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チバソムは風光明媚なタイ湾に面した、健康とウェルネスの

ための安らかな安息の場所です。あなたのライフスタイルに

癒しをもたらすために、心･身体･精神を一体化した健康

へのホリスティックなアプローチによって、独自の

自分探しの旅をどうぞ。

チバソムは20年以上にわたり、健康とウェルネスを求 

めるゲストに安らかな安息の場所を提供してきました。

当リゾートのプログラムはスパ、フィットネス、理学療法、

ホリスティック療法、栄養管理、および美容の６種類から成

り、ゲストの目標達成をサポートいたします。

まずはリトリートの決定してください。その後、ホリステ

ィックなアプローチで目標達成を目指し、プログラムへと

ご案内します。今直ぐチバソムのリトリートを選び、健康

とウェルネスを心ゆくまで追い求めてください。

人生の安息地
ここで癒しが始まります
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テイスト・オブ・チバソム

オプティマル・パフォーマンス

スパ・ウェルビーイング

ヨガ・フォー・ライフ

アート・オブ・デトックス

フィットネス

ナチュラル・リニューアル

ウェイト・マネージメント

セル・バイタリティー

クレニアル・リリーフ

エモーショナル・ウェルビーイング

テンション・リリース

サステイナブル・スリミング

リゾートアクティビティーと施設

客室

特典

宿泊条件

チバソムに滞在される目的をお探しください

（最短滞在期間3泊）

心身ともにエネルギーを補給し、若返り、活性化をはかります

（最短滞在期間3泊）

各種若返りトリートメントにより健康とウェルネスの感覚を取り戻します

（最短滞在期間3泊）

専用のヨガプログラムにより身体を若返らせ、心を落ち着かせ、精神を癒します

（最短滞在期間3泊）

個々のゲストに合わせた食事療法プログラムにより、身体から完全に毒素を取り除きます

（最短滞在期間5泊）

個々のゲストに合わせたフィットネスプログラムにより、健康的なライフスタイルの実現と維持をはかります

（最短滞在期間5泊)

自意識と安らぎの感覚を回復させます

（最短滞在期間5泊）

効果的な減量を目指し、身体運動とダイエットをバランス良く実践します

（最短滞在期間5泊）

ガンから回復したか寛解期にある方が、活力とくつろぎを再び得ることができます

（最短滞在期間10泊）

片頭痛からの解放、およびさらなる健康とウェルネスをもたらす新しいライフスタイルを見つけます

（最短滞在期間10泊）

ストレス、気分、心のくつろぎを制御する能力をマスターします

（最短滞在期間10泊）

エネルギーを充実させ心を解放して真の安らぎを見出します

（最短滞在期間10泊）

効果的に減量し健康的なライフスタイルを習慣化させていきます

（最短滞在期間14泊）

目次 ページ
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各リトリートには次の内容が
含まれます：

プライベート・ヘルス&ウェルネスコンサルテーション

１泊３食のウェルネスキュイジーヌ（到着日は夕食から）

無料フィジカル・アナリシス（任意）

無料スキン・コンサルテーション（任意）

デイリーフィットネス&レジャーアクティビティー（１日８クラス）

ウォーターセラピー・スイートの利用（スチーム、サウナ、
ジャグジー）

タイ式マッサージ、チバソム・マッサージ、インビゴレイティング・
マッサージ、リラクシング・フットマッサージ、オリエンタル・ス
カルプ・マッサージ、またはチバソム・スキン・ヘブン・ボディー・
ポリッシングより１泊につき１種
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テイスト・オブ
チバソム

チバソムで自己発見の旅に挑戦することの本質的な意味を見出してください。チバソムのヘルス＆
ウェルネス・アドバイザーが幅広い癒し、フィットネスプログラム、食事のオプションなどを案内
し、最適なプログラムの選択をお手伝いします。滞在の目的が純粋なウェルネス、またはライフスタ
イルの変革のいずれも、滞在中の体験が心から満足できるものとなるよう助力します。

3泊

1	 スパ・クラシック

2	 スパ・デラックス

1	 フィジオ・クラシック

1	 フィジオ・デラックス

1	 フィットネス・クラシック

10泊

2	 スパ・クラシック

3	 スパ・デラックス

1	 スパ・プレミアム

2	 フィジオ・クラシック

2	 フィジオ・デラックス

2	 フィジオ・プレミアム

3	 フィットネス・クラシック

2	 フィットネス・デラックス

1	 ホリスティック・デラックス

5泊

2	 スパ・クラシック

3	 スパ・デラックス

1	 フィジオ・クラシック

1	 フィジオ・デラックス

3	 フィットネス・クラシック

1	 フィットネス・デラックス

14泊

4	 スパ・クラシック

3	 スパ・デラックス

2	 スパ・プレミアム

2	 フィジオ・クラシック

2	 フィジオ・デラックス

2	 フィジオ・プレミアム

3	 フィットネス・クラシック

2	 フィットネス・デラックス

2	 フィットネス・プレミアム

2	 ホリスティック・デラックス

1	 ホリスティック・プレミアム

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、3回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：

7泊

2	 スパ・クラシック

3	 スパ・デラックス

1	 フィジオ・クラシック

2	 フィジオ・デラックス

3	 フィットネス・クラシック

2	 フィットネス・デラックス

1	 ホリスティック・デラックス
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チバソムでのご宿泊日数に応じて、次のリストよりご希望のトリートメントをお選びください：

