
Hoshinoya Bali Spa 
星のや バリ スパ 

 

 

 

In the spa nestled in a valley surrounded by deep green, 

intensely relaxing & calming time is provided by “Hoshinoya 

Balinese Massage”, which we have specially arranged healing 

skills Balinese people have inherited from antiquity up to this 

day.  

Exotic & tender floral fragrance will lead your skin & mind 

plump and full of moisture.  

Body scrub, pack and oils taking advantage of organic rice, 

herbs or spices are a variety of wisdom the Balinese tradition 

gifted, and they delicately bring you pleasant stimulation both 

physically and mentally. 
 

 

 

 

深い緑に囲まれた渓谷に佇むスパ棟では、バリの人々が古から今に伝える癒しの技を「星のやバリ」オリジナルにアレン

ジした「星のや バリニーズ・マッサージ」で、お客様に深い寛ぎと安らかな時間をご提供します。 

優しくエキゾチックな花々の香りに包まれれば、心もお肌もふっくらと潤いに満ちるはず。 

有機米やハーブ、スパイスをベースにしたボディス・クラブやパックと 

オイル類は、バリ伝統の智恵の数々で、心身に心地よい刺激を与えて丁寧に調えます。 

 



Spa Menu 
スパメニュー 

 

Body お身体全体のマッサージ 

     

 BODY RELAXATION 
 (oil massage, scrub, wrap & flower bath)  

Fresh citrus or exotic floral oil, scrub and body pack will give you a smoothness for 

your skin and a lightness of your body and mind. 

 

ボディリラクゼーション  

（顔を除く全身のオイルマッサージ、ボディスクラブ、ボディパック、フラワーバス） 

スクラブやパック、マッサージオイルの爽やかなシトラスやエキゾチックなフローラルの香り

で滑らかな肌と、身体の内側から蘇る軽快感のために。 

 

120min. (120分)  Rp 2,000,000  (Government TAX & Service Charge not included) 

 

SPICY BODY REVITALIZING 
 (oil massage, scrub, wrap & herbal salt  bath)  

A mixture of various spices in massage oil, scrub and wrap will warm your body and a deep-tissue massage will help you to revitalize 

your body and mind.                                                        

 

スパイシー ボディリバイタライジング 

（顔を除く全身のスパイシーオイルマッサージ、ボディスクラブ、ボディパック、ハーブソルトバス） 

肌からお身体を温める複数のスパイスをベースにしたスクラブとパック、スパイシーなオイルでしっかりと揉みほぐし、心身を爽やかな解放へと

導きます。 

120min. (120分)  Rp 2,000,000  (Government TAX & Service Charge not included)    



Body & Face  

ボディ＆フェイシャル（顔、頭皮を含む全身） 
   

 

 

 

HOLISTIC FULL MASSAGE & TREATMENT  

 (Body oil massage, facial treatment, body scrub, wrap, head massage & 

flower bath)   

 

From toe to head, you will be completely tuned. A Japanese cosmetic 

made with traditional herbal essences will hydrate your facial skin and 

give a brightness. 

 

 

ホリスティック フルマッサージ＆トリートメント    

(ボディオイルマッサージ、フェイシャルトリートメント、ボディスクラブ、ボディ     

パック、ヘッドマッサージ、フラワーバス)     

足先から頭皮まで、全身をくまなく調えるメニューです。生薬成分を配合した肌に      

優しい化粧品が、お肌を保湿して柔らかく、明るく調えます。     
    

180min. (180 分) IDR 3,000,000 (Government TAX & Service Charge not     

included  

税・サービス料別)   

 
 

 

 

 



Traditional Body Scrub & Wrap（with Oil Massage on Back） 

トラディショナル ボディスクラブ＆ボディパック（背中のオイルマッサージを含む） 
 

BALINESE TRADITIONAL BOREH  
(oil massage on back, scrub, wrap Boreh & herbal salt bath)  

The Balinese traditional herbal body warm pack Boreh will calm your tightness and 

bring you to a deep relax. 
 

バリニーズ トラディショナル ボレー 

（背中オイルマッサージ、ボディスクラブ、ボディパックボレー、ハーブソルトバス）  

バリ島で古くから伝わり、今も行われているスパイスやハーブの温かいボディパックは、筋

肉の緊張を緩めて疲れを和らげ、芯からの寛ぎへと導きます。 

 

90min. (90分)  Rp 1,400,000 (Government TAX & Service Charge not included) 

  

ROYAL LULUR 
 (oil massage on back, scrub Lulur, wrap & herbal bath) 

Royal Lulur is a traditional body treatment for Royal ladies before their wedding.  You will find your body skin gorgeously brilliant 

and perfumed after this beauty treatment. 

 
ロイヤル ルルール 

（背中オイルマッサージ、ボディスクラブ ルルール、ボディパック、ハーブバス） 

王家の女性が婚礼前の 7 日間に受けたというボディスクラブ ルルール。王族伝統のレシピで作られる贅沢なビューティー・トリートメントで、 

艶やかな肌と華やかに匂いたつ美しさを。 

 

90min. (90分)  Rp 1,400,000 (Government TAX & Service Charge not included) 

 

 



Other Massages その他のマッサージ 
 

 

BALINESE MASSAGE (feet bath, body massage with oil or body and head massage 

with/without oil) 

バリニーズ・マッサージ （フットバス後に顔を除く全身のオイルマッサージまたはドライマッサージ） 

90min. (90分)  Rp 1,400,000 (Government TAX & Service Charge not included) 

 

FEET, SHOULDER & HEAD (feet bath, scrub & massage + decollete, neck, 

shoulder & head massage) 
フット＆ヘッド （フットバス、フットスクラブ、フットマッサージ、胸元、首、頭皮マッサージ） 

足裏～膝下と、デコルテ～頭皮のマッサージです。足裏にある全身の反射区をリズミカルに刺激して、老廃

物で重たくなってしまったつま先から足首、そしてふくらはぎをすっきりと仕上げます。胸元から首、頭皮

のマッサージでは、淀んだ流れを清めるように、頭や肩だけでなく、心にも軽快さを取戻します。 

90min.(90分) IDR 1,400,000 (Government TAX & Service Charge not included 税・サ

ービス料別) 

 

PREGNANCY (feet bath & scrub, feet massage + facial treatment & head massage reserved for the pregnancy more than 16 

weeks, under 28 weeks only)    
マタニティー                                               
（フットバス、スクラブ、フットマッサージ、フェイシャルトリートメント、頭皮マッサージ）もうすぐママになる貴女のためのメニューです。おろそかになりが

ちな膝下のお手入れとマッサージに加えて、お顔のトリートメンと頭皮マッサージで、明るく透明感のあるお肌へと導きます。妊娠 16週以上 28週未満のお客様

が, ご予約いただけます。 

 

120min. (120分) IDR 2,000,000 (Government TAX & Service Charge not included 税・サービス料別) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To make a reservation at HOSHINOYA Bali Spa, please dial “0”. 

When you make a reservation, please read the “Important Notes about Spa Reservations at Hoshino Resorts. 

フロント 0番にて星のやバリスパのご予約を承っております。 

ごよやくをご検討の際には、次からのページにございます「星のやバリスパ予約時の注意事項」をお読みくださいませ。 


