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アクアトニック®コースは、リラクゼーション、健康体維持、そして体力の維持・向上に適したラグジュアリーなスパ・プールです。この広大なプ

ールスペース内は、32～34℃に温度設定された2つのスペースに大きく分かれており、水を利用したマッサージエリアでは、水圧やその配置によっ

て体の異なる部分をマッサージすることができます。

このようにジェット圧や異なる温度に設定された温水に浸かることによって、体に有益な効果を得られます。また、アクアトニック®は、筋肉の調

子や血流にも良い影響を与えます。さらには新陳代謝を高め、心と体に心地よいリラックス効果をもたらします。

アクアトニック®コースの効用:

• 身体リラクゼーション、健康体維持、筋肉の緊張を緩める効果

• 精神をリラックスさせ、内面バランスを整え、自分自身を見つめなおし日常から解放されます。

• 水圧による減量や関節弛緩効果

• 温水による活力向上とホットウォーターによるリラックス効果

• 五感への刺激

• 水圧や摩擦による痛みの緩和

• 静水圧とジェットマッサージによる血流改善

• 代謝への局所刺激

• 免疫組織への刺激

アクアトニック®コース

アクアトニック®コース 3 800 xpf

アクアトニック®コース、ホテルのご宿泊者優待料金 3 300 xpf

レッスン

アクア・ジム、アクア・トレーニング、またはアクア・バイクのいずれかの1レッスン 5 500 xpf
レッスンにはアクアトニック®コース、サウナ、ハマムへのアクセスを含みます。

アクアジム、アクアバイクの2つの継続レッスン 7 700 xpf
レッスンにはアクアトニック®コース、サウナ、ハマムへのアクセスを含みます。

アクアトニック®コースは、15歳以上からのご利用が可能ですが、17歳以下は大人の同伴が必要です。

ご利用には、水泳帽の着用が義務付けられております。タオルと共に受付時にお渡し致します。

男性の着用される水着は、スリップタイプかボクサータイプは可、ショートパンツ、バミューダパンツまたは下着のパンツは禁止致しております。

（サイズと在庫に限りはございますが、スパ受付にて無料レンタルが可能です。また販売も致しております。必要な方はスタッフにお知らせ下さい。）

皆様が快適にご利用頂けますよう努めております。鍵付きロッカー、ヘアドライヤー、シャワールームはご自由にご利用下さい。
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レッスンを含むパ

ッケージ料金につ

きましては、お問

い合わせ下さい。

サウナとハマムへのアクセスを含みます。

アクアトニック®
コース



エクスプレス・ブライトニングトリートメント 25 min  6 200 xpf
オールスキンタイプ対応。肌の輝き・明るさを取り戻すトリートメント。

マリン酸素トリートメント 45 min  8 800 xpf
オールスキンタイプ対応。清潔でフレッシュな肌を取り戻す為の深層クリーニング。

マリンハイドロトリートメント 65 min  11 400 xpf
ドライスキン対応。このトリートメントは、リラックスマッサージをすることによって皮膚の水分補給調整に働きかけます。

肌はしっとりと落ち着きを取り戻し、活力が漲ります。

マリン清浄トリートメント 65 min  11 400 xpf
混合肌対応。過剰な皮脂を吸収・調整することにより、表皮は正常化されます。リラックスマッサージつき。

肌は純化・酸化されマットな肌となり、キメが整います。 

柔和なマリントリートメント 65 min  11 400 xpf
赤みのある、なしに関わらずデリケートなスキン対応。

このトリートメントは、肌のつっぱった感覚を和らげ、肌の赤みを薄くするのに効果があります。

リラックスマッサージつき。肌は本来の柔らかさを取り戻し、過敏性を軽減、赤みを鎮静し、肌を保護します。

栄養補給マリントリートメント 65 min  11 400 xpf
水分不足、成熟した乾燥肌対応。このトリートメントは、水分の足りなくなった表皮を修復します。

リラックスマッサージつき。肌に栄養が行き渡り、しなやかで輝きのある肌に蘇らせます。

目の周りのケア・トリートメント   50 min  9 000 xpf
このトリートメントは、目の下のたるみ、目の隈、しわに働きかけます。

うっ血やしわを解消し、より若く見えリラックスした表情となります。

肌の輝きを取り戻すマリントリートメント  80 min  13 000 xpf
このトリートメントは、疲れた肌、酸素不足の肌、くすんだ肌に効果を発揮します。

酸素を送るマッサージは、肌の細胞を刺激し、毒素を除去します。

それによって、肌は正常に呼吸できるようになり輝きを取り戻します。

トータル・アンチエイジングトリートメント  95 min  17 000 xpf
このトータル・アンチエイジングトリートメントは、水分不足や輝きの喪失、皮膚のたるみ、

