
 



ヒナの伝説

ポリネシアの神話の中で女神ヒナの伝説はヒロの伝説と同様に有名です。  

ヒナは伝説の中で常に美、魅了、愛らしさ、幸福、生きる喜び等の象徴として登場します。

数々の島の色々なバージョンの伝説の中でヒナはマオヒの人々の生活に不可欠であるココナッツの木の起源として語られます。

月光の揺らめきやココナッツの葉の奏でる音に宿るとされるヒナは安らぎや幸福の象徴でもあります。

夜の強風や高波が奮い起こすヒロと対照的に、静かな夜に鏡のような海を月の光が振動させるようなひとときが島のヴァヒネ、

ヒナの世界といえます。（パトリック・シャステルの文書より引用）

概念と哲学 マエヴァ、ヒナスパへようこそ

ヒナスパのトリートメントは代々伝わるポリネシアの伝統とヒナの知覚の世界へ浸れる体験となるでしょう。

このポリネシアンスパでは地元の植物をふんだんに使った、自然との交流によるトリートメントを提供します。  

ヒナスパのチームがお客様のために伝統的なボディートリートメントをデザインしました。フェイシャルにはエレミスの製品を

使用し、ハイレベルなフェイシャルスキンケアを提供します。世界各地由来のマッサージリチュアル、地元産の材料によるヒーリ

ング及び身体と精神の再結成、エレミスによる豊かで高度なフェイシャルトリートメントをご用意いたしました。

ヒナスパは丘の上に位置し、息を呑むほど美しい景色が見渡せる安息の地です。魂のこもった火山岩の上に位置し、お客様に   

エネルギーと安らぎをお届けします。

ヒナビュー

ボラボラの絶景のひとつであるヒナビューのパノラマのもと身も心もリラックスしていただけます。スパメニュー内全てのトリー

トメント(*)を美しいラグーンの色のグラデーションを見下ろせるアウトドアテラスにて(**)行えます。   

*トラディショナルボディートリートメント、ビューティートリートメント及びこれらを含むパッケージを除く

** ヒナビューでのトリートメントは天候によります。

スパリチュアル ヒナスパオリジナル、あなたのためだけのウェルビーイングリチュアル

タウルミ

ヒナスパはポリネシアの伝統的なルーツをたどり、お客様の健やかな安らぎのひとときを提供します。

まず最初にラグーンの絶景を背景に香りのジャグジーをお楽しみ下さい。次にあなたのためだけのボディースクラブにてソフトで

輝くお肌に。最後にタヒチアンマッサージにて身も心もリラックスし、至福のときをご満喫下さい。

モアナ

まず香りのバブルバスにてこりや疲れをとり、美しいラグーンを見下ろす景色のもとリラックスしていただきます。  

そしてお好みのマッサージにて優しく癒されるひとときを。最後にエレミスフェイシャルにて至福のときをご満喫下さい。

ラバーズブリス

ヒナスパは幸せなお 2 人のための思い出作りをお手伝いします。  

あなたの « ヴァヒネ » 又は  « タネ » をポリネシアンケアキットとともにスチームルームで寛いでいただきます。  

次にお好みのカップルマッサージとエレミスフェイシャルにてお 2 人ご一緒に幸せなひとときを分かち合っていただきます。  

最後にお 2 人だけのプライベートジャグジーにてシャンパンとともにボラボラのラグーンの絶景をお楽しみ下さい。お帰りには愛

の女神のヒナよりお 2 人の愛を祝福してサプライズが贈られます。  



マッサージ

ヒナスパではお客様のご要望に合った各種のマッサージをご用意いたしております。

スペシャルマッサージ

リラックス・イン･ウォーター

浮き具とセラピストの支えによりアクアティックマッサージで全身の力を抜きます。無重力の中で身も心も限りなくリラックス

します。

着衣のままの布団マッサージ

指圧     
指圧にて身体のツボを刺激し、全身のバランスを取り戻しましょう。気のエネルギーを全身にめぐらせます。

タイ    
圧力により少しずつストレッチして徐々に身体を軟らかくします。筋肉のコリをほぐしエネルギーのバランスをよくします。

深くリラックスし、リフレッシュ出来ます。

オイルマッサージ

ヒナ

ヒナマッサージはヒナスパ特有のマッサージでゆっくりと優しく包み込む動きにより身も心もリラックスさせます。

タヒチアン