1	ハイドロセラピーは、デトックス・バルネオセラピー、リバランシング・バルネオセラピー、フローテーション・セラピー、またはボディー・ジェット・ブリッツより	

	 選択可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	まで	Eメールにてお問い合わせください。

スパ・クラシック：

アロエヴェラ・ヘアー・インテンシブ

チバソム・シグネチャー・ディープ

ハンド・マッサージ

オリエンタルフットリチュアル

チバソム・シグネチャー・ミルクバス

スージング・アイ・トリートメント

ハイドロセラピーバス

ペディキュア

マニキュア

•
•

•
•
•
•
•
•

スパ・デラックス：

CACI	アイ・トリートメント

アクセレイト・ボディーシェイピング

ディープクレンジング・バック・

トリートメント

アロエ・ボディーマスク

ラグジュアリー・フットセラピー

ラグジュアリー・ハンドセラピー

パパイヤ・ボディーラップ

ペディ・プラス

•
•
•

•
•
•
•
•

フィジオ・クラシック（25分）：

クラニオ・マイオフィシャル・リリース

フィジオセラピー

ソフトティッシュ・モービライ

デーション

インター・Ｘセラピー

•
•
•

•

フィジオ・デラックス（50分）：

フェイシャル・リリースセラピー

ニューラック・メソッド ®

ボーン・デンシティー・エクササイズ

ダイナミック・コア・エクササイズ

ジャイロキネス、またはジャイロ

トニック®

H2O	ボディー・コンプレックス、

または	H2O	セラピー

インナー・コア・エクササイズ

キナセンティック・アセスメント

リファンクショナル・エクササイズ

•
•
•
•
•

•

•
•
•

フィットネス・クラシック（25分）：

スーパー・ストレッチ

ボディー・コンポジション・

アナリシス

パーソナル・トレーニング

•
•

•

フィットネス・デラックス：

コア・コーチング

グラヴィティー	500

キネシス

パーソナル・トレーニング

ピラティス

トラベル・トレーニング

TRX

ヨガ

•
•
•
•
•
•
•
•

ホリスティック・デラックス：

指圧リフレクソロジー

チ・ネイ・サン（イアアブリフレックス）

クリスタルクォンタムマッサージ

ドライスキン・ブラッシング

ミーン指圧療法

シロビャンガ

スパ・プレミアム：

チバソム・シグネチャー・ハーバル

マッサージ

CACI	アクネ＆プレミッシュ

CS	シグネチャー・トータル

ボディーケア

マニュアル・リンパティック

ドレナージ（80分）

CACI	ディープ・リンクル・

トリートメント

チバソム・スキン・ヘブンフェイシャル

チバソム・スパヘブン・ボディー

コクーン

マリンマッドラップ

フィジオ・プレミアム：

背中・首・肩マッサージ（50分）

ボディー・バランシング（80分）

ディープティッシュ・マッサージ 

（50分）

ファストトラック・バックリリース

（50分）

フィジオセラピー（50分）

ソフトティッシュ・マッサージ 

（50分）

ストレスリリース・セラピー（80分）

フィットネス・プレミアム：

アドベンチャー・トレーノイング 

（90分）

アクアティック・セラピー（ワツ）

EMS

3’Ps	パーフェクト・フィットネス

ホリスティック・プレミアム：

自然療法

栄養コンサルテーション

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
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オプティマル・
パフォーマンス

「オプティマル・パフォーマンス」リトリートで心身ともにエネルギーを補給し、若返り、活性化をは
かります。身体のフィットネスの回復に役立て、現在のパフォーマンス能力を最高にするようにプログ
ラムされており、ゲストのニーズに合ったプログラムをご提供します。「オプティマル・パフォーマン
ス」リトリートは痛みを解消し、姿勢を改善し、最高のフィットネスを実現し、フィットネスとフィジ
オセラピー部門のトリートメントを相互補完的に組み合わせてあなたの目標達成をサポートします。

