウッドのエッセンシャルオイルを用いたスペシャルテクニックで、炎症を抑え、
ホルモンの不均衡に対処し、顔のエネルギーの流れを開ける事で、
お肌は輝きに
満ち溢れ、
ピースフルな感覚が体にしみ渡ります。

クリスタル

90分

Crystal
クリスタルの持つ振動のヒーリング力を用いた、穏やかながらも高揚効果のある

フェイシャルです。
ガーネットフェイススクラブ、
ローズクリーム、翡翠のフェイスマ

スク、
そして温めたヒマラヤ塩でマッサージして、顔面の筋肉の緊張を取り、
ストレ
スによって生じる皺を軽減します。官能的で滋養にあふれ、乾燥肌や敏感肌の方
にも適しています。

マリン・デトックス

75分

Marine Detox
このディープクレンジングフェイシャルは、滋養豊富な海洋成分と神経ポイント療
法を組み合わせ、
お肌にたまった老廃物を取り除き、
ダメージの急速な回復を促

して潤します。
アオサは解毒やリンパ系を向上させることで知られており、
バイオ

プラズマセーラムと海のラベンダーマスクは、
コラーゲンの生成を促進します。
そ

の結果お肌は浄化され、活力とトーンが改善され、筋肉のすみずみまで緊張がほ

ぐれます。

エンハンサーズ
Enhancers

それぞれのトリートメントをより充実させるために、
追加で

きる30分のトリートメントを ご用意いたしました。

ハンド・レジュヴィネーション

30分

Hand Rejuvenation
忙しい手にぴったりの追加トリートメントです。
まずリラッ

クスさせるマルマポイントマッサージで筋肉を活性化させ、
エッセンシャルオイルを豊富に含むクリームマスクで水分
補給し、柔らな肌を回復させます。

フローレス・フィート

30分

Flawless Feet
完璧な足のための、
リラックスしつつも活力を与えるトリー

トメントです。
レモングラスとベチバーのスクラブで肌をな
めらかにし、
マルマポイントマッサージとフットマスクで血

行を促進し、最後にバイタルエナジークリームで柔らかい
足に仕上げます。

アイ・インダルジェンス

30分

Eye Indulgence
マルマポイントへの刺激と目のエクソサイズ、
そして潤いを

与えるパックで緊張をほぐし、
クマを軽減し、細かな筋肉の
機能を増進させます。
その結果小じわや肌のトーンが改善

し、
目は輝きを取り戻します。

ブレスト・ブースト

30分

Breast Boost
バラの治癒力を生かし、女性の強さと優しさを目覚めさ

せ、
デリケートなバストのお肌と女性ホルモンのバランス

を整える、繊細かつ官能的なトリートメントです。

ボディースクラブ
Body Scrubs		

このボディースクラブセラピーは、単にお肌の汚れを落とすだけではなく、疲労

を軽減し、
エネルギーを伝達し、血行とリンパ系の流れを促進する効果がありま

す。香り高い地球上の成分でスクラブすることにより、
お肌はなめらかでしっとり

したつやを取り戻し、精神と気分がリフレッシュします。

ヒマラヤ塩スクラブ

60分

ブリスフル / エナジャイジング&デトクシファイング
Himalayan Salt Scrub Blissful or Energising & Detoxifying
2億5千万年前のヒマラヤ塩の結晶は、摩擦で温められるとマイナスイオンを放

出し、体のバイオエネルギーを向上させ、心身を健やかにします。穏やかなリラッ

クス効果にはブリスフルを、浄化と爽快感にはエナジャイジング&デトクシファ
イングをお選び下さい。
こちらのトリートメントは、時差ボケにも効果的です。

パール＆ジャスミンストレスリリーバー

60分

Pearl and Jasmine Stress Relieve
パールとジャスミンは、心を落ち着かせ、神経系のバランスを保つ効果があるこ

とで有名です。
そしてヒマラヤ塩の結晶を混ぜることによって、深く根付いたスト
レスを和らげ、体の活力、思考の明快さ、感情的な強さ、
そして健康を回復させ
ます。時差ボケにも効果的なトリートメントです。