しわ・小じわなどの老化のサインに対し効果的に働きかけます。

このマッサージは、気になるスポットに絞り込んだトータル・アンチエイジングマッサージと革新的なプロダク

トとの組み合わせにより、迅速かつ目に見える効果をもたらします。

トリートメントを行なうスペースは、落ち着いた色合いの家具、ストーン、柔らかな照明、洗練されたキャビン、静かな音楽、そして温かい雰囲

気に包まれています：そこは完全にリラックスする為の空間です。エステティシャンによる温かいおもてなしや卓越したノウハウ、またテルムマ

ランサンマロ®のマニュアルに沿った優れたマッサージ・テクニックによって、特別な時間をお過ごし頂けることをお約束致します。世界各地から

インスピレーションを受けた各トリートメントを是非ご堪能下さい。

フェイシャル
トリートメント

トラディショナル
フェイシャルトリートメント

集中的な特殊
フェイシャルトリートメント
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CELLU M6®（リポモデラージュ®）を使用したボディートリートメント 3 séances  26 000 xpf
このケアは、ボディーラインのシルエットに効果的に働きかけます。 5 séances  41 000 xpf
セルライトを除去し、ボディーラインを整え、安定させる技術を施します。 10 séances  75 000 xpf

体型維持のためのリポモデラージュ®セッション 45 min  9 000 xpf
体型維持のためのセッションを続けて頂くことにより、療法を効果的に持続させることが可能となります。

リポモデラージュ®のボディースーツ   3 500 xpf
ファースト・セッションの際にご購入が必要です。

10回分のリポモデラージュ・セッションをご予約された場合は無料となります。

デトックス・シェイプアップケア 75 min  13 500 xpf
このマッサージは、発汗を促すラップと排液マッサージを組み合わせて行なう痩身ケア・トリートメントです。

施術の後は、スリムで軽くなったことを実感できます。

アクティブマリン痩身ケア 65 min  11 500 xpf
体をスリムにし、活力を与えます。

栄養豊富な藻類を使用するこのトリートメントは、余分な体のラインを効果的に取り除き、代謝を促進します。

ボディー
トリートメント

痩身＆トーニング
トリートメント

フェイス・うなじ・頭皮のリラックスマッサージ 35 min  6 500 xpf
オールスキンタイプ対応。

心地よいマッサージは、深い開放感をもたらし、顔の筋肉をリラックスさせる効果があります。

酸素マッサージ 35 min  7 000 xpf
疲れてストレスのあるくすんだ肌を改善する為のマッサージです。

刺激を与えるマッサージにより、リンパと血液の循環に働きかけ、肌の組織の酸素供給を促します。

トータル・アンチエイジングマッサージ 35 min  7 000 xpf
成熟した肌は、水分不足、くすみ、皮膚のたるみ、しわ・小じわがみられるようになります。

スポットを絞った重点的なマッサージはすべての老化のサインに対して効果的に働きかけます。

リフトマッサージ 30 min  6 700 xpf
LPG ®器具を使用してのマッサージ。必要に応じたフェイシャルマッサージを致します。

こちらは器具を使用してのマッサージのみとなりますが、追加でその他の

フェイシャルマッサージとの併用をお受け頂くことも可能です。

フェイシャル
トリートメント

フェイシャル
マッサージ
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コットン – リラックス 35 min  6 500 xpf
柔和への羨望：コットンオイル、蜜蝋、マンゴーバターを成分に含むこのマスクは、

肌に潤いを与え、リラックス効果を促し、肌に栄養をいき渡らせるなど複数の効果が得られます。

最高のリラックス時間をお過ごし下さい。

ボルカニックアース – 筋肉弛緩 – 活性化 35 min  6 500 xpf
原点回帰：バレンシアオレンジのエキス、黄土、

体を再び活性化させる効果のあるスクラファニの温泉水が含まれており、体を活性化させる効果があります。

海藻とマリンプラント – 鉱化 35 min  6 500 xpf
健康体を望む：海藻ケルプとシーフェンネルのフラワーウォーターが配合されたこのボディーマスクは、

