
第三の天国にある庭



生まれ変わったトリサラ
新たなコンセプト - 遺産の持つ「育む力」

「タイの家族として、真心を込めてゲストの心を目覚めさせ、
想像力を促し、タイの自然文化遺産を分かち合い、

時を超えた“育む力”を導き出すことが私たちの願いです。 

五感を通した経験で、長年追い求めてきた理想に出会える。
そんな場所がトリサラです。」

ナロン・パッタマサエヴィ 会長



生まれ変わったトリサラ...

#新たな高み 新たなオーシャンビュー・プール・
ジュニアスイートのリフレクションプールは、手入
れされたトリサラの木々の上に浮かび、自然の中
へと溶け込む感覚をもたらします

#収穫 トリサラのレストラン“PRU”
では、アンダマン海周辺の大地の恵
みを取り入れ「菜園から食卓へ」のコ
ンセプトでお届けします

#望みのまま マルチベッドルームのレジデンスで
は、ご家族や友人と共に滞在をお楽しみいただけ
ます。専任のサービススタッフが、様々なご要望に
柔軟にお応えします

#ウェルビーイング 新しいジャラ・スパは、「バラ
ンスの取れた５つの柱」がコンセプト。リゾートの
中心に自生する樹齢100年を超えるイチジクの
木がインスピレーションの源です

#ファミリーレジピ 生まれ変わったト
リサラの“シーフード”は、「ママの味」レ
シピによる味わいのある、正統派タイ
料理です

#物語を語る トリサラの創造性溢れ
るプロダクションチーム“DDEN”は、
最新のデジタル技術により、休暇中
の物語映像・画像に残します

#パーソナルタッチ 専任のリゾート
ホストによるパーソナライズされたサ
ービスを通じて、地元の隠された魅
力や個性的な人々を発見することで
しょう
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トリサラでの１日
08:00 AM: オーシャンビュー・プ
ール・ジュニアスイートで目覚め、チ
ーク材の広々としたデッキからトリ
サラの手入れされた木々を見下ろ
し、ヴィラでの豪華な朝食をお楽し
みください

02:00 PM: DDENに赴き、ビーチ
で様々な受賞歴を持つカメラマン
と1時間のフォトセッションをお楽
しみください

09:00 AM: 新しいスパでパーソ
ナル・コンサルタントと相談し、ハー
ブエキスを用いたトリートメント「ジ
ャラ・ローカル・ディスカバリー」を
お試しください

03:00 PM: 引き続きジャラ・スパ
にて仏教僧が行う歩行瞑想に参加
する、またはタイ風の温熱マッサー
ジを受けてリラックスしましょう

10:00 AM: 専任のリゾートホスト
が、プーケット発見の旅にお連れし
ます。旧市街で、個性溢れる人々を
紹介し、アートギャラリーや地元の
ブティックにもお連れします

05:00 PM: 「プル・ジャンバ」菜園
を訪れ、地元の野菜やハーブをご覧
ください。その後、リニューアルした

「PRU」で、シェフ、ジム・オフォース
トが創り出す100％地元産の有機
卵料理をお楽しみください

01:00 PM: トリサラに戻り、エグゼ
クティブシェフのクラと有能なチー
ムが作る、「ママの味」を生かした正
統派タイ料理を味わってください

09:00 PM: 壮麗なマルチベッドル
ーム・レジデンスで、室内音楽グルー
プによる演奏会が開催されます。素
晴らしい音楽と共に1日の終わりを
迎えます

トリサラを探求
バーチャルリアリティ
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https://www.dropbox.com/sh/eo0xclzyjjnapyd/AADuBOqGN1A7y26vDuMm8oiqa?dl=0


TRISARA

トリサラ
ホーム | ロケーション | リゾート | アワード 
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Layan

Bangtao

Kamala

Patong

Karon

Cape Promthep
Rawai

Chalong

Kho Siray

Ao Kung

Ao Po

TRISARA-LOCATION

Layan

Bangtao

Kamala

Patong

Karon

Cape Promthep
Rawai

Chalong

Phuket
Town

Kho Siray

Ao Kung

Ao Po

Phuket 
International 

Airport



TRISARA-RESORT

ビデオを再生

リゾートの概要
サンスクリット語で「第三の天国にある庭」を意味するトリサラは、プーケットで
最も特別な体験ができるリゾートです。熱帯雨林とエキゾチックな庭に囲まれ、
美しい海に面し、広 と々したプール付きの39棟のヴィラ、2〜7ベッドルームのプ
ライベート・レジデンス（24棟）は、全てトリサラ専用の静かな湾を取り囲むよう
に配されて配されています。洗練された雰囲気と手付かずの自然を両立させた
プーケット北西部の海岸に面しており、プーケット国際空港よりわずか15分。



TRISARA-AWARDS



SUITE&VILLA

スイート & ヴィラ
ホーム | オーシャンビュー・プール・ジュニアスイート | シグネチャー・オーシャンビュー・プールスイート | オーシャンビュー・プールヴィラ  |

オーシャンフロント・プールヴィラ | トリサラ・シグネチャーヴィラ （2 ベッドルーム） | トリサラ・レジデンス （3〜7  ベッドルーム）
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SUITE&VILLA-OCEAN-VIEW-POOL-JUNIOR-SUITE

ビデオを再生

オーシャンビュー・プール・ジュニアスイート
135㎡のオーシャンビュー・プール・ジュニアスイートは、リゾートの最も高い場所に位置し、涼しいそよ風、完璧なプライバシー、

トリサラの湾を見下ろし、パノラミックな海の風景をお楽しみいただけます。専用エントランスからの通路は、4mのインフィニティー・
スイミングプール、日光浴に最適な3mのリフレクション・プール、屋外シャワーを備えた70㎡の屋外デッキへと続いています。

https://youtu.be/UAWL2S1TM24


SUITEVILLA-SIGNATURE-OCEAN-VIEW-POOL-SUITE

ビデオを再生

シグネチャー・オーシャンビュー・プールスイート
230㎡のシグネチャー・オーシャンビュー・プールスイートは、トリサラの最も高い場所に位置し、手入れの行き届いた木 と々海を天蓋に覆われた快適な所より一望しつつ、