バリニーズ ココニラ

90分

Balinese Coconilla
バリからインスピレーションを受けたこのトリートメントは、細かく刻んだ新鮮

なヤングココナツ、
バニラビーンズ、
ココナツミルクを使用して、
お肌を優しくス

クラブしてナチュラルに潤します。
そしてバリシャンティオイルで背中をマッサー

ジし、
バニラココナツとアロエベラを含んだオーシャンローションでお肌を整え
ます。

ボディーラップ
Body Wraps

最高に寛いだ状態でお肌の奥深くまでケアします。
オーガニックエッセンシャル

オイルと、
その他の選りすぐりの原料でボディーを優しく包み込み、
お肌に栄養

と潤いを与え、解毒し、汚れを取り除くトリートメントです。

アメジスト・ラップ

90分

Amethyst Wrap
半貴石のヒーリングエネルギーを利用した、
バランスと再生のトリートメントで

神経系を鎮め体を修復します。
パールとジャスミンで全身をスクラブし、
アメジス

トのボディーラップで血行を良くし、細胞の生まれ変わりと成長を促します。

マリンデトックス・ラップ

90分

Marine Detox Wrap
栄養分豊富な海草とヒマラヤ塩のスクラブのコンビネーションで、
デトックスし

セルライトを軽減し、
お肌のきめを整え潤いを与えます。
さらに海草のボディーラ

ップで体内のバイオ磁気とリンパ器官を清めて強化します。
バイオプラズマが新

陳代謝と再生を促進し、
オメガプランクトンが、
お肌をしっとりさせ強化します。

サンスーザー・ラップ

90分

Sun Soother Wrap
日焼けにより熱った肌を、
フレッシュなアロエベラジェルと鎮静効果のあるラベ

ンダーで冷やし、
バナナの葉で体を包み込んで隅々までリフレッシュさせます。
ラ
ベンダーローションで優しく背中をマッサージし、
日焼けで受けたダメージを穏

やかに軽減し潤します。

サロントリートメント
Salon Treatments

クリーム・ヘアバス

60分

Crème Hair Bath

エグゼクティブ・ハンズ

45分

Executive Hands

バリの皇族により、
何世紀もの間引き継がれて来たこの伝統
的なヘアトリートメントは、
ラグジュアリーなシャンプーから

始まり、
強目で栄養満点の頭皮マッサージへと続きます。
頭皮

マッサージで使用するクリームは、
有機人参・アボカド・アロ
エベラからお選び頂きます。
温かいスチームはクリームの効

果を最大限にし、
最後は首と肩のマッサージで終わります。

特に男性の方へ、爪と甘皮を整え、丁寧に磨いて爪を輝かせ

ます。

ヘルシー・フィート    

45分

Healthy Feet
男性のためのペディキュア。足の裏の皮膚をなめらかにして、

スパ マニキュア

60分

爪と甘皮を整えます。

Spa Manicure
最高にピュアな製品を使った手の集中トリートメント。
スク

ラブした後に爪と甘皮を整え、保湿して*ネイルカラーを施

します。

ジェルネイル・ポリッシュ    

15分

Gel Nail Polish
ジェルネイルを重ねることにより、
マニキュアまたはペディキ

ュアで整えた爪をさらに美しく見せます。
ジェルネイルは、割

スパ ペディキュア

75分

Spa Pedicure
この完璧な足のトリートメントは、
フットバスから始まり、
特別
なフットスクラブで、
柔らかくなめらかな肌にします。
爪と甘皮

を整えた後は、
磨くか*ネイルカラーからお選び頂けます。

れたり、剥がれたり、欠けたりする事無く約2週間ほど持続

します。

ワックスおよび*ジェルネイルの除去もございます。詳しくは
スパ受付までお問い合わせ下さいませ。

メニューにご希望のトリートメントが無い場合は、
ご相談下さい。

お客様のご要望をお聞きして、
オーダーメイドのトリートメントをお作りします。

フォーシーズンズ リゾート バリ アット ジンバランベイ
Jimbaran 80361 Bali, Indonesia
電話 62 (361) 701010
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