肌の活性化や代謝の促進など高いパフォーマンスを発揮します。

体や肌のコンディションを良い状態にキープしたい方にお勧めです。

ハイビスカスフラワー – 水分補給　– 肌の安定 35 min  6 500 xpf
美の追求：保湿力の高い水和ジェル状のマスク。

このマスクは、豊富なミネラル塩とオリゴ元素、ハイビスカスフラワーエキスが配合されています。

肌の再生と老化防止を促すのに効果的です。

砂とココナッツ 35 min  6 500 xpf
パパイア、グアバ、マンゴー、砂とココナッツが配合されたビタミン豊富なこのスクラブは、

日常から開放されるリラックスへの旅へと誘います。肌は輝きと明るさを取り戻します。

溶岩パウダー 35 min  6 500 xpf
溶岩パウダー、湧き水、グレープシードオイル：パワーと高潔さを与える成分をブレンド、

クリアでフレッシュな肌を再生します。

マリンソルト＆クレイ 35 min  6 500 xpf
マリンクレイ、ケルプオイル、マリンソルト：海の豊かな恵みを配合、肌に再び活力や弾力を甦らせる効果があります。

ライチ 35 min  6 500 xpf
イランイラン、ラヴィンツァラのエッセンシャルオイル、ライチパウダー配合。

肌に潤いと張りを与え、エネルギーを補給します。

オリエントへの旅 55 min  8 500 xpf
サウナ / ハマムを20分間ご利用頂いた後、肌の奥深

くまで洗浄を促すブラックソープのボディーマッサージを35分間致します。

ボディー
トリートメント

肌の自然な輝きを呼び起こす：柔らかく清潔でフレッシュな肌を取り戻す為に、世界各地から効能の高いスクラブを取り揃えました。スクラブを

行なうことによって、古くなった皮膚の角質を除去し、トリートメントの有効成分の浸透を肌の内部まで促す効果が期待できます。

ボディー
スクラブ

リラクシング
ボディーマスク
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シグネーチャー 30 min  7 000 xpf
このトリートメントは、個々のお好みに応じてカスタマイズが可能なマッサージです 60 min  12 000 xpf

フット・リフレクソロジー  35 min  6 500 xpf
このマッサージは、足のリフレックスゾーンを刺激することによって、

リラックス効果を促進させ睡眠障害や静脈循環を改善、また毒素を除去し、

エネルギーのバランスを整える効果があります。

シャトーロワイヤル  45 min  9 500 xpf
このボディーマッサージは、筋肉弛緩および深いリラクゼーションを促します。

リラクシングマッサージ 25 min  7 000 xpf
心身の調和を図るトリートメント。  50 min  10 500 xpf
このマッサージは、体全体の緊張状態を解き放ち、深く体をリラックスさせる効果があります。 75 min 15 500 xpf

筋肉弛緩  25 min  8 000 xpf
このマッサージは、深く力強いマッサージによって体の緊張を解きほぐし、

筋肉と体の奥深い部分まで緩める効果があります。 60 min  15 000 xpf
深く圧を加えるマッサージは、とりわけスポーツ選手に適しています。

このマッサージによりエネルギーと活力を得られます。

トータルバランス  65 min  13 000 xpf
神経の末端への刺激を促すこのトリートメントは、健康体維持と心身のバランスを整える効果があります。

フット・リフレクソロジーと腕・手・うなじ・デコルテ・頭皮のマッサージを組み合わせたマッサージです。

中国式伝統エネルギー  55 min  13 000 xpf
エネルギーのバランスを整えるのに効果的なこのマッサージは、生命エネルギーを伝達するラインの循環を活性化させます。　