完璧なプライバシー、モダンで贅沢なインテリアをお楽しみいただけます。スイートの主寝室は、オーバーサイズのキングベッドと専用バスルームを備え、
引き戸でリビングにつながっています。リビングには専用のダイニングエリアとダブルベッドとしても使用可能なソファーを備え、屋外シャワーとトイレを備えています。

広 と々したデッキに配された9mのインフィニティー・プール越しに海全体が見下ろせ、熱帯の快いそよ風が吹き抜けます。
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オーシャンビュー・プールヴィラ
総面積240㎡の1ベッドルームタイプのヴィラは、96㎡のエアコン付きベッドルーム、庭に面した明るいバスルーム、
海に面した10mの専用インフィニティ・プール、チーク材のダイニング＆サンデッキ、屋外専用シャワーを備えてい
ます。プール付きヴィラは、全て完全なプライバシー、美しい海の眺めが保証され、ホテルの主な施設へも下り坂を

歩いて容易にアクセス可能です。

SUITEVILLA-Ocean-View-Pool-Villa
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オーシャンフロント・プールヴィラ
当リゾートで最もリクエストが多い部屋タイプが、オーシャンフロント・プールヴィラです。ビーチ、湾から約8mの高さに
位置し、完全なプライバシーが守られると共に、パノラミックな海の景色が楽しめます。この1ベッドルームタイプの

ヴィラの総面積は240㎡で、96㎡のエアコン付きベッドルーム、庭に面した明るいバスルーム、海に面した10mの専用
インフィニティ・プール、チーク材のダイニング＆サンデッキ、屋外専用シャワーを備えています。プール付きヴィラは、全
て完全なプライバシー、美しい海の眺めが保証され、ホテルの主な施設へも下り坂を歩いて容易にアクセス可能です。

SUITEVILLA-Ocean-View-Pool-Villa SUITEVILLA-Ocean-Front-Pool-Villa



トリサラ・シグネチャー・ヴィラ （2 ベッドルーム）
熱帯植物庭園がレジデンスを囲み、屋外プールから海の景色を見下ろすロケーションです。中央のリビング・ダイニング用パビリオンの両側に
2室の主寝室があり、プールとサンデッキへの専用アクセスが可能です。18mの大型インフィニティ・プールを備えたチーク材のデッキには、屋
外用のリビングとダイニング家具が配され、美しい海の眺めをお楽しみいただけます。2棟のヴィラは、完全装備のキッチンを備え、専任のシェフ、

ハウスキーパーが付属しています。

ビデオを再生

https://www.youtube.com/watch?v=v7qzgRladi4


ビデオを再生

トリサラ・レジデンシャル・ヴィラ （3 〜 7 ベッドルーム）
トリサラが位置する湾へと突き出した岬の真上に立つ3〜7ベッドルームの壮麗なヴィラ。海に面した緑溢れる中庭を囲んでいます。全ての

ヴィラには1名の専任シェフと2名のハウスキーパーがお世話し、モダンなキッチンでタイ、および欧風の家庭料理をご用意します。

SUITEVILLA-TRISARA-RESIDENTIAL-VILLAS-(3-7BEDROOMS)SUITEVILLA-TRISARA-RESIDENTIAL-VILLAS-3-7BEEDROOMS
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トリサラ・レジデンシャル・ヴィラ （3 〜 7 ベッドルーム)
マティーニバー、海に面したリビングスペース、美しく手入れされた庭、広 と々したプールデッキなど、ユニークな特徴を備えたレジデンシャル・

ヴィラは、一生の思い出となる行事やお祝い事に最適な会場となるでしょう。

SUITEVILLA-TRISARA-RESIDENTIAL-VILLAS-(3-7BEDROOMS)SUITEVILLA-TRISARA-RESIDENTIAL-VILLAS-3-7BEEDROOMS



ジャラ・スパ
ホーム | ジャラ・スパ

JARASPA-HOME
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ジャラ・スパ
2016年11月にオープンしたジャラ・スパは、スパを包み込むかのように立つ樹齢100年のスピリチュアルなイチジクの樹に着想を得ました。

再活性化、心身の再生、老化防止、精神的癒し、歓びをもたらすパワーの5本の柱を哲学とし、バランスの取れたウェルビーイングの実現を目指します。

JARASPA-PAGE
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ダイニング体験 
ホーム | プル | シーフード | その他のダイニング体験

DINING-EXPERIENCE-HOME



プル 
プルはトリサラの最も新しいダイニング体験で、「菜園から食卓へ」コンセプトを新たな次元へと高めます。レストランの名前“プル（PRU）”とは、「植え
て、育てて、理解する（Plant、Raise & Understand）」を理念とし、表しています。アンダマン海沿岸地域のユニークな土壌の恵みを食卓へとお届け
します。自家菜園「プル・ジュンパ」で栽培・採集された食材、または地元の農家、漁師、食材業者のコミュニティーから調達した食材を使用しています。

個々の食材が、オリジナルの姿から独創的な料理へと変容する課程を経て、ユニークなストーリーが語られます。

ビデオを再生

DINING-EXPERIENCE-PRU
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シーフード・アット・トリサラ
シーフード・アット・トリサラが生まれ変わりました。タイの料理文化を守った正統的な味をお届けします。新たなメニューは、世代を超えた伝統的

な現地の「ママの味」より影響を受けた料理で、リラックスした雰囲気の海に面したダイニング・セッティングお楽しみいただけます。

DINING-EXPERIENCE-SEAFOOD
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Seafood at Trisara has been relaunched to give guests an authentic taste of the destination’s culinary culture. The new menu is inspired 
by traditional local “mama” recipes passed through the generations, offered in a relaxed, ocean front setting.

