Theta Spa by the sea
Th
etaSpabythesea（テタ・スパ
受けることが出来るスパです。

バイザシー）はその名の通りビーチフロントにあり、美しい海を眺めながらマッサージを

*全ての価格には10％のサービス料と12.5％の税金が含まれています

PROMOTION MENU
テタ・スパ人気のトリートメントをいっぺんに受けられるお得な期間限定パッケージです。

Spice me up! （スパイスミーアップ）
約
180
分 
/
USD 77

ウェルカムドリンク＆冷たいおしぼり
トロピカル フラワー フットバス
シグネイチャー ボディマッサージ 90分
ジャワニーズ ルルール スクラブ 30分
ぺボニア フェイシャル トリートメント もしくは オイル ヘッドスパ 60分
テタ ギフト

Theta Grande（テタグランデ）

約
240
分 
/
USD 99
ウェルカムドリンク＆冷たいおしぼり
トロピカル フラワー フットバス
バリニーズ・マッサージ 60分
トロピカル ココナッツ ボディスクラブ 30分
アボカド ポリッシュ30分
ぺボニア フェイシャル トリートメント 60分
オイル ヘッドスパ 60分
トロピカルジュースwithココナッツビスケット
テタ ギフト

SPA MENU
THETA RITUALS
（テタ

リチュアル
）

トロピカルアイランドのターコイズ色の空、自然に咲く花々がエキゾチックな世界へ、そして優しい心へと導いてくれます。
テタ リチュアルのスペシャルトリートメントは身体も心も癒してくれることまちがいありません。

Chocolate Indulgence
（
チョコレート・インダルジェンス
）
約
120
分 
/
USD 128

最終日のフライト前にお勧めのトリートメントです。気持ちをリラックスさせ、感動、幸せな気分を与えてくれます。
また、シワやシミの原因となる活性酸素の酸化抑制でお肌の老化防止、動脈硬化の予防、アンチストレス等の効能があります。
トロピカル・フラワー・フットバス
テタ・ボディマッサージ（お好みのオイルとマッサージテクニックをお選び下さい）
チョコレートとアーモンドのボディスクラブ/生チョコレートのボディマスク/バナナの葉のボディラップ
お花を贅沢に使ったミルク・バス

Honey Love 
(
ハニー・ラブ)
約
120
分 
/
USD 120
カップルにお勧めのトリートメントです。フレッシュハニーは殺菌効果があり、すべすべな魅力的なお肌にします。
トロピカル・フラワー・フットバス
テタ・ボディマッサージ（お好みのオイルとマッサージテクニックをお
選び下さい）
オートミール＆セサミのボディスクラブ/ボルネオ産ハニーのボディマス
ク/バナナの葉のボディラップ
お花を贅沢に使ったハニー＆ミルク・バス

Natural Coconut Bliss 
(
ナチュラル・ココナッツ・ブリス)
約
120
分 
/
USD 99
保湿、美白効果のあるナチュラルココナッツのスクラブでお肌を磨き上
げます。
トロピカル・フラワー・フットバス
テタ・ボディマッサージ（お好みのオイルとマッサージテクニックをお
選び下さい）
ナチュラル・ココナッツのボディスクラブ/ミルクのボディマスク/バナ
ナの葉のボディラップ

お花を贅沢に使ったミルク・バス

Afternoon Coffee Blend
（
アフタヌーン・コーヒー・ブレンド）
約
120
分
/

USD 99
天然デトックス成分のカフェインとタンニンが身体に溜まった老廃物の除去を促してくれるトリートメントです。
トロピカル・フラワー・フットバス
テタ・ボディマッサージ（お好みのオイルとマッサージテクニックをお選び下さい）
スマトラ産コーヒーのボディスクラブ/アロエべラ＆キャロット＆キュウリのボディマスク/バナナの葉のボディラップ
お花を贅沢に使ったフレッシュフルーツ（ライム）＆シーソルト・バス

Tea Purity 
(ティー・ピュリティ)
約
120
分
/

USD 99
緑茶に含まれる抗酸化成分により、身体に蓄積された老廃物を効果的に除去していくトリートメントです。
トロピカル・フラワー・フットバス
テタ・ボディマッサージ（お好みのオイルとマッサージテクニックをお選び下さい）
レモングラス＆ペパーミント入りのグリーンティ＆パンダンリーフのボディスクラブ/お茶のボディマスク
バナナの葉のボディラップ/お花を贅沢に使ったハーバル・バス