3泊

2	 リファンクショナル・エクササイズ	

	 （50分）1

1	 フィジオセラピー（25分）2

1	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）3 

1	 スーパー・ストレッチ（25分）

10泊

2	 リファンクショナル・エクササイズ	

	 （50分）1

3	 フィジオセラピー（25分）2

2	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）3

3	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 キネステティック・アセスメント

2	 パーソナル・トレーニング	4

1	 デトックス・バルネオセラピー 

	 （25分）

3	 ニューラック・メソッド®（25分）

1	 ラディアルショックウェイブ・

	 セラピー（25分）

1	 指圧リフレクソロジー

5泊

2	 リファンクショナル・エクササイズ	

	 （50分）1

2	 フィジオセラピー（25分）2

1	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）3  

2	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 キネステティック・アセスメント

1	 パーソナル・トレーニング	4

14泊

4	 リファンクショナル・エクササイズ	

	 （50分）1

4	 フィジオセラピー（25分）2

2	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）3

4	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 キネステティック・アセスメント

2	 パーソナル・トレーニング	4

2	 デトックス・バルネオセラピー 

	 （25分）

4	 ニューラック・メソッド®（25分）

2	 ラディアルショックウェイブ・

	 セラピー（25分）

1	 ストレスリリース・セラピー

1	 指圧リフレクソロジー		5

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：

7泊

2	 リファンクショナル・エクササイズ	

	 （50分）1

2	 フィジオセラピー（25分）2

2	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）3  

2	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 キネステティック・アセスメント

2	 パーソナル・トレーニング	4

1	 デトックス・バルネオセラピー 

	 （25分）

1	 ニューラック・メソッド® 
 （25分）

1 リファンクショナル・エクササイズ（50分）は、H2O	ボディコンプレックス、ダイナミックコアスタビリティ、ジャイロトニック、ジャイロキネシス、メタボリック

	 呼吸エクササイズ、インナーコアエクササイズ、ボーンデンシティー、またはトーニングボールから選択可能
2	フィジオセラピー（25分）は、ソフトティッシュ・モービライデーション、インター	Xセラピー、または頭部、および顔面マッサージから選択可能
3	ディープティッシュ・マッサージ（50分）は、背首肩マッサージ、またはファストトラック・バックリリースに変更可能
4	パーソナル・トレーニングは、ピラティス、またはヨガから選択可能
5	指圧リフレクソロジー（50分）は、チ・ネイ・サン、イアアブリフレックス、または頭部仙骨セラピーに変更可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。
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スパ・
ウェルビーイング

「スパ・ウェルビーイング」リトリートで健康的な感覚を取り戻します。様々な若返りトリートメン
トによって若々しい肌と健康的な見た目を手に入れ、日々の仕事と生活のストレスから解放されまし
ょう。チバソムでは、美を求める心がバランスを回復させると考えています。チバソムの経験豊かな
医学チームと最先端のテクノロジーによってゲストのニーズにお応えし、心と身体と精神のバランス
を取り戻すリトリートを提供いたします。

3泊
1	 スキン・フェイシャル・アナリシス
1	 五要素マッサージ
1	 チバソム・スパへブン・ボディー 
	 コクーン	1

1	 バイオプラズマ
1	 ジェットピール

10泊
1	 スキン・フェイシャル・アナリシス
1	 スパフェイシャルコンサルテーション
1	 五要素マッサージ
2	 チバソム・スパへブン・ボディー 
	 コクーン	1

1	 バイオプラズマ
1	 ジェットピール
1	 レブライトフェイス、または
	 レーザージェネシス
1	 チバソム・シグネチャー・
	 ハーバルマッサージ
1	 スパフェイシャルセラピー（70分）2

1	 ビーナスレガシーボディ
1	 アクセレイト・ボディーシェイピング
1	 マヤ・マッサージ

5泊
1	 スキン・フェイシャル・アナリシス
1	 五要素マッサージ
1	 チバソム・スパへブン・ボディー 
	 コクーン	1

1	 バイオプラズマ
1	 ジェットピール
1	 レブライトフェイス、または
	 レーザージェネシス
1	 チバソム・シグネチャー・
	 ハーバルマッサージ

14泊
1	 スキン・フェイシャル・アナリシス
1	 スパフェイシャルコンサルテーション
1	 五要素マッサージ
2	 チバソム・スパへブン・ボディー 
	 コクーン	1

1	 バイオプラズマ
2	 ジェットピール
1	 レブライトフェイス、または
	 レーザージェネシス
1	 チバソム・シグネチャー・
	 ハーバルマッサージ
2	 スパフェイシャルセラピー（70分）2

1	 ビーナスレガシーボディ
2	 アクセレイト・ボディーシェイピング
1	 マヤ・マッサージ
1	 南インド・パンパーリング
1	 パパイヤ・ボディーラップ
1	 オリエンタル・フッドリチュアル
1	 へアーインテンシブ・リチュアル

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：

7泊
1	 スキン・フェイシャル・アナリシス
1	 五要素マッサージ
2	 チバソム・スパへブン・ボディー 
	 コクーン	1

1	 バイオプラズマ
1	 ジェットピール
1	 レブライトフェイス、または
	 レーザージェネシス
1	 チバソム・シグネチャー・
	 ハーバ	ルマッサージ
1	 アクセレイト・ボディーシェイピング
1	 スパフェイシャルセラピー（70分）

1	チバソム・スパへブン・ボディーコクーンは、クレンジングコクーン、リバイタライジングコクーン、またはサイアムリチュアルコクーンから選択可能
2	スパフェイシャルセラピーは、チバソムのスキンヘイブンフェイシャル、リバランシングフェイシャル、または若返りフェイシャルから選択可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。
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ヨガ・フォー・
ライフ

ヨガの実践と哲学は、身体を若返らせ、心を平静にし、より自意識を研ぎ澄ませることで精神を癒し
ます。ヨガクラスへの参加、または一対一で講師の指導を受け、瞑想、プラナヤマ、アーユルヴェーダ
の清浄方法など、ヨガのあまり知られない面に触れることでヨガの知識と技能を深めましょう。生活
のための「ヨガ」リトリートはあなたを自己発見、癒し、更に心の平安へと導きます。

3泊

2	 ヨガ（80分）1

1	 プラナヤマ（50分）

1	 ムードミスト

1	 ヨガ・ストラップ

5泊

3	 ヨガ（80分）1

1	 プラナヤマ（50分）

1	 瞑想（50分）

1	 ムードミスト

1	 ヨガ・ストラップ

14泊

10	ヨガ（80分）1

1	 プラナヤマ（50分）

1	 瞑想（50分）

1	 ムードミスト

1	 ジャラネティ

2	 アブヤンガ

1	 シロダラ

1	 ヨガ・ストラップ

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：

7泊

4	 ヨガ（80分）1

1	 プラナヤマ（50分）

1	 瞑想（50分）

1	 ムードミスト

1	 ジャラネティ

1	 アブヤンガ

1	 ヨガ・ストラップ

10泊

6	 ヨガ（80分）1

1	 プラナヤマ（50分）

1	 瞑想（50分）

1	 ムードミスト

1	 ジャラネティ

1	 アブヤンガ

1	 シロダラ

1	 ヨガ・ストラップ

1 ヨガはハサヨガ、ヴィニャサ、またはアシュタンガから選択可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。
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アート・オブ・
デトックス