トリサラはシンプル、且つエレガントなダイニング体験が味わえるリゾートとしてその名を馳せています。椰子の木に囲まれた「デッキ」にて、タイ風
インターナショナル料理を満喫してください。「ザ・バー」では、世界水準のタパスと創造力に富んだカクテルを、またはトリサラ名物のサンデー・ジャ

ズ・ブランチをお楽しみください。また、大切な人をイン･ヴィラ・バーベキューや、思い出に残る海辺でのダイニングに誘ってみてはいかがですか。

その他のダイニング体験

DINING-EXPERIENCE-OTHER-DINING-EXPERIENCES



斬新な体験を
 ホーム  | DDEN | トリサラのホステッド・エクスペリエンス  | その他の体験 

MORE-EXPERIENCES-HOME



DDEN
ディレクターズ・デン（DDEN）は、経験豊かなフォトグラファー、プロデューサー、デジタル・アーティストによる、トリサラ独自の制作スタジオです。

休暇を楽しむゲストの貴重な瞬間を写真や動画、バーチャル・リアリティーなどの魅力的な形式で作品に仕上げます。

MORE-EXPERIENCE-DDEN

ビデオを再生

https://www.youtube.com/watch?v=-awAiJ9A2-0


トリサラのホステッド・エクスペリエンス
リゾート･ホストが案内する地元体験に是非ご参加ください。プーケットの旧市街やあまり観光客に知られていない地区へ案内し、地元の特別

な人 と々も交流します。このユニークな体験の様子は、DDENが撮影する美しい写真により、素敵な旅の思い出として残されます。

MORE-EXPERIENCE-HOSTED-EXPERIENCE

ビデオを再生
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ビデオを再生

その他の体験
トリサラは、海に突き出た風光明媚なビーチフロント・ロケーション、世界水準のゴルフコース、観光地への容易なアクセスなど、陸と海の両方でプーケットを探索でき

る完璧な拠点です。トリサラのキッズクラブのスタッフ達は、お子様の楽しい思い出作りとなるアクティビティーを日替わりで提供しています。
リンクされたビデオをご覧になり、トリサラでの1日の体験ごご覧ください。

MORE-EXPERIENCE-WATER-SPORT



 ホーム  | ウエディング  | セレブレーション | ミーティング
ウエディング & イベント

WEDDING-EVENT-HOME

http://trisara.com/public_html/trisara_weddings.jpg


ウエディング
トリサラの海辺のデッキと広 と々したレジデンスは、2名から100名までのゲストを招いてのウエディングに最適です。

専任のウェディング・プランナーがカップルと相談しつつ、テイラーメイドでご希望に応じます。

WEDDING-EVENT-WEDDING

ビデオを再生



ビデオを再生

WEDDING-EVENT-CELEBRATIONS

セレブレーション
トリサラの才能溢れるフード＆ビバレッジ部門のスタッフが、リゾート内のあらゆるユニークな場所で、シンプル

にしてエレガントなダイニング体験や特別なイベントを創り出します。



ミーティング
トリサラのモダンなミーティングルームは最大15名まで利用可能で、敷地内の最も高い場所に位置しています。最新のIT設備がご利用いただけるのみならず、

パノラミックな海の景色をお楽しみいただけます。また、独創的なミーティングをお望みの方には、広 と々したレジデンシャル・ヴィラもお勧めです。

WEDDING-EVENT--MEETIONS



 ホーム  | アカデミー
トリサラ・アカデミー

ACADEMY-HOME



ACADEMY-PAGE

アカデミー
トリサラ・アカデミーは、プーケットにおける知の中枢拠点として有名で、世界各地からホスピタリティー業界の

リーダーが定期的に集まり、自らの専門知識と仕事への情熱を分かち合っています。



 ホーム  |生まれ変わったトリサラ | 新しいレジデンシャル・ヴィラ | ジャラ・スパ | プル | シーフード | DDEN | ホステッド エクスペリエンス
プレスリリース

PRESS-RELEASES-HOME



ラグジュアリー・リゾート、トリサラ
新たなコンセプトとタイの自然文化遺産を融合させ生まれ変わる

PRESS-RELEASES-RELAUNCHED

タイ人オーナーが家族経営するラグジュアリー・リゾート、トリサラが2016年12月に大規模改修を終えて生まれ変わりました。ゲストの豊かなタイの文化遺産との出
会いをどのように演出するか、常に新たなコンセプトを追求し、数々の賞に輝く全室プール付きヴィラで構成される当ビーチリゾートに、新たなヴィラカテゴリー、ホリス
ティックなスパ、ユニークなレストラン、そして革新的でパーソナライズされたゲストサービスが導入されました。

「丁重に管理されたジャングル」に抱かれ、専用ビーチを見下ろすトリサラの39室のヴィラ、20棟のより大きなレジデンスは、2004年のオープン以来、ゲストに比類の
無い経験を提供してきました。個々のヴィラを生い茂った熱帯の植生が囲むことで、ゲストに最高のプライバシーを確保しています。

「トリサラのリローンチ（生まれ変わり）にあたり、私たちは商品設計やサービスに於ける最新の研究成果を取り入れました。これにより、ゲストはタイの自然文化遺産
と、より身近にふれ合うことが可能となりました。」と、トリサラのオーナー兼マネージメント会社、モンタラ・ホスピタリティー・グループのナロン・パッタマサヴィ会長は
コメントしています。この方針は、リローンチ後のトリサラに於けるゲストとのあらゆる接点に反映されています。

