
 

 

Kiriya Spa at LiT BANGKOK Hotel 
All price are quoted in Thai Bath and subject to 10% service charge and 7% VAT 

ボディマッサージ 

カーム マッサージ  (Calm Massage)        

タイ北部地方の緑豊かな渓谷のように緩やかな起伏を描いていくアロママッサージです。長く穏やか

なストロークで血行を促進、深いリラクゼーションの世界へ誘います。フレッシュなパイン、オリーブ、橙

花の香りに包まれ、風鈴や鈴の音が刻むやさしいリズムに身をゆだねてください。 

ホットシーシェル マッサージ (Hot Seashell Massage) 

熟練セラピストが、ホットシーシェルを絶妙の力加減でプレスしながら、筋肉の緊張を解きほぐしてい

きます。タイ南部地方の伝統的なパフォーマンスアートである “フールー・ヴァヒ（流水）”にヒントを

得た独自のマッサージテクニックで血行をよくし、五感を呼び覚まします。緩やかなさざ波と海の力強

さを背景に、内面から深い静けさに包まれることでしょう。 

バンブー マッサージ (Bamboo Massage)        

タイ東北部・イサ－ン地方の小気味いい音楽に合わせ、セラピストの優雅なハンドテクニックが体に

緩やかな圧をかけていきます。切りたてのバンブーを使用したマッサージで、ボディ全体に活力が蘇り、

弾むようなお肌を実感していただけます。 

   70 分   THB 2,500 ++ 

  90 分   THB 2,800 ++ 

120 分   THB 3,200 ++ 

140 分   THB 3,800 ++ 

タイマッサージ (Thai Massage)       

センと呼ばれる体のエネルギーラインに刺激を与える指圧と、受動的にヨガのポーズを作り出すストレ

ッチのテクニックを駆使するタイマッサージは、筋肉の緊張をほぐし、血行をよくして、心身ともに活性

化させてくれます。このオイルフリーのマッサージは、力強いマッサージをお好みのお客様に特におすす

めです。 

   70 分   THB 2,000 ++ 

  90 分   THB 2,400 ++ 

120 分   THB 2,800++  

140 分   THB 3,000 ++ 
 

ストレスリリーフ フットマッサージ (Stress Relief Foot Massage) 

３つのステップからなるフットマッサージは、ハーブを使用したフットクレンジングからスタート。その後、

足つぼをゆっくりとマッサージしながら、体全体に自然な平衡点を取り戻し、気の流れを整えます。最

後に、タマリンの果肉とパームシュガーをミックスしたホットパックで、乾燥で固くなったお肌をやわらかく

し、足を元の健康な状態に戻します。 

30 分   THB 750 ++ 

60 分   THB 1,200 ++ 
 

（フットバス、フットスクラブ付） 



 

 

Kiriya Spa at LiT BANGKOK Hotel 
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ボディスクラブ 

 

ハニー＆ハーブ スキンリフレッシュ   (Honey & Herbs Skin Refresh) 

 

遥か北、山のそよ風が香るフローラルな渓谷と、ランナー文化が伝えた古代の知恵から自然に生ま

れたヒーリングパワーによるトリートメントを お楽しみください。ターメリック、冷やしたプライ(ポンツク生

姜)の根、レモングラスの芯、ゴールデンライチハニーの成分が角質をやさしく取り除き、ボディ全体に

心地よいヒーリング効果をもたらします。 

セブングレイン スクラブ  (7 Grain Body Scrub) 

タイ東北部に広がるまばゆいばかりの黄金色の田園をご堪能ください。7 種類の穀物にフレッシュな

クリームとハニーを混ぜ合わせたユニークなライスボディスクラブのやさしいマッサージで乾燥で荒れたお

肌が取り除かれ、最高のボディになれる夢のような体験です。 

ココナツ スキンリフレッシュ (Coconut Skin Refresh)                 

タイ南部地方の さわやかな熱帯気候から生まれた 繊細でナチュラルなボディスクラブはココナツミ

ルク、黒ゴマ、軽くローストしたココナツの果肉、フィンガールートを丁寧にブレンド、乾燥で荒れたお

肌を、つやつや・なめらか・潤いあるお肌に蘇らせます。 

 50 分    THB 1,800 ++ 

 
 
 

 

 

ボディラップ 

ハニー&完熟パパイヤラップ (Honey & Ripe Papaya Wrap)     

魅惑的なナチュラルフルーツから抽出したボディラップで、豊かなハニーの香りに包まれれば、肌はふん

わり・なめらか。傷んだ細胞組織が蘇ります。 

  30 分     THB 1,500 ++ 

 

（フットバス、フットスクラブ付） 
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キリヤ パッケージ 

ノース エレガンス (The North Elegance) 