「アート・オブ・デトックス」リトリートは、個人対応のダイエットに特化したプログラムです。達
成したい目標に向けて食生活を変える、またはより小さなステップから始めます。担当のアドバイザ
ーが理想的なダイエット探し、マクロおよびマイクロな栄養素のバランシングをお手伝いします。ハ
ーブと栄養補助剤は、体内の毒素を浄化するための解毒プロセスを最も効果的に作用させます。この
リトリートを通じて、健康を最適な形で維持する消化と新陳代謝のシステムをもたらす、より優れた
栄養食品を見つけ出してください

5泊
3〜5日間のクレンジング・ダイエット
1	 デトックス・サプリメントセット
2	 マヤ・マッサージ、またはマニュル・	
	 リンパティック・ドレナージ（45分）

2	 腸内洗浄	1

1	 プラナヤマ
1	 スーパー・ストレッチ（25分）
1	 ムードミスト

14泊
3〜5日間のクレンジング・ダイエット
2	 デトックス・サプリメントセット
4	 マヤ・マッサージ、またはマニュル・	
	 リンパティック・ドレナージ（45分）

4	 腸内洗浄	1

1	 プラナヤマ
2	 スーパー・ストレッチ（25分）
1	 ボディー・ジェット・ブリッツ
1	 チバソム・スパヘブン・ボディー
	 コクーン
2	 デトックス・バルネオセラピー
1	 自然療法コンサルテーション
1	 アート・オブ・デトックス・

	 クッキング・クラス 2

1	 指圧リフレクソロジー
1	 ドライスキン・ブラッシング

1	 鍼灸	3

1	 ムードミスト

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジー
ヌ、および下記のサービスをご利用いただけます：

7泊
3〜5日間のクレンジング・ダイエット
1	 デトックス・サプリメントセット
2	 マヤ・マッサージ、またはマニュル・	
	 リンパティック・ドレナージ（45分）

3	 腸内洗浄	1

1	 プラナヤマ
1	 スーパー・ストレッチ（25分）
1	 チバソム・スパヘブン・ボディー
	 コクーン
2	 デトックス・バルネオセラピー
1	 ムードミスト

10泊
3〜5日間のクレンジング・ダイエット
1	 デトックス・サプリメントセット
3	 マヤ・マッサージ、またはマニュル・	
	 リンパティック・ドレナージ（45分）

4	 腸内洗浄	1

1	 プラナヤマ
1	 スーパー・ストレッチ（25分）
1	 チバソム・スパヘブン・ボディー
	 コクーン
2	 デトックス・バルネオセラピー
1	 自然療法コンサルテーション
1	 アート・オブ・デトックス・

	 クッキング・クラス 2

1	 ボディー・ジェット・ブリッツ
1	 ムードミスト

1 腸内洗浄は、チ・ネイ・サン、またはイアアブリフレックスに変更可能
2 アート・オブ・デトックス・クッキング・クラスは、ナチュラルフードに変更可能
3 鍼灸は、指圧、または井穴刺絡鍼灸に変更可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。
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フィットネス チバソムの「フィットネス」リトリートは、健康目標を達成できるように体を鍛えることを目的と
し、自信を得るのみならず、健康的な素晴らしいライフスタイルを維持するために必要な手段を得る
内容を提供します。経験豊かなトレーナーとフィジオセラピストを擁するクラスでは、最良のフィッ
トネス状態と健康の維持に役立つ個別の食事プランなど、多彩なプログラムを通じて指導します。

5泊

1		 フィットネス・アセスメント

2		 パーソナル・トレーニング	1

2			スーパー・ストレッチ（25分）

1			ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）2

1	 H2O	ボディー・コンプレックス	3

1	 EMS	4

14泊

2	 フィットネス・アセスメント

8	 パーソナル・トレーニング	1

8	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）2

2	 H2O	ボディー・コンプレックス	3

1	 栄養コンサルテーション

1	 EMS	4

2	 低酸素トレーニング	5

7泊

1	 フィットネス・アセスメント

2	 パーソナル・トレーニング	1

2	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）2

1	 H2O	ボディー・コンプレックス	3

1	 栄養コンサルテーション

1	 EMS	4

1	 低酸素トレーニング	5

10泊

1	 フィットネス・アセスメント

5	 パーソナル・トレーニング	1

3	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）2

1	 H2O	ボディー・コンプレックス	3

1	 栄養コンサルテーション

1	 EMS	4

2	 低酸素トレーニング	5

1 パーソナル・トレーニングは、ピラティス、キネシス、ブートキャンプ、TRX、フリーダム，コア・コーチング、またはグラヴィティー	500から選択可能
2	ディープティッシュ・マッサージは、背首肩マッサージ、またはファストトラック・バックリリースに変更可能
3 	H2O	ボディー・コンプレックスは、酸素パワーフィットネス、またはメタボリック呼吸エクササイズに変更可能
4 	EMS	は、このトリートメントが健康状態に相応しくないときにはパーソナル・トレーニングに変更可能
5 低酸素トレーニングは、このトリートメントが健康状態に相応しくないときはアドベンチャー・トレーノイング、またはアクアティックセラピーにに変更可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：