新たなオーシャンビュー・プール・ジュニアスイートは、トリサラの最も高く眺めの良い場所にあり、このリゾートの手入れされたジャングルの上を、あたかも浮遊してい
るかのような感覚が味わえるリフレクション・プールを備えています。美しいライムウオッシュ仕上げのチーク材とタイシルクをあしらった内装は、エレガントで時を超え
たタイらしい極致です。同じ高さに位置するより広いシグネチャー・オーシャンビュー・プールスイートは、オーバーサイズのキングベッド、部屋から続いたバスルーム、ベ
ッドとしても使用可能なソファーを配したリビング＆ダイニング、9mのインフィニティー・プール付きの広いデッキを備えています。全てのスイートからは、トリサラのプ
ライベートビーチとターコイズブルーのアンダマン海を見下ろせます。 

トリサラのマルチベッドルーム・レジデンスでは、専任のタイ人サービススタッフがゲストの希望に沿った、かけがえのない瞬間を演出し、家族や友人との絆を深めるお手
伝いをします。設備の整った厨房で食事を準備し、ヴィラの広 と々したチーク材のデッキと手入れの行き届いた庭で、思い出に残る至福の時をお過ごしいただけます。

新たに改修工事を終えて改名した「ジャラ・スパ」は、バランスのとれたウェルビーイングの旅へとゲストを誘います。ホリスティックな5本の柱に基づく哲学は、スパを包
むように自生する樹齢100年以上のイチジクの木よりヒントを得たもので、根に栄養を与え、土壌との関係を深め、中心部に力を与え、内なる自己を慈しむことにより、
究極的な外面の美しさが花開くと考えています。テイラーメイドのプログラム、「ディスカバリーズ」に於いて、ゲストは5本の柱の全て、または一部を取り組み、全体的な
ウェルビーイングを達成できます。例えば、「ジャラ・ローカルディスカバリー」プログラムには、タイ・マッサージの手技を学ぶレッスン、タイの植物を使ったサムンパイ・
スクラブ＆ラップ、タイの温熱マッサージ、タイのストレッチングと、歴史的に仏教僧が実践してきたウォーキング・メディテーションが含まれています。

プル（PRU）は、「菜園から食卓へ」コンセプトの新しいダイニング体験で、アンダマン海岸地域のユニークな大地の恵みへの賛辞です。自家農園の「プル・ジュンパ」で栽
培されて現地の人々により収穫される、または現地の農家、漁師、業者により調達されたそれぞれの食材は、トリサラのシェフ・ドゥ、キュイジーヌ、ジム・オフォーストの
手により素材自体の姿より革新的な料理へと変わる時に、固有のストーリーを物語ります。オフォーストは、2016年のサン・ペルグリーノ若手シェフコンテストにタイ
代表として出場をした実績を持っています。

トリサラのシーフードも、タイの正統派料理文化の味をより多くのゲストに提供するために生まれ変わりました。新たなメニューは、世代から世代へと受け継がれた現
地の伝統的な「ママの味」レシピにインスパイアされたもので、リラックスしたオーシャンフロントのダイニングセッティングの中で提供されます。

世界初の試み、トリサラのプロダクションスタジオ、ディレクターズ・デン（DDEN）は、経験豊かなフォトグラファーやビデオグラファーにより最新のデジタル・フォーマッ
トを駆使し、ゲストの休暇を思い出深い物語へと仕立て上げます。

ヴィラ専属のリゾートホストがゲストの到着前よりコミュニケーションを図り、思い出に残るゲストの最良の滞在をお手伝いし、創り出します。

「私たちは今回導入した新たな設備と経験を通じて、タイの遺産が持つ”育む力”を新たなコンセプトで提供します。」とナロン氏はコメントしています。「2004年のオー
プン以来、トリサラは常にラグジュアリーなデスティネーションとして認知されてきました。今回のリローンチは、これまで誰も想像したことの無い方法を用いて、私たち
の持つ豊かな遺産とゲストが出会う機会を創出し、トリサラが持つブランド力を更に高めることでしょう」と付け加えています。

ダウンロード
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PRESS-RELEASES-RELAUNCHED

最近のトリサラの受賞歴：

• 2016年 コンディナスト・トラベラー ゴールドリスト （プーケットのビーチリゾートとして唯一）
• トリップ・アドバイザー トラベラーズ・チョイス： タイのホテル1位
• ロブ･レポート： 世界トップ100のリゾート
• ガリバンターズ･ガイド： 世界最優秀レジャー・リゾート＆世界最優秀リゾート・キュイジーヌ
• 2014年 ワイン・スペクテーター エクセレンス賞

生まれ変わったトリサラを体験するには、オーシャンビュー・プールジュニアスイートでの4連泊以上に適用される「ニューハイツ」リローンチ体験キャンペーンをご利用ください。
キャンペーンには以下のサービスが含まれています：

• 毎朝食（2名分）
• 入国審査ファストトラック
• 空港送迎サービス
• 到着時のシャンパン（1本）
• PRUでの夕食（2名分）
• ジャラ・スパでの60分のシグネチャー・トリートメント（1名・1回）

料金： 1泊 US$1,209〜 （サービス・税込）

新しいシグネチャー・オーシャンビュー・プールスイートの体験は、4連泊以上に適用される「コモン・グラウンド」リローンチ体験キャンペーンをご利用ください。
キャンペーンには以下のサービスが含まれています：

• 毎朝食（4名分）
• 入国審査ファストトラック
• 空港送迎サービス
• エクストラベッド（2名分）
• DDENによる1時間の家族写真撮影
• シーフードでのファミリーディナー（1組分）
• 6歳未満のお子様向けスペシャル・アメニティー

料金： 1泊 US$2,745〜 （サービス・税込）

両キャンペーン共に4月30日まで有効です。（空室状況によりご利用いただけないこともあります） 

詳しい情報やご予約は、トリサラ・プーケット 電話 +66 (0) 76 310 100 または Eメール reservations@trisara.com までご連絡ください。 

あわせて当リゾートのウェブサイトもご覧ください。 www.trisara.com

ダウンロード
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トリサラ・プーケット
3種の最高級レジデンシャル・オーシャンサイドヴィラを公開