ポリネシアの伝統的なマッサージです。特に背中の筋肉をほぐすディープマッサージで身体をほぐしエネルギーを取り戻します。  

バリニーズ

インドネシア、中国、インド（アユルベーダ）のテクニックのブレンドでゆっくりと深くストレッチさせ、血の巡りをよくさせ

コリをほぐします。

ヒロのスポーツマッサージ  

ディープティシューマッサージにて解毒し血の巡りをよくします。コリやハリをほぐします。

ザ・エッセンシャルズ

ボディートリートメント、ボディーマッサージ、又はエレミスフェイシャルトリートメントとの組み合わせがお勧めです。

首、背中、肩

お客様のお好みにより部位の疲れを取るトリートメントです。コリやストレスを弱めます。

頭皮

頭皮マッサージにて身も心も限りなくリラックスするひと時をお楽しみ下さい。

フットリフレクソロジー

足の裏は内臓器官の地図でもあります。フットリフレクソロジーは徐々に溜まったコリをほぐし、全身リラックスさせます。   

精神的な静粛を得ると共にエネルギーのバランスを取ります。



エレミスフェイシャル

ヒナスパはエレミスと提携し、高品質なフェイシャル ケアを提供します。

アンチエージング

プロ・コラーゲン エージ デファイ  
小じわやしわを海洋性のパディナ・パヴォニカとレッド・コーラルの成分によりケアします。部位のマッサージにより若く生き  

生きとした肌に。

プロ・デフィニションリフト＆コントゥア  

細胞外マトリックスをサポートする植物成分を用いた新しいテクノロジーによりお顔のひきしめを行います。若くめりはりのある

お顔に。

ダイナミックリサーフェイシング プレシジョンピール

エージングのサインや均等でないスキントーンを集中的に数種の酵素により剥離、再生し若々しくすべすべのお肌に。  

ホワイトブライトニングピグメント パーフェクター

色素沈着部分に集中しお肌のトーンを整えます。ビタミンＣのブライトナーにより今後の色素沈着を防ぎます。顔色を均等に   

美しく整えます。

スキンソリューションズ

スーパーフード プロ・ラディアンス  
ストレスでハリをなくした肌に栄養豊富なスーパーフードとミネラルのパックでデトックスし、エネルギーを与えます。輝きの  

あるふっくらとした健康的なお肌に。  

センシティブスキンスーサー

敏感肌にスペシャルケア。お肌が赤くなったりストレスを受けるのを抑える優しいマッサージによりお肌の保湿を高め、

落ち着いたお肌に。

アンチ・ブレミッシュマティファイ＆カーム                       

オイリーでホルモンバランスが崩れた肌をマットにしテカリを抑えます。マッサージにて血の巡りをよくし、デトックス効果に

よりクリアで輝きのあるお肌に。

男性向け  
ハイパフォーマンススキンエナジャイザー  
スチームにてつまったお肌の汚れを取り除き、細胞の再生を目指します。フェイシャルマッサージにて血行をよくしつつ頭皮   

マッサージとフットマッサージで限りなくリラックス。



トラディショナルボディートリートメント

ヒナスパではポリネシアの伝統的なレシピによりお客様のお好みのトリートメントを提供いたします。

ポリネシアンボディースクラブ

ポリネシア原産の材料にてソフトでスムーズなお肌に。マッサージの前にお勧めです。

アンセストラルビューティーリチュアル

ポリネシアでは古くからココナッツオイルを用いて太陽や海水で傷んだ髪を美しくつややかによみがえらせてきまし た。この伝統

を是非お試し下さい。

タマヌ＆アロエヴェラ アフターサン  
日焼けし過ぎた肌は伝統的なタマヌとアロエのラップにてケアします。アロエヴェラはヒリヒリを抑え保湿します。ラップ中は

エレミスフェイシャル、頭皮マッサージ、又はフットマッサージを。  

バニラボディーラップ

お肌と精神をリラックスさせるひと時。ラップ中は頭皮マッサージ、又はフットマッサージを。   

ウォーターエクスペリエンス  
ワールプールバスと絶景  
香りのバスとブルーのグラデーションとで至福のときを。

ポリネシアンケアキット・フォー・スチームルーム  
ポリネシアンケアキットでお肌に栄養を。お好みのソープ、ボディースクラブ、ボディーラップにて西洋の伝統をポリネシア風に。