指圧は、エネルギーの循環を妨げるバリアを取り除く効果があります。

ホットストーン   65 min  14 500 xpf
ホットストーンマッサージは、東洋医学の分野として知られています。

ストーンマッサージは、エネルギーの流れの調和と筋肉弛緩を助ける効果があります。

ストレスを和らげ、凝りをほぐし、エネルギーバランスを整えます。

インド・アーユルベーダ 65 min  14 500 xpf
このマッサージは、生命科学を意味する古来から伝わるインド医学のアーユルベーダから着想を得ています。

このマッサージの目的は、エネルギーバランスを修復すると共に、体と精神を調和させ、緊張状態からの緩和、エネルギーと生命に活力を再び与え

ることにあります。すなわち、体を « 清める »ことを意味します。インドのアーユルベーダ・マッサージは、アビヤンガ（オイルマッサージによ

る刺激）とマルマテラピー（エネルギーのつぼを深く刺激）の異なる両テクニックを交互に行ないます。

各ボディーマッサージは、ご希望により以下追加することも可能です。

－頭皮マッサージ10分間  1 500 xpf

－プライベートジャグジー（お一人様）のご利用15分間 3 500 xpf

－プライベートジャグジー（お二人様）のご利用15分間 5 000 xpf

ボディー
トリートメント

ボディーマッサージ
健康体維持のためのパスポート
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マリン・ストップオーバー 2h05  24 800 xpf
－マリン酸素フェイシャル・トリートメント

－背中全体のトリートメント

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－海藻とマリンプラントのボディーマスク

トロピカル・ジャーニー 1h55  26 000 xpf
－ライチのボディースクラブ

－ハイビスカスフラワーのボディーマスク

－中国式伝統マッサージ

火山口ジャーニー 2h05  27 500 xpf
－溶岩パウダーのボディースクラブ

－ボルカニックアースのボディーマスク

－ホットストーン・ボディーマッサージ

ラグーン・ストロール 2h25  28 400 xpf
－マリンソルト＆クレイのボディースクラブ

－シーフェンネルを使用したリラクシング・マッサージ50分

－マリンハイドロ・フェイシャルトリートメント

ボディー
トリートメント

上記エスケープ・コースをご利用のお客様は、追加で下記もお楽しみ頂けます。

• アクアトニック®コースのご利用：特別料金 3 300 xpf

• L’Escaleレストランにてお一人様2コース（前菜＋メイン料理 / お飲み物は除く）のランチ1回：特別料金 3 900 xpf

エスケープ
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背中全体のトリートメント 45 min  9 500 xpf
このトリートメントは、2つの行程で展開されます。

マリンソルト＆クレイのスクラブと海藻＆マリンプラントのマスクを使用しながら

体の奥深くまで浸透させる浄化に始まり、続いて体を包み込むようなゆったりしたマッサージを行ないます。

脚のトリートメント 30 min  6 500 xpf
このトリートメントは、脚の循環を良くし、軽くする効果をもたらします。

排液法は体内の水の滞留を防ぐのに役立ち、低温のマスクは弱くなった毛細管に弾力を与え、その機能を改善します。

ボディー
トリートメント



ハンドケアまたはフットケア・エクスプレス 4 000 xpf
マニキュアまたはペディキュアの前に爪の形を整え、角皮を取り除くトリートメントを行ない、シンプルなネイルで仕上げます。 

ハンドケアまたはフットケア 6 500 xpf
マニキュアまたはペディキュアの前に爪の形を整え、角皮を取り除くトリートメントをした後、マッサージを施します。

最後はシンプルなネイルで仕上げます。

フレンチネイル 1 000 xpf
上記いずれかのハンドケアまたはフットケアの後、

追加オプションとしてシンプルネイルからフレンチネイルに変更することが可能です。

シンプルネイル（セミパーマネント） 2 000 xpf
上記いずれかのハンドケアまたはフットケアの後、

追加オプションとしてシンプルネイルからセミパーマネントのシンプルネイルに変更することが可能です。

セミパーマネントマニキュア・ペディキュアの除去  1 500 xpf

エステティック
トリートメント

注水シャワーマッサージ 30 min  7 000 xpf
温水シャワーの元でエステティシャンがマッサージを施します。 50 min  13 500 xpf
このトリートメントは、ハイドロテラピーとマッサージの両方の効果をミックスしたものです。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－優しく奥深く浸透する感覚の融合によって、筋肉の緊張が解き放たれ、大きなリラクゼーション効果をもたらします。