PRESS-RELEASES-NEW-RVS

サンスクリット語で「第三の天国にある庭」を意味するトリサラは、プーケット島における最も特別なリゾート体験を満喫いただけるリゾートです。熱帯雨林とエキゾチッ
クな植物園に囲まれ、目前の海と、39棟の広 と々したプール付きヴィラ、20棟の2〜7ベッドルームのプライベート・レジデンスは、プーケット南西に広がる洗練された
原始の湾を抱くように配置されています。

リゾートの北端・南端の岬に位置するマルチベッドルーム・レジデンスは、特に人気の宿泊施設です。専任のシェフとハウスキーパーが家庭料理を作り、あらゆる望みを
事前に察知し叶えます。プーケットで最も人気のラグジュアリーリゾート、トリサラが提供する3種の新たなレジデンシャル・ヴィラは、プライバシーとラグジュアリーを
兼ね備え、静謐な休暇先を求めるトラベラーに最適です。専用のマティーニバー、眼下に広がるアンダマン海の景色など、極上の特色をお楽しみいただけ、専任のシェ
フとハウスキーパーが様々なリクエストにお応えします。ゲストはただゆったりとリラックスして至福の時をお過ごしください。

3 ベッドルーム・レジデンス： ヴィラ 12 & 17
新たに改修したビーチフロント・ヴィラ12は、素晴らしい眺めの砂浜に面し、ヴィラ17は、海を見下ろす景色とともに、湾に沈む夕日の絶景をお楽しみいただけます。
どちらのヴィラからも、直接ビーチ、リゾートのプール、レストランにアクセス可能で、手入れされた緑の植生に囲まれ、静穏さとプライバシーを提供します。印象的な当
3ベッドルームのロフト付きレジデンスのエントランスは、800㎡のデッキへと開かれています。デッキからは、広大な海の全景を眺めることができ、独立したマスタース
イートへと続いています。海の景色を満喫できるエアコン完備のダイニングルーム、リビング・サラは、20mのプールに面しています。階下には90㎡のスイートと、広 と々
したリビング･サラを備え、大人数のグループでの利用の際にも十分な空間を確保しています。

5 ベッドルーム･レジデンス： ヴィラ 32
素晴らしい眺めを誇る5ベッドルームのヴィラ32は海に面した最高のロケーションに位置し、プライベートデッキからの美しい景観を望みます。壮麗なエントランスか
ら、スイミングや日光浴に最適な9mの上層階のスイミングプールへと続きます。マスターベッドルームはオーシャンビューで、プライベート・ゲストベッドルームは庭に
面しています。下層階には16mのインフィニティー・プール、3室のベッドルームがあり、友人同士のグループ旅行や、家族旅行にお勧めです。広 と々したエアコン完備の
リビング＆ダイニング・スカーラには、エレガントなマティーニバーを備え、美味しい軽食を味わえます。階段を下りた先には、プライベートなシーサイド・デッキが配さ
れ、日光浴に最適です。

6 ベッドルーム・オーションビュー・レジデンス： ヴィラ 18
ヴィラ18は、トリサラ･リゾートの最も高所に位置するため、最も海を美しくみることができます。当ヴィラからは通年で美しい日没の眺めをお楽しみいただけます。上
層階のヴィラは、20mのスイミングプール、エアコン完備のダイニング・サラ、広 と々したリビング、マスターベッドルームのパビリオンを備えたメインデッキへと続きま
す。2階、および低層階には、4室のマスターベッドルーム・スイートが配され、各スイートは、スパ･トリートメントルームと接続しています。海に面したリビング、TVパビリ
オン、海に面した小型のベッドルームが、夢のようなオアシスをより完璧なものへと導きます。

最近のトリサラの受賞歴：

• 2016年 コンディナスト・トラベラー ゴールドリスト （プーケットのビーチリゾートとして唯一）
• トリップ・アドバイザー トラベラーズ・チョイス： タイのホテル1位
• ロブ･レポート： 世界トップ100のリゾート
• ガリバンターズ･ガイド： 世界最優秀レジャー・リゾート＆世界最優秀リゾート・キュイジーヌ
• 2014年 ワイン・スペクテーター エクセレンス賞

詳しい情報やご予約は、トリサラ・プーケット 電話 +66 (0) 76 310 100 または Eメール reservations@trisara.com までご連絡ください。 

あわせて当リゾートのウェブサイトもご覧ください。 www.trisara.com.
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トリサラ・プーケット
「ガーデン・イン・ザ・サードヘブン（第三の天国にある庭）」新たな“ジャラ・スパ”登場

PRESS-RELEASES-SPA

ラグジュアリー・リゾート、トリサラ・プーケットの新たな改修を終えて改名した“ジャラ・スパ”は、全てのゲストをバランスの取れたウェルビーイングを求める旅へとお
連れします。5本の柱をホリスティックな哲学とする当スパは、トリサラの中心部に植生する樹齢100年を超えるイチジクの樹より着想を得ました。

「真のウェルビーイングとは、当スパの基本的な考えとしたイチジクの樹に学ぶ5本の柱を理解し、体現することにより達成されます。」と、トリサラのスパ・マネージャー、
ソフォン・オインはコメントしてます。 

5本の柱とは、樹木の根で表される栄養とエネルギーのバランスによる再活性化（Rejuvenation）です。摂取した栄養によって樹木の他の部分は安定し、より深く地中
に根を張ることが出来ます。フィットネスと心身の再生（Physical renewal）は、根の幹によって表され、健康的な中核部分は強さとバランスを与えてくれます。精神と身
体（Mind & Body）は、トリサラの大地の守護霊の住む“精霊の家”として古くから大切に敬われてきた、このイチジクの樹の精霊によって表されます。老化防止（Anti-
aging）の実践を通じた永遠の若さは、枝が健康で有る限りはいつまでも伸びて、花を咲かせ続ける枝に表されます。最後に美とシンプルな歓びの持つ力（Power 
of pleasure）は、樹木の残りの部分が手入れされることで生えてくる健康な葉と果実により表されます。 