Royal Javanese Lulur
（ロイヤル・ジャワニーズ・ルルール）
約
120
分
/

USD 99
ジャワ島中部の王宮に古くから伝わるトリートメントです。
お肌の汚れや老廃物を取り除き、全身をつややかに磨き上げます。
トロピカル・フラワー・フットバス
テタ・ボディマッサージ（お好みのオイルとマッサージテクニックをお選び下さい）
ルルールのボディスクラブ/キャロット＆キュウリ＆アロエべラのボディマスク/バナナの葉のボディラップ
お花を贅沢に使ったミルク・バス

Theta Boreh
（テタ・ボレ）
約
120
分
/

USD 99
バリの家庭に古くから伝わる美しくなるための伝統的なトリートメントです。
トロピカル・フラワー・フットバス
テタ・ボディマッサージ（お好みのオイルとマッサージテクニックをお選び下さい）
バリニーズ・ボレ・マス
お花を贅沢に使ったハーバル・バス

Relaxing Massages
（リラクシング・マッサージ）
Island Massage
（アイランド・マッサージ）
約
60
分
/


USD 39


約
90
分
/
USD 45


インドネシアの伝統的なマッサージです。
滑らかで心地よいロングストローク・マッサージで、身体に溜まった緊張とストレスを和らげる
トータルリラクゼーションを与えてくれます。

Therapeutic Massage
（テラピュティック・マッサージ）
約
60
分
/


USD 39

約
90
分
/
USD 45


古代インドの伝統療法をベースとした「テタ」自慢のマッサージです。
身体の深部まで届くマッサージが体内のエネルギー循環を高めます。

Theta Remedies
（テタ・レメディス）

The Perfect Sunset （Theta Foot Ritual
（
テタ・フット・リチュアル））
約
90
分
/


USD 36

約
120
分
/
USD 41

足裏のツボを刺激し血行を促進するとともに、角質を取り除きお肌をすべすべにするトリートメントです。
フレッシュジンジャーとライム入りシーソルト・フットバス/オリエンタル・フットマッサージ（お好みのオイルを
お選び下さい）
ペパーミントとマンダリンオレンジエキスを配合したディープ・クレンジングスクラブ
肩と腕のマッサージ/リフレッシング・ペパーミント・フットスプレー

Jet Lag Regulator
（ジェット・ラグ・レギュレーター）
約
90
分
/


USD 45

筋肉の疲れ、肩こり、ストレスと緊張を和らげるトリートメントです。
ピュアオイルを使用したほどよい力加減のマッサージが深いリラックスをもたらし、体内時計と体力の回復を促します。
フレッシュジンジャーとライム入りシーソルト・フットバス/リラクシング・ショルダー＆フットマッサージ/
リフレッシング・ペパーミント・フットスプレー

Clear My Head
（クリア・マイ・ヘッド）
約
90
分
/


USD 42

ジャワ王宮にて行われたプリンセスのためのヘアー・トリートメント。
頭皮と肩のマッサージで疲れを取り除き髪をつややかにします。
髪質によりお好みをお選びください。
普通：アロエべラ 乾燥：アボガド 脂性：朝鮮人参
シャンプー/頭皮のマッサージ/肩と腕のマッサージ/ヘアー・スチーム/ヘアー・トニック/ヘアー・ドライ

Sun Soother 
(サン・スーター)
約
90
分
/


USD 46


日焼け後のほてった身体を沈静させるトリートメントです。
アロエべラ、キュウリを使用しゆっくりゆっくりとほてりを沈めていきます。
手と足のマッサージ（ボディマッサージは含まれません。）/アロエとキュウリのボディマスク/
お花を贅沢に使ったラベンダー・バス（冷水）

Volcanic Hot Stone Therapy
（ヴォルカニック・ホットストーン・テラピー）
約
120
分
/

USD 89

温めた火山石を使ったストーンマッサージと指圧風マッサージのコンビネーションで血行を促進し、
緊張を緩和して深いリラックスへと導きます。
トロピカル・フラワー・フットバス/指圧風ボディマッサージ/ホットストーンマッサージ

Theta Beauté
（テタ・ボーテ）
Oriental Facial Ritual
（オリエンタル・フェイシャル・リチュアル）
約
60
分
/


USD 39

オリエンタル・フェイシャルマッサージの確実なタッチで潤いのあるすべすべのお肌を回復させます。
フェイス・クレンジング/ソフト・フェイシャル・スクラブ/オリエンタル・フェイシャル・マッサージ/
ウォーターリリーのフェイスマスク/肩と頭のマッサージ

Manicure / Pedicure
（マニキュア／ペディキュア）
約
60
分
/


USD 29++

ハンドまたはフットバス/ハンドまたはフットケア/ネイルポリッシュ

ご不明点は、スワルバリまでお問い合わせ下さい。
電話：+62 822 3636 4371 (インドネシア国外から)・0822 3636 4371 (インドネシア国内から)
＊朝9時から午後6時まで
メール：
info@suwarubali.com