マリンウェーブ 90 min  17 500 xpf
このトリートメントは、温水シャワージェットのハイドロマッサージを施しながら、

マリンソルトとマリンクレイのボディースクラブを取り入れたトリートメントです。

続いて、エステティシャンが顔のマッサージをしている間、海藻とマリンプラントのボディーマスクで体を包み込みます。

このマスクが体に浸透したらいったん流し、温かいお湯でリラックスさせ最後にエッセンシャルオイルを使用し

て注水シャワーの元で体をマッサージ致します。

ボディー
トリートメント

ウォーター
トリートメント

穏やかな流水から強力なジェットまで、水は様々な形を形成しながら流れていきます。温度もあらゆる温度に調節することが可能です。このウォ

ーター・トリートメントは、細く流れる温水シャワーの伝わる装置の元で行なわれます。
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ワックス脱毛

顔の1パーツをご選択下さい（口周り、または顎、または頬） 1 100 xpf
眉毛  1 300 xpf
顔全体 2 600 xpf
脇の下 1 400 xpf
腕 2 500 xpf
ひざ下 3 200 xpf
太腿 3 200 xpf
脚全体 4 400 xpf
ノーマル・ビキニ 2 400 xpf
ビキニ・Vライン 2 900 xpf
ビキニ・全面 4 200 xpf

日焼けあるいはマリンスポーツをされるご予定の前後は、ワックス

脱毛のご予約はお勧めできません。

男性用
ワックス脱毛

脇の下 2 000 xpf
背中または胸周り 4 100 xpf
脚全体 4 700 xpf

メイクアップ

デイ・メイクアップ 3 700 xpf
イベント用メイクアップ 5 200 xpf
新婦さん用のメイクアップ - テストメイクアップと結婚式当日のメイクアップ 9 000 xpf

営業時間：
スパ受付は、月曜日～金曜日は8時～20時、土曜日は8時～18時、日曜日は9時～18時まで営業致してお

ります。

アクアトニック®コースの営業時間に関しましては、弊社ウェブサイト上にてご確認下さい：

https://www.complexechateauroyal.nc/

祝日も営業致しております。（ただし、12月25日と1月1日は除きます。）

ご予約：
ホテルのお部屋からは内線830番、外からは29 64 44にお掛け下さい。

アクアトニック®コースは予約の必要はございませんが、マッサージに関しましては予め前もってご予

約頂きますことをお勧め致します。

スパ受付について：
ご予約の10分前には、受付をお済ませ頂きますようお願い致します。万一遅れてご到着された場合

は、次のお客様のご予約時間を変更することが出来ないため予定の時間を繰り上げての対応とさせて

頂きますので予めご了承下さい。

禁止事項：
妊娠中の方や持病をお持ちの方は、トリートメントの種類によってはお受けできないこともございま

す。詳しくは、スパのスタッフにお問い合わせ下さい。

キャンセル：
ご予約の変更やキャンセルをされる場合は、遅くともご予約開始の24時間前までに必ずご連絡下さ

い。その時間を過ぎますと料金の100%を請求させて頂くかたちとなりますのでご注意下さい。

このスパは、男女兼用のスパです。フ

ェイスからボディーに至るまでケアを

試される際は、目を閉じ、優れたエス

テティシャンの手に委ねるだけで十分

です。優しく流れるように調和するマ

ッサージにだけ集中なさって下さい。

アクアトニック・スパは、ホテルにご

宿泊のお客様の他、一般のお客様もご

利用頂けます。

トリートメントは、女性と男性のご利

用が可能です。

ハイドロセラピー・トリートメント

とマニキュア＆ペディキュアを除い

たすべてのトリートメントは、お二

人様同時にお受け頂くことも可能で

す。また、各トリートメントにアク

アトニック®コースのご利用を追加さ

れた場合は特別料金 3 300 xpf が適用

されます。

アクアロワイヤル
スパ

16 17



18 19

DE LA MER
NAÎT LA BEAUTÉ

Les Cosmétiques Thermes Marins de Saint-Malo
allient efficacité et sensorialité à travers
une ligne de 31 produits visage & corps

à base d’actifs marins.
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SPA AQUATONIC NOUMÉA
COMPLEXE CHÂTEAU ROYAL

140 PROMENADE ROGER LAROQUE
98800 NOUMÉA

NOUVELLE-CALÉDONIE

Tél. : +687 29 64 44 - Fax : +687 29 64 45
e-mail : spa-aquatonic@aquaroyalspa.nc 

www.complexechateauroyal.nc
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