新たなスパのエントランスとロビーは、壮麗なイチジクの樹の全容が見え、それを抱くように再設計され、スパ体験を更に快適なものとするために施術後のリラクゼー
ションルームも追加されました。「多くのゲストがトリートメント直後には、まだスパの旅を終わらせる準備ができていなかったことが分かりました。そのため、施術後の
スペースを設けることにしました。ゲストの皆様に心身の癒される環境の中で、いつまでもお好きな時間だけ寛いでいただけるようにするためです。」と、ソフォン・オイン
は語ります。 

ジャラ・スパは真のホリスティックな考えに基づいて、従来の美容とマッサージを重視しつつ、心と体を慈しむことにも同じく重視しています。メニューは5本の柱に分か
れており、どのような結果を望むかにより最適なトリートメントを簡単にお選びいただけます。テイラーメイド・ディスカバリーズコースは、5本の柱のそれぞれに働きか
けることで、トータルなウェルビーイングの達成を可能にします。“ジャラ・ローカル”ディスカバリーコースには、タイ・マッサージのレッスン、サムンパイ・スクラブ＆ラッ
プ、タイ温熱マッサージ、タイ風ストレッチ、仏教僧が実践しているウォーキング・メディテーションが含まれます。

トリサラは高度なサービス水準と細部へのこだわりで知られており、ジャラ・スパも同様の原則に従っています。ゲストはあらゆるステップに於いて、熟練のスパ・コンサ
ルタントにより導かれます。スパ・コンサルタントは、現地の風習や実践の最善の部分を引き出す、興味深くユニークなトリートメントを通じて、個々のゲストに合わせた
テイラーメイドの経験を創り出します。 

ロイヤル・トリサラの6本の手によるマッサージは、そのうっとりとさせる心地よさで、当スパのシグネチャー・トリートメントとして人気を博しています。温熱タイ式マッサ
ージは、陶器に入れて温めたヒマラヤ塩を使用する、タイに古代から伝承される産後トリートメントよりヒントを得て開発されたものです。 

当スパは、今日のめまぐるしい生活様式に対応しつつ5本の柱の一部、または全部を取り入れたコースを組み合わせたパッケージを提供しています。セラピストとゲスト
の間に信頼関係を確立するため、熟練したセラピスト、トレーナー、コンサルタントは、ゲストを常に優しく、細やかにパーソナライズされたプログラムへと案内し、旅か
ら自宅へと持ち帰り、役に立つ生活のツールやコツを伝授します。 

最近のトリサラの受賞歴：

• 2016年 コンディナスト・トラベラー ゴールドリスト （プーケットのビーチリゾートとして唯一）
• トリップ・アドバイザー トラベラーズ・チョイス： タイのホテル1位
• ロブ･レポート： 世界トップ100のリゾート
• ガリバンターズ･ガイド： 世界最優秀レジャー・リゾート＆世界最優秀リゾート・キュイジーヌ
• 2014年 ワイン・スペクテーター エクセレンス賞

詳しい情報やご予約は、トリサラ・プーケット 電話 +66 (0) 76 310 100 または Eメール reservations@trisara.com までご連絡ください。 

あわせて当リゾートのウェブサイトもご覧ください。 www.trisara.com. ダウンロード
イメージ



トリサラの新たなレストラン “プル”
「菜園から食卓へ」の推進に貢献

PRESS-RELEASES-PRU

今年の11月にオープンしたプル（PRU）は、プーケットにおける最も期待値の高いダイニング体験を満喫いただけるレストランで、数々の賞に輝くラグジュアリーなビー
チフロント・リゾート、トリサラ内に位置します。トリサラの自家菜園、「プル・ジュンパ」からインスピレーションを得たプルは、タイの「菜園から食卓へ」コンセプトの推進
に貢献する役割も担っています。

プルのコンセプトは、調理人チームと現地のサプライヤーや農家との緊密な関係、リゾート近郊に広がる「プル・ジュンパ」からの新たな食材の収穫や発見が源となって
います。プル・ジュンパには美しい湖が点在し、多様な固有種の植物、現地の葉物野菜類、有機野菜の農園があり、放し飼いの鶏も飼育しています。

プルの料理長は、2016年サンペルグリーノ・ヤング・シェフ大会にタイ代表として出場したジム・オフォーストです。現在27歳のジムは、バンコクの受賞歴を持つ名店
ガガンで経験を積んだ後、2014年にトリサラでのキャリアをスタートさせました。「私は現地の漁師、農家、業者の方 と々緊密に仕事をできる機会を得て、とても光栄
に思います。彼等のおかげで毎日のようにこれまでにない新しい食材を発見できるのは嬉しい驚きです。この素晴らしい土地がもたらせてくれる恵みへの感謝を込め
て、プルの料理を考案しています。」と、想像力にあふれる料理のスタイル、斬新なテクニックで一躍有名になったジムは語っています。 

メニューのハイライトは、レストランの菜園「プル・ジュンパ」からのみ調達した新鮮な食材を使った料理の数々です。放し飼いの鶏からの有機卵、専用のキノコ小屋で採
取されたキノコ類、新鮮なカボチャ、および数多く存在する小さな池に自生するハスの蓮根で作った、クリームとオランデーズ・ソースなどが好評です。

レストランの名前も「植えて、育てて、理解する（Plant, Raise & understand）の哲学を表しています。チームは様々な種類の野菜、ハーブ、動物を育てる以外にも、自ら
がレストランを運営する周囲の環境を真に理解し、他の人たちとその知識を分かち合おうと努めています。さらに、何事にも丹精込める姿勢を他の活動にも広げていま
す。自前のバターを醸造、流木から皿を作り、廃棄食材のリサイクルも行っています。
さらに持続可能な慣習を徹底するために、チームは地元の食材を調達する努力を自ら測定する現地資源指数を測ることを考案し、地元の他のレストランにも奨励して
います。