13

ナチュラル・
リニューアル

「ナチュラル・リニューアル」リトリートは、慢性的な健康問題をお持ちの方、または気分が良くな
い方々のために特別に準備されたプログラムです。チバソムの専門家が健康問題の根源を探し当て、
栄養学、およびハーブ療法により、心と身体と精神を一新するリトリート・プログラムを作成しま
す。「ナチュラル・リニューアル」リトリートでは自意識と安らぎを再び得ることができます。

5泊

1	 瞑想（50分）1

1	 パーソナル・トレーニング	2

1	 ホリスティック・ヘルス	3

1	 ストレスリリース・セラピー

	 （80分）

1	 ムードミスト

1	 緘灸	4

14泊

2	 瞑想（50分）1

2	 パーソナル・トレーニング	2

1	 ヨガ（50分）

4	 ホリスティック・ヘルス	3

1	 ストレスリリース・セラピー

	 （80分）

1	 ムードミスト

1	 アクアセラピー（ワツ）

1	 チバソム・スパヘブン・ボディー

	 コクーン

2	 スーパー・ストレッチ（25分）

2	 緘灸	4

1	 ハイドロセラピー	5

1	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）

7泊

1	 瞑想（50分）1

1	 パーソナル・トレーニング	2

2	 ホリスティック・ヘルス	3

1	 ストレスリリース・セラピー（80分

1	 ムードミスト

1	 緘灸	4

1	 チバソム・スパヘブン・ボディー

	 コクーン

1	 ハイドロセラピー	5

10泊

1	 瞑想（50分）1

2	 パーソナル・トレーニング	2

3	 ホホリスティック・ヘルス	3

1	 ストレスリリース・セラピー

	 （80分）

1	 ムードミスト

1	 アクアセラピー（ワツ）

1	 チバソム・スパヘブン・ボディー

	 コクーン

1	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 緘灸	4

1	 ハイドロセラピー	5

1	 ディープティッシュ・マッサージ 

	 （50分）

1 瞑想は、プラナヤマ、タイチ、またはヨガに変更可能
2	パーソナル・トレーニングは、ピラティス、キネシス、ブーツキャンプ、TRX、フリーダム、コア・コーチング、指圧リフレクソロジーから選択可能
3	ホリスティック・ヘルスは、チ・ネイ・サン、イアアブリフレックス、霊気ジェムストーンセラピー、シロブヤガ、指圧リフレクソロジー、ドライスキン・ブラッシング、	

	 またはクリスタルクォンタムマッサージから選択可能
4	緘灸は、指圧、フェイシャル緘治療、または井穴刺絡鍼灸に変更可能
5	ハイドロセラピーは、ボディジェットブリッツ、デトックス・バルネオセラピー、フローテーション・セラピー、またはリバランシング・バルネオセラピーから選択可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：
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ウェイト・
マネージメント

減量は、ライフスタイルに著しい変更や制限を加えるのではなく、身体を成長させる健全な手法をお奨
めします。個別指導員が一対一で、ダイエットと合わせてバランス運動を行うことを手助けします。減
量達成というニーズに合わせるだけではなく、チバソム滞在後も健康で持続可能なライフスタイルを
続けるための、貴重な知識もご提供します。

5泊

1	 フィットネス・アセスメント

2	 パーソナル・トレーニング	1

1	 栄養コンサルテーション

 （最適体重用）

2	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 低酸素トレーニング	2

14泊

2	 フィットネス・アセスメント

9	 パーソナル・トレーニング	1

2	 低酸素トレーニング	2

1	 栄養コンサルテーション

 （最適体重用）

6	 スーパー・ストレッチ（25分）

3	 H2O	ボディー・コンプレックス	3

1	 MBSR（ストレス解消アドバイス）

1	 クッキング・クラス	4

7泊

1	 フィットネス・アセスメント

3	 パーソナル・トレーニング	1

1	 栄養コンサルテーション

 （最適体重用）

3	 スーパー・ストレッチ（25分）

2	 低酸素トレーニング	2

10泊

1	 フィットネス・アセスメント

6	 	パーソナル・トレーニング	1

2	 低酸素トレーニング	2

1	 栄養コンサルテーション

 （最適体重用）

4	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 H2O	ボディー・コンプレックス	3

1	 MBSR（ストレス解消アドバイス）

1 パーソナル・トレーニングは、ピラティス、キネシス、ブートキャンプ、TRX、フリーダム、コア・コーチングまたはグラヴィティー500から選択できます
2	低酸素トレーニングは、お客様の健康状態に相応しくないときはアドベンチャー・トレーノイングまたはアクアティックセラピーに変更になります
3	H2O	ボディコンプレックスは酸素パワーフィットネスまたはメタボリック呼吸エクササイズに変更可能
4	クッキング・クラスはナチュラルフードに変更可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：
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セル・
バイタリティー

「セル・バイタリティー」リトリートはガンから回復した、あるいは寛解期のゲストを幇助する目的
に沿い注意深くプログラムされています。この包括的なリトリートは、ウェルビーイングの専門家が
活力と健康の回復に役立てるために開発しました。ゲスト自身が専門的なダイエットプランによって
食欲を回復し、経験豊かなセラピストの助力によって心身の健康を刺激され、ナチュロ・パセティッ
ク医により細胞の健康を強化できるように専用のプログラムが準備されます。