キッズ＆ティーンズ  
ヒナスパではお子様に健やかでいることの大切さの発見をする思い出深い体験を提供します。

５歳から１１歳 ‐プリンス＆プリンセスの足、妖精とエルフのネイル、マッサージ・イン・ワンダーランド（頭、手、腕、背中、

ふくらはぎ、足）、スクラブ（手、背中、ふくらはぎ、足）、グルメフェイス（くいしんぼうサプライズ）

１２歳から１５歳 ‐フェイシャル、 体験マッサージ、 ボディースクラブ、 ペディキュア／マニキュア  

ビューティー トリートメント

ヒナのビューティートリートメント

手足のトリートメント  
エッセンシャルマニキュア又はペディキュア、フルマニキュア又はペディキュア、フル セミ・パーマネントマニキュア又はペディ

キュア、セミ・パーマネントアプリケーション セミ・パーマネントリムーバル、マニキュア アプリケーション、         

マニキュア リムーバル

脱毛

唇／顎／眉毛、 わきの下、腕、胴、 背中、 ビキニ・シンプル、 ビキニ・ブラジリアン、 フルビキニ、 足半分、 太もも、

足全体



スパオプション

ヒナスパは安らぎのための選択肢をご用意いたしております。

イン・ヴィラ マッサージ

ヒナスパのエッセンシャルをお客様のお部屋にて。48 時間前までにご予約下さい。

7－10ｐｍマッサージ

スパ営業時間外で 7:00pm から 10:00pm までは 48 時間前までのご予約で承ります。

整骨療法

痛みのない優しい手の動きにて疲れやこりをほぐし、エネルギーのバランスを取り戻します。相談に応じて手配可能なトリート

メントです。

施設

ヒナスパには下記の施設が整っております

３棟のダブルトリートメントヴィラ ジャグジー付き

４室のシングルトリートメントルーム

１棟のダブルオープンエアースペース ヒナビュー

サウナとスチームルームエリア

リラクゼーションラウンジエリア

男性用、女性用着替え室

スパについて  
ヒナスパの場所 ヒナスパは丘の上に位置し、パノラマビューが望めま す。お部屋からは内線 3228 番までご連絡下さい。

クラブカーでのお迎えも可能です。

   

営業時間及びご予約について  
ヒナスパは毎日 9:00am から 7:00pmまで営業しております。ご予約は48 時間前までにしていただけますようお願いいたします。

ご予約は予約状況により確約出来ます。    

スパへの到着時間について  
スパへはお約束のお時間の少なくとも２０分前にはお越し下さい。余裕を持ってバスローブとスリッパへのお着替えを済ませご準

備下さい。スパのご予約時間に遅れてご到着されますとトリートメント時間が短縮になります。お客様のご予約の後には次の予約

が入っており、トリートメント終了時間の延長が不可能となります。また、ご予約いただきましたトリートメントの料金は時間が

短縮になった場合でも全額請求されます。



ドレスコード

お客様の快適さと健康がヒナスパの最優先とするところです。必要なものは全てヒナスパにてご用意いたしておりますので、   

どのような格好でいらしていただいても構いません。

環境について  
静かで落ち着いた環境を保つため、携帯電話のご使用はお控え下さい。

健康状態及び妊娠について  
スパのご予約の際には疾病、健康状態（高血圧、心臓 障害、お肌の状態、アレルギー等）で注意する点がありましたらお知らせ  

下さい。また、妊娠していらっしゃるお客様は必ずお申し出下さい。妊婦の方に合ったトリートメントをご案内させていただき  

ます。ヒナ スパでのマッサージは療養や医療的なマッサージではなく、健康を目的としたマッサージです。

年齢  
安全の為、スパトリートメント、サウナ及びスチーム バスのご利用は 16 歳以上の方のみを対象とさせていただきます。小さな  

お子様にはスパメニューより特定のトリートメントをお選び下さい。16 歳未満のお子様は保護者の方の責任により監視して   

下さい。お子様のトリートメントは保護者の方と同時間帯にお受け致します。

キャンセルについて  
変更やキャンセルは 24 時間以内にお願いいたします。 24 時間以内の変更やキャンセル、及びご予約時間にいらっしゃらなかった

場合でもトリートメント代金全額が請求されます。   



料金表

ヒナビュー

ヒナビューオプション                              +30%

スパリチュアル

タウルミ 100 分                                     37 000 xpf

モアナ 80 分                                        35 000 xpf

ラバーズブリス(2 名様) 160 分                        92 000 xpf

マッサージ

スペシャルマッサージ

リラックス･イン･ウォーター 25 分                  12 000 xpf

リラックス･イン･ウォーター 50 分                  18 000 xpf

           