「タイで最もエキサイティングなダイニングの場があるといえば、普通はバンコクを思い浮かべると思います。しかし、プルのようなレストランなら、プーケットにもこん
な革新的なスポットがある・・と、地図に載せてもらえる機会があると自負しています。」と、トリサラのフード＆ビバレッジ部門ダイレクター、クエンティン・フージェルー
は語っています。

最近のトリサラの受賞歴：

• 2016年 コンディナスト・トラベラー ゴールドリスト （プーケットのビーチリゾートとして唯一）
• トリップ・アドバイザー トラベラーズ・チョイス： タイのホテル1位
• ロブ･レポート： 世界トップ100のリゾート
• ガリバンターズ･ガイド： 世界最優秀レジャー・リゾート＆世界最優秀リゾート・キュイジーヌ
• 2014年 ワイン・スペクテーター エクセレンス賞

詳しい情報やご予約は、トリサラ・プーケット 電話 +66 (0) 76 310 100 または Eメール reservations@trisara.com までご連絡ください。 

あわせて当リゾートのウェブサイトもご覧ください。 www.trisara.com.
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生まれ変わったトリサラのレストラン “シーフード” 
「ママの味」に触発された正統派タイ風シーフード

PRESS-RELEASES-SEAFOOD

数々の賞に輝くトリサラのレストラン“シーフード”は、2016年7月1日に新しいエキサイティングなコンセプトのもとで生まれ変わりました。最高品質の魚介類のみを仕
入れて、見た目にも極めて優れた料理を創造するスタイルは変わることなく、新たなトリサラの“シーフード”レストランは、世代を超えて継承されるタイの正統派「ママの
味」にヒントを得た料理を、リラックスしたオーシャンフロントのダイニングセッティングで提供します。

この新鮮なコンセプトには、トリサラのフード＆ビバレッジ部門のディレクター、クエンティン・フージェローと2004年の開業時から当リゾートに勤務する、総料理長、
クラ（シャレムハイ・プラコブキット）により、生命を吹き込まれました。正統派タイ料理により、長年高い評価を得てきたクラ・シェフにとって、最も愛着のある料理を振
る舞う事ができる専用のスペースを創造することは、自然な次のステップでした。 

「トリサラでは、毎年多くのゲストがリピーターとして戻って来ます。そのため毎回新たなダイニング体験を楽しむ機会を持っていただけることを確実にしたい願いがあ
りました。」と、クラはコメントしています。彼とそのチームは常に古くから伝承される伝統的なタイ料理のレシピに惹き付けられて来ました。新たな“シーフード”レストラ
ンにおいて、そのタイの食文化の影響を新たな次元へと引き上げることに成功しました。チームは定期的に、これまで訪れたことのない地方を巡り、その地方に伝わる
秘伝のレシピより着想を得ています。それらの多くは、世代から世代へと継承されてきたものです。そのような研究から生まれたシグネチャー料理の一つが「ヤム・マ・ク
エ・ヤウ・プーダム」で、長なす、地元の有機卵に、ユネスコ世界遺産でもあるファンガ湾で獲れる新鮮な黒蟹をあしらった、さっぱりとしたサラダです。

料理は極めつけの正統派タイ料理ですが、レストランは心地よい波動とカジュアルな雰囲気に満ちています。明るい色使いの絵画が壁を彩り、大皿料理をシェア、時に
は手づかみでお楽しみください。明るく親しみやすいスタッフは、トリサラを有名にした最高水準のサービスを維持しています。
トリサラの風光明媚な一角に位置する“シーフード”は、島で最も美しい海の景色と潮風が楽しめるロケーションです。近年改修工事を終えたプーケット国際空港から、
わずか15分の“シーフード”は、アンダマン海の南の真珠、プーケットへ旅行の際には是非とも立ち寄るべきレストランです。.

最近のトリサラの受賞歴：

• 2016年 コンディナスト・トラベラー ゴールドリスト （プーケットのビーチリゾートとして唯一）
• トリップ・アドバイザー トラベラーズ・チョイス： タイのホテル1位
• ロブ･レポート： 世界トップ100のリゾート
• ガリバンターズ･ガイド： 世界最優秀レジャー・リゾート＆世界最優秀リゾート・キュイジーヌ
• 2014年 ワイン・スペクテーター エクセレンス賞

詳しい情報やご予約は、トリサラ・プーケット 電話 +66 (0) 76 310 100 または Eメール reservations@trisara.com までご連絡ください。 

あわせて当リゾートのウェブサイトもご覧ください。 www.trisara.com.
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ラグジュアリー・リゾート、トリサラのディレクターズ・デン
ゲストと観光地が織りなす世界に一つだけの物語を実現

PRESS-RELEASES-DDEN

2015年12月、トリサラ・プーケットのディレクターズ・デン（DDEN）は、世界初のリゾート内制作スタジオとして設立されました。DDENは休暇先での体験を撮影して
共有したいが、プロフェッショナルな品質のものを作る時間やノウハウ、リソースが無い・・という旅行者の要望に応えるために作られました。 

初日よりDDENの経験豊かな映画監督、プロデューサー、フォトグラファー、デジタル・アーティスト等は、雑誌にも掲載できるほどの品質を誇る写真と魅力的な動画を
通じて、素晴らしい休暇を語ることができる”物語”作りのお手伝いをしてきました。最も斬新、且つ人気のサービスの一つにヴァーチャル・リアリティーがあります。これ
は360度のフォーマットで、視聴者は様々な体験を、正に目の前で起きているかのように閲覧することができます。イノベーティブなDDENの技術を使うことで、ユネス
コ世界遺産に指定されたファンガ湾、古代寺院、トロピカルなビーチ、豪奢なプールヴィラなど、エキゾティックな場所を臨場感たっぷりに体験できます。