14泊

1	 自然療法コンサルテーション

1	 バイオフィードバックによるリバラ 

	 ンス

2	 緘灸	1

4	 ホリスティック・ヘルス	2

3	 プラナヤマ

4	 リファンクショナル・エクササイズ 

	 （50分）3

1	 チバソム・スキンヘイブン・

	 フェイシャル

1	 ジェットラグセラピー

1	 ムードミスト

2	 スーパー・ストレッチ（25分）

10泊

1	 自然療法コンサルテーション

1	 バイオフィードバックによる

	 バランス回復

1	 緘灸	1

3	 ホリスティック・ヘルス	2

2	 プラナヤマ

2	 リファンクショナル・エクササイズ 

	 （50分）3

1	 チバソム・スキンヘイブン・

	 フェイシャル

1	 ジェットラグセラピー

1	 ムードミスト

1 緘灸は、指圧、または井穴刺絡鍼灸に変更可能
2	ホリスティック・ヘルスは、頭顔部セラピー、霊気ジェムストーンセラピー、または指圧リフレクソロジーから選択可能
3	リファンクショナル・エクササイズ（50分）は、ジャイロトニック®、ジャイロキネシス、メタボリック呼吸エクササイズ、またはボディ覚醒エクササイズから選択可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：
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クレニアル・
リリーフ

「クレニアル・リリーフ」リトリートは、片頭痛と生活を妨げる頭痛に悩む方のために考案しました。
総合的、およびフィジオセラピートリートメントを結合することによって、瞑想、頭と顔の筋肉をリ
ラックスさせる具体的な運動や新鮮な有機食品による栄養豊かな食材を使った特別なダイエットプラ
ンにより安定を取り戻す方法を見出します。

14泊

1	 自然療法コンサルテーション

1	 バイオフィードバックによる

	 バランス回復

2	 緘灸	1

3	 ホリスティック・ヘルス	2

2	 ストレスリリース・セラピー	3

1	 シロダラ

3	 背首肩マッサージ

2	 頭部筋膜の施術

3	 ヨガ（50分）

10泊

1	 自然療法コンサルテーション

1	 バイオフィードバックによる

	 バランス回復

1	 緘灸	1

2	 ホリスティック・ヘルス	2

1	 ストレスリリース・セラピー	3

1	 シロダラ

2	 背首肩マッサージ

2	 頭部筋膜の施術

2	 ヨガ（50分）

1 鍼灸は、指圧、または井穴刺絡鍼灸に変更可能
2	ホリスティック・ヘルスは、シロブヤンガ、ミエン指圧、頭仙骨セラピー、霊気ジェムストーンセラピー、または指圧リフレクソロジーから選択可能
3	ストレスリリース・セラピーは、ボディバランシングに変更可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：
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エモーショナル・
ウェルビーイング

「エモーショナル・ウェルビーイング」リトリートでご自身のストレス、ムードと健康全般を制御す
る能力を身に付けます。ストレス過剰または気力過小を感じる方のために創りだされたこのリトリー
トは、心、身体、精神を若返らせるようにプログラムされています。健康的な手法で緘灸、心と身体
のセラピー、最適な食事、規則的なフィットネスと安定した睡眠パターンなどをご案内します。

14泊

2	 自然療法コンサルテーション

2	 ヨガ（50分）1

2	 緘灸	2

3	 ホリスティック・ヘルス	3

3	 プラナヤマ

4	 リファンクショナル・エクササイズ 

	 （50分）4

1	 ムードミスト

2	 クッキング・クラス	5

1	 アクアティック・セラピー（ワツ）

10泊

1	 自然療法コンサルテーション

2	 ヨガ（50分）1

1	 緘灸	2

3	 ホリスティック・ヘルス	3

2	 プラナヤマ

3	 リファンクショナル・エクササイズ	

	 （50分）4

1	 ムードミスト

1	 クッキング・クラス	5

1 ヨガは、ハサヨガ、ヴィニャサ、またはアシュタンガより選択可能
2	緘治療は、指圧、または井穴刺絡鍼灸に変更可能
3	ホリスティック・ヘルスは、頭顔部セラピー、霊気ジェムストーンセラピー、または感治療リフレクソロジーより選択可能
4	リファンクショナル・エクササイズ（50分）は、ジャイロトニック®、ジャイロキネシス、メタボリック呼吸エクササイズ、またはボディ覚醒エクササイズより選択可能
5	クッキング・クラスは、ナチュラルフードに変更可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：
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テンション・
リリース

日常生活のストレスから脱却し、心と身体を解放して自己の内奥にある真の平和を発見します。「テン
ション・リリース」リトリートは、高血圧に悩む方がバランスを保った生活を再構築するために役立つ
よう慎重にプログラムされています。栄養相談を通じて塩分の摂取を管理し、心臓血管系の健康に役立
つ健全な体重維持とダイエット補助剤を適切に使用する簡単なやり方を発見します。さらに、個人に対
応したフィットネスプログラムにより活力を増進し、弱力感と疲労感を軽減しストレス解消に向けた道
を提供します。