着衣のままの布団マッサージ

指圧 50 分                                           15 000 xpf

指圧 80 分                                           22 000 xpf

タイ 50 分                                           15 000 xpf

タイ 80 分                                           22 000 xpf

                 

オイルマッサージ

ヒナ 50 分                                           15 000 xpf

ヒナ 80 分                                           22 000 xpf

タヒチアン 50 分                                     15 000 xpf

タヒチアン 80 分                                     22 000 xpf

バリニーズ 50 分                                     15 000 xpf

バリニーズ 80 分                                     22 000 xpf

ヒロのスポーツマッサージ 50 分                       18 000 xpf

ヒロのスポーツマッサージ 80 分                       25 000 xpf

ザ・エッセンシャルズ 25 分

首, 背中 & 肩/ 頭皮/ フットマッサージ                11 000 xpf

エレミスフェイシャル

アンチエージング 30 分 /60 分                13 000 xpf /21 000 xpf

プロ･コラーゲン･エージ デファイ  

プロ･デフィニションリフト＆コントゥア  

ダイナミックリサーフェイシングプレシジョンピール  

ホワイトブライトニングピグメントパーフェクター



スキンソリューション 30 分 / 60 分          11 000 xpf / 17 000 xpf

スーパーフード プロ･ラディアンス  

センシティブスキンスーサー   

アンチ・ブレミッシュマティファイ＆カーム  

男性向け 30 分/ 60 分                               10 000 xpf / 15 000 xpf

ハイパフォーマンススキンエナジャイザー

トラディショナルボーディートリートメント

ポリネシアンボディースクラブ 25 分                      9 000 xpf

アンセストラルビューティーリチュアル 25 分              9 000 xpf

タマヌ＆アロエヴェラアフターサン 50 分                 13 000 xpf

バニラボディーラップ 50 分                             13 000 xpf

アクアティックトリートメント

ワールプールバスと絶景 25 分（1—2 名様）              15 000 xpf

ポリネシアンケアキット・フォー･スチームルーム          6 000 xpf

キッズ & ティーンズトリートメント

５歳から１１歳

プリンス& プリンセスの足 25 分                        7 500 xpf

妖精とエルフのネイル 25 分                             7 500 xpf

マッサージ･イン･ワンダーランド 25 分                  11 000 xpf

スクラブ 25 分                                        11 000 xpf

グルメフェイス 30 分                                   8 000 xpf

１２歳から１５歳

フェイシャル 30 分                                    10 000 xpf

フェイシャル 60 分                                    15 000 xpf

体験マッサージ 25 分                                  11 000 xpf

体験マッサージ 50 分                                  14 000 xpf

ボディースクラブ 25 分                                 8 500 xpf

ぺディキュア/マニキュア 30 分                          7 500 xpf

フルぺディキュア/マニキュア 60 分                   12 000 xpf



ビューティートリートメント

手足のトリートメント

エッセンシャルぺディキュア/マニキュア 30 分            8 000 xpf

フルぺディキュア/マニキュア 60 分                     13 000 xpf

フル セミパーマネントぺディキュア/マニキュア         19 000 xpf

セミ・パーマネントアプリケーション 30 分              7 000 xpf

セミ・パーマネントリムーバル 30 分                    5 000 xpf

マニキュア アプリケーション                          3 500 xpf

マニキュア リムーバル                                2 000 xpf

脱毛

要相談

スパオプション

イン･ヴィラ･マッサージ                             +30%

7pm - 10pm マッサージ                              +30%

整骨療法 80 分                                       34 000 xpf

全ての金額はパシフィックフランにて表示、税金を含みます。 料金は予告なく変更になる場合がございます。