ハニー＆ハーブ スキンリフレッシュ   50 分    (THB 1,800B++ ) 

アカ コンプレス     50 分    (THB 1,800B ++) 

カームマッサージ     70 分    (THB 2,500B ++) 

  THB 5,200 ++    180 分   

   
 

ドーン インフルエンス (The Dawn Influence) 

 セブングレイン スクラブ                                  50 分    (THB 1,800B++) 

 ハニー&完熟パパイヤラップ   30 分    (THB 1,500B++) 

 バンブー マッサージ     70 分    (THB 2,500B++) 

     THB 4,500 ++   160 分  

     
 

サウスシー シークレット (South Sea Secret) 

ココナツ スキンリフレッシュ    50 分    (THB 1,800B++) 

ホットシーシェル マッサージ   70 分    (THB 2,500B++) 

    THB 3,600 ++    130 分 

   

 

セントラル セレニティ (Central Serenity) 

タイマッサージ     70 分  (THB 2,000B++) 

ストレスリリーフ フットマッサージ   60 分   (THB 1,200B++) 

    THB 3,000 ++   140 分 

 

  

（フットバス、フットスクラブ付） 
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キリヤ フェイシャル トリートメント (Kiriya Facial) 

 

お肌の中でもお顔は特にデリケート。そこで、キリヤでは受付時にカウンセリングを行い、お客様おひとりおひと

りのお肌タイプに合わせたトリートメントをご提案させていただきます。トリートメントには、クレンジング、トーニン

グ、ピーリング、マッサージ、パックが含まれます。当スパではピュアな天然素材のみを使用しておりますので、お

肌にやさしく効果的、お客様のお肌タイプに合わせてご利用いただけます。 

     60 分    THB 1,800 ++ 

 

 

アカ コンプレス (AKA Compress) 

アカ コンプレスには、究極の柔らかさを残しつつ、優れた熱吸収力を発揮する伝統的なインディゴカラー“モ

ー・ホム”をセレクト。ヒーリング効果のあるハーブが全身を包み込み、筋肉のうずきや痛みに温かい圧をかけ

ながら、緊張をときほぐし、血行を促進させます。 

  50 分    THB 1,800 ++ 

 
 

バス 

 

バブルバス (Bubble Bath)        

筋肉や関節の痛みを和らげ、徐々に血行をよくしてくれる、甘美なバスにたっぷり浸かり、真の快楽

をお楽しみください。 

 

スキンノーリッシュ ミルクバス (Skin Nourishing Milk Bath)   

ミルクのプロテインがお肌に浸透、ドライで敏感なお肌をすべすべにしてくれます。 

 

フローラルバス (Floral Bath)      

トロピカルフラワーをいっぱいに浮かべ、エッセンシャルオイルを注いだ贅沢なフローラルバス。現実の世

界をしばし忘れ、ボディをトータルリニューアルしてください。  

 

ハーバルバス (Herbal Bath)        

魅惑的なハーバルバスに心ゆくまでゆっくり浸かれば、本来の生き生きした健康を取り戻し、ストレス

からの完全開放をご経験いただるはずです。 

     25 分     THB 800 ++ 
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営業時間 

10:00-22:00（毎日） 

最終受付時間  

60 分以内のスパメニュー 21：00  

60 分以上のスパメニュー 19：00 

 

ご到着時間 

キリヤスパのサービスを最大限お楽しみいただくために、 

当日はご予約時間より前にお越しください。 

ロビーでお迎えした後、トリートメントルームへご案内いたします。 

 

お願い 

スパ内の静かな環境を保つためにご協力ください。 

携帯電話やその他の電子機器はお部屋のセーフティボックス等に保管される等、 

ご持参にならないようお願いいたします。 

 

ご注意 

高血圧、心臓疾患、アレルギー症、妊娠中の方、現在医学的治療を受けられている方は  

事前に担当医にご相談いただくことをおすすめいたします。 

サービスを受けられる前に、その旨セラピストにお知らせください。 

 

他のお客様のご迷惑になりますので、スパ施設内での喫煙、飲酒は固くお断りいたします。 

 

キャンセルポリシー 

ご予約の変更・取り消しのご連絡は 予約時間の 6 時間前までにお願いいたします。 

予約状況に応じ、ご予約の日時変更も可能です。 

ただし、4 時間以内のご連絡いただかなかった場合は 50％、ご連絡いただかなかった場合は 100％を     

キャンセル料として申し受けます。 

 

お支払い 

表示料金はすべてタイバーツ（THB）です。別途サービス料 10%、税 7%が加算されます。 

現金、またはクレジットカード（VISA/MASTER/JCB）がご利用いだたけます。 

ホテルにご宿泊のお客様はお部屋への請求も可能です。 

 