14泊

1	 自然療法コンサルテーション

1	 バイオフィードバックによる

	 バランス回復

3	 緘灸	1

2	 ボディ覚醒エクササイズ	2

3	 ホリスティック・ヘルス	3

4	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 ムードミスト

2	 瞑想

2	 ピラティス	4

1	 クッキング・クラス	5

1	 チバソム・シグネチャー・ディープ 

	 ハンド・マッサージ

2	 オリエンタルフット・リチュアル

10泊

1	 自然療法コンサルテーション

1	 バイオフィードバックによる

	 バランス回復

2	 緘灸	1

1	 ボディ覚醒エクササイズ	2

2	 ホリスティック・ヘルス	3

3	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 ムードミスト

1	 瞑想

1	 ピラティス	4

1	 クッキング・クラス	5

1	 チバソム・シグネチャー・ディープ 

	 ハンド・マッサージ

1	 オリエンタルフット・リチュアル

1 緘灸は、指圧、または井穴刺絡鍼灸に変更可能
2	ボディ覚醒エクササイズは、ジャイロトニック®、またはジャイロキネシスに変更になることがあります
3	ホリスティック・ヘルスは、頭部仙骨セラピー、霊気ジェムストーンセラピー、または指圧リフレクソロジーから選択可能
4	ピラティスは、タイチ、またはヨガに変更可能
5	クッキング・クラスは、ナチュラルフードに変更可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：
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サステイナブル・
スリミング

チバソムの「サステイナブル・スリミング」リトリートで効果的に減量し健康的なライフスタイルへ
の道を踏み出しましょう。包括的な運動プログラムを始めることで、安定的かつ健全な方法で減量す
ることが可能です。チバソムの料理チームが栄養豊かな食事をサポートし、フィジオセラピストが正
しい姿勢と柔軟性を強化する方法をご指導します。リトリートの完了時には、今後最適な体重を維持
するために必要な技能、知識と自信が備わっているでしょう。

14泊

3〜7クレンジング・ダイエット

1	 デトックス・サプリメントセット

1	 フィットネス・アセスメント

1	 栄養コンサルテーション

2	 マヤ・マッサージ	1

2	 アキュスリム	2

2	 	H2O	セラピー	3

2	 ホリスティック・ヘルス	4

2	 メタボリック呼吸エクササイズ

4	 パーソナル・トレーニング

5	 スーパー・ストレッチ（25分）

1	 チバソム・スパヘブン・ボディー

	 コクーン

1 マヤ・マッサージは、マニュアル・リンパティックドレナージに変更可能（45分）
2	アキュスリムは、指圧、または井穴刺絡鍼灸に変更可能
3	H2O	セラピーは、酸素パワーフィットネスに変更可能
4	ホリスティック・ヘルスは、チ・ネイ・サン、イアアブリフレックス、頭部仙骨セラピー、または指圧リフレクソロジーから選択可能

さらに長期のご滞在も承ります。詳細については	reservation@chivasom.com	までEメールにてお問い合わせください。

チバソム・リトリートの滞在中は、選択された毎日のトリートメント、３回のウェルネス・キュイジーヌ、
および下記のサービスをご利用いただけます：
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リゾートアクティビティーと
施設

アクティビティー
チバソムでは多彩なリゾートアクティビティーをご用意し、毎週さまざま
なグループ活動や滞在中毎日新たな体験を提供できるようプランしてい
ます。その活動のごく一部として･･･３人一組のエアロビックス、タイチ
ー、アクアアエロビックス、ボディアウェイクニング、ジャイロキネシ
ス、ハタヨガ、タイボクシング、ズンバなどをご用意しています。詳細に
ついては毎日のアクティビティースケジュールをご覧ください。

レストラン
チバソムのウェルネス・キュイジーヌはリトリートのダイエットプランに
従って供されます。適切なダイエットは健康と長寿の基盤であると確信し
ており、すべての食事は新鮮な食材を使い低脂肪と低カロリーを実現して
います。当リゾートの「エメラルド・ルーム」と「テイスト･オブ･サイア
ム」レストランでは、洗練されたインターナショナル料理、タイ料理を取
り揃えています。オーキッド・ラウンジでは各種モクテル、ティーなどを
ご用意しています。

施設
ライブラリー：ライブラリーには、自由にご利用にになれるパソコン、
Wi-Fi	設備をご用意しています。

ウォーター・ファシリティー：屋内・外プールをご利用いただけます。

スパ：サウナ、スチーム、ジャグジー、冷水プランジプールを完備。
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人生の安息地
ここから癒しの旅が始まります



BATHROOM
TOILET

26 27

ROOM FLOOR PLANS

Juniper
1 Room  (68 m2)
Nestled between the sea and the 
sky, this top floor suite lets you 
gaze across the expansive vista 
of the Gulf of Thailand. The 
elegant Juniper Suite also offers 
a separate living room.

Ocean Deluxe Room
13 Rooms (48 m2) 
The Ocean Deluxe Room is 
where you find blissful comfort 
in spacious living with a separate 
bathroom, a dressing room and 
a terrace.

Ocean Room
11 Rooms (34 m2) 
Stay close to the ocean with a 
terrace overlooking the beautiful 
Gulf of Thailand and the lush 
resort landscape. The Ocean 
Room indulges you with peace 
and serenity both inside and out.    

Anchan
1 Room (63 m2) 
The Anchan Room spans 
even more space and comes 
with a larger terrace offering 
breathtaking views. This 
spacious luxury instils a sense 
of lasting comfort while the 
peaceful decor entices deep 
relaxation. 

Ocean Premium Room
5 Rooms (54 m2) 
Relax against the backdrop of 
the turquoise sea in the most 
spacious of all Ocean Rooms. 
This haven of comfort has a 
separate bathroom, a living 
area and a dressing room. 