DDENが動画制作を開始した当初より、トリサラの宿泊客のみならず、現地のコンテンツ収集者、政府当局からも問い合わせが相次ぎました。雑誌NAAと協力し、プー
ケット観光局の支援を得て、DDENはプーケットのブティック・リゾートでのライフスタイルに関しての観光プロモーション動画を制作し、プーケット島の更なるイメー
ジアップに貢献しました。

トリサラは、アンダマン海でのプライベート・サンセットクルーズ、ユニークなディスティネーション・ダイニング体験、エキサイティングなファンガ湾上空飛行など、思い
出を記録するに値する様々なプログラムを提供しています。もちろん、シンプルでありながらエレガントなデザインの専用プール付きヴィラ、緑豊かな熱帯植物園を思わ
せるガーデンなど、トリサラ自体も撮影のための美しいロケ地です。 

最近のトリサラの受賞歴：

• 2016年 コンディナスト・トラベラー ゴールドリスト （プーケットのビーチリゾートとして唯一）
• トリップ・アドバイザー トラベラーズ・チョイス： タイのホテル1位
• ロブ･レポート： 世界トップ100のリゾート
• ガリバンターズ･ガイド： 世界最優秀レジャー・リゾート＆世界最優秀リゾート・キュイジーヌ
• 2014年 ワイン・スペクテーター エクセレンス賞

詳しい情報やご予約は、トリサラ・プーケット 電話 +66 (0) 76 310 100 または Eメール reservations@trisara.com までご連絡ください。 

あわせて当リゾートのウェブサイトもご覧ください。 www.trisara.com.
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ラグジュアリー・リゾート、トリサラが紹介するプーケット
一新されたゲストサービスが現地の特色ある人々や地元の秘密を紹介します

PRESS-RELEASES--HOSTED-EXPERIENCE

「トリサラでは、まるで自宅で友人を歓迎するかのようにゲストをお迎えします」と、トリップアドバイザーにタイでナンバーワンのリゾートに選出されたプーケットのラ
グジュアリー・リゾート、トリサラの総支配人、アンソニー・ラークは語ります。リゾートが専有する湾を見下ろす、2016年に改築されたコンシェルジュ・ラウンジに勤務
する”トリサラ・シニアホスト”のゲストリレーション･チームは、この標語を毎日実行しています。 

トリサラ・シニアホストは、プーケットへの訪問者をタイ現地の人たちへと紹介し、新たな発見を促し、真の意味での旅の醍醐味を味わう手助けをしています。単に人気
度や価格に応じてアトラクションを販売するだけのコンシェルジュサービスとは違い、トリサラ・シニアホストは、インスピレーションの源となるような興味深い地元の
人や、出会いを特別なものとする意義深い物語に基づき、個々のゲストの希望に合わせた体験を紹介しています。 

「細やかに気を配るパーティーのホストは、素晴らしいプール、美しい景色、贅沢なアメニティーを説明するのは勿論、それに加えてゲストを興味深い人に紹介するこ
とにより、パーティーを彩ります。それと同様にトリサラのシニアホストは、水上アクティビティーや観光地、レストランを推薦するのに加えて、プーケット現地の個性的
な人たちにゲストを紹介することも仕事の一つです。」と、シニアホスト･チームのリーダーで、トリサラのフロントオフィス・マネージャー、ウォラウィー・プットラマはコメ
ントしています。トリサラのシニアホストがプーケットの「特別な人たち」をゲストに紹介するケースの一例が、「トリサラ・ホステッド・エクスペリエンス」です。

シニアホスト達は、プーケットの魅力的な人たちと出会える「トリサラ・ホステッド・エクスペリエンス」の旅程を創り出しました。それはどのような人たちなのでしょう
か？ ウニの養殖業者、カメの保護活動家、マングローブの研究者、ジプシー的な村人、アート蒐集家、現地の民芸品の匠、現地の小規模なレストランのシェフなど、それ
ぞれの立場に於いてプーケットを輝かしい場所にするために貢献している人たちです。それぞれが伝えたい物語を持っています。トリサラ・ホステッド・エクスペリエンス
は、これらの人々や物語との出会いをアレンジすることで、ゲストがよりパーソナルな次元でプーケットを体験できるようにお手伝いします。 

トリサラ・ホステッド・エクスペリエンスに於いては、知識豊かなシニアホストが全旅程を通じて同行し、宿泊客限定の少人数グループを地元の人たちに紹介し、話を聴
きます。制作スタジオDDENの、ありのままの瞬間、表情を逃さず撮ることに長けた受賞歴を持つフォトグラファーが、発見の旅のあらゆる瞬間を捉えます。それにより、
プーケットで見聞きした自分だけのストーリーを後に愛する人たちと共有することが可能となります。

トリサラ・ホステッド・エクスペリエンスは、リゾートのスタッフがリゾートの敷地外に出てプーケットを探索する際も個人的に責任を持ってお世話します。プーケットは
自然の美に恵まれているがために、その裏に隠された豊かな土地の文化や遺産が見逃されることがあります。この斬新なゲスト体験により、プーケットの地元コミュニ
ティーで活躍する個性的な人たちに、新鮮な視点を投げかけることが可能になることでしょう。

最近のトリサラの受賞歴：

• 2016年 コンディナスト・トラベラー ゴールドリスト （プーケットのビーチリゾートとして唯一）
• トリップ・アドバイザー トラベラーズ・チョイス： タイのホテル1位
• ロブ･レポート： 世界トップ100のリゾート
• ガリバンターズ･ガイド： 世界最優秀レジャー・リゾート＆世界最優秀リゾート・キュイジーヌ
• 2014年 ワイン・スペクテーター エクセレンス賞

詳しい情報やご予約は、トリサラ・プーケット 電話 +66 (0) 76 310 100 または Eメール reservations@trisara.com までご連絡ください。 

あわせて当リゾートのウェブサイトもご覧ください。 www.trisara.com.
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