Thai Pavilion
17 Rooms (36 m2)
Our Thai Pavilion beautifully 
captures the essence of Thai 
architecture with its authentic 
traditional design. Each 
Pavilion features a shared 
terrace and an outdoor Sala 
sitting area. 
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Patchouli
1 Room (70 m2)
Live the luxury in the spacious 
Patchouli Suite with a separate 
living room and a large terrace 
overlooking the ocean.

Champaka
2 Rooms (104 m2)
The Champaka Suite promises 
a truly exquisite retreat 
with its generous space in 
every room, from a separate 
bathroom and a living room to 
an extended terrace facing the 
vast sea.

Jasmine
1 Room (89 m2)
Whether you are relaxing in 
your bedroom or having a 
pleasant time in your separate 
living room, access to the ocean 
view is always within your reach 
with a terrace that connects the 
two rooms.

Golden Bo
1 Room (102 m2)
Adorned with Thai silk, 
teakwood and bamboo, the 
Golden Bo is an ideal place 
to soak up the authentic Thai 
ambience. This exquisite and 
indulgent suite offers  
a large separate living room, 
a dressing room, dining room 
and a shaded terrace with 
stairs leading to the swimming 
pool, as well as an upstairs 
terrace where you can enjoy an 
afternoon repose on a daybed. 

Leelawadee
1 Room (147 m2)
In our most exclusive and largest suite, you will be surrounded by true 
comfort of home. This secluded haven offers not only a spacious living 
and dining area, two bathrooms with three toilets and a luxurious 
bedroom with a dressing area, but also an outdoor terrace with Jacuzzi 
and a tranquil private garden.
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アワード

チバソムは、長年に渡り世界トップクラスのヘルス＆ウェルネスリゾートとして広く認知されてきました。当リゾートは、ご利用いただいたゲストの
ライフスタイル改善と向上に情熱を捧げ献身してきた結果、多数の賞を受賞しています。

ベスト医療サービスアワード

スパファインダー・ウェルネス365！　ウェルネス・トラベルアワード	2015

インテル-AIM　コーポレート・レスポンシビリティーアワード

企業の社会責任アジアフォーラム	2015

旅行業持続的開発賞	-	都市部宿泊施設の部（第１位）

スコール・インターナショナルアワード	2015

グリーンスパ（第１位）

タイ・スパ＆ウェルビーイング	2015

ホアヒン特別推奨賞

ザ・ワールドホテルアワード	2015

海外ヘルス＆ウェルネス施設	トップ	３

7年連続受賞、および海外リゾートベスト	10

ラグジュアリー・トラベルマガジン	2015	ゴールドリスト	

ベスト・デスティネーションスパ

コンデナスト・トラベラー　スパアワード	2015
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ご利用規約

予約とキャンセル：

ご予約はクレジットカードにより保証されます。到着日前14日前までのキャンセル

は、料金の50％、以降、およびリゾート到着後の取消、または宿泊期間の短縮は

100％のキャンセル料が発生します。2016年12月20日から2017年１月５日まで

の期間は、７泊からのご予約と60日前までのキャンセル通知をお願いいたします。

チェックインとチェックアウト時間：

チェックインは午後２時	/	チェックアウト時間は正午０時。

チバソムのポリシー：

当リゾートでは全てのゲストに穏やかな安らぎの空間を提供するため、16歳未満の

お子様の入館はお断りしています。また、携帯電話、iPhone、E	リーダー、キンド

ル、ブラックベリー、iPad、PDA、カメラ、パーソナルコンピューターは、客室内

ではご利用いただけますが、公共の場所でのご使用はご遠慮いただいています。チ

バソムの健康を促進する環境を重視し、当リゾートではアルコール飲料の提供を夜

間のシャンパンとワインのみに限定し、喫煙は屋外の特定の場所のみに限定してい

ます。

e	リーダーデバイス（電子書籍）のご利用が広まってきておりますが、他のゲストの

のプライバシーとチバソムの静寂な雰囲気を保持するために、公共の場所での使用

をご遠慮いただいています。屋外での利用をご希望の際は、スタッフまでお申し出

ください。潮の満ち引きによりお応え出来ない場合もありますが、ビーチにサンラ

ウンジャーをご用意させていただきます。ライブラリー、客室での	e	リーダーなど

の無音声デバイスはご利用いただけます。リゾート滞在中は、ライブラリーの書物

を借り出されることをお奨めします。

ガラディナー：

12月31日夜のガラディナーは、THB14,500（１名）の追加料金が適用されま

す。17.7%のV.A.T（税金）およびサービス料が別途加算されます。

スペシャル・リクエスト：

非アレルギー性枕、特別な食事制限、その他のスペシャル・リクエストはご予約の

際にお申し出ください。

ピークシーズン（2016年12月20日―2017年１月５日）：

最もご宿泊のリクエストが多いピークシーズンは、より多くのリクエストにお応え

するため、１部屋2名様での予約のみ承ります。また、7泊以上のご予約のみご利用

いただけます。予めご了承ください。

その他の条件：

表示料金は、空室状況などによりご利用いただけない場合があります。すべての料

金提示は、事前の予告なく変更されることがあります。チバソムの予約条件、およ

びその他の条件も変更されることがあります。

トリートメント予約の変更とキャンセル：

各リトリートに含まれるトリートメント、および追加のトリートメントのキャンセ

ル・変更は予約時間の３時間前までにご連絡ください。状況に応じて別の日時に変

更いたします。予約時間の３時間前以降のキャンセル通知については、トリートメ

ントが放棄の扱いとなるか（リトリート・プログラムに含まれたトリートメント）

、または50％の取消料（追加トリートメント）を承ります。
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