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人生の可能性を感じて 
 
 
カマラヤは‘ハスの王国’と訳され、人生の可能性を開く不朽のシ

ンボルとされています。カマラヤは、幸福達成と自己実現のために

ユニークな手法をとっていて、私たちの内にある素晴らしい可能性

の種を伸ばすため、通常のスパ体験を超えたホリスティック・ライ

フスタイルを経験していただいています。 
 
心を開き、気持ちを休め、身体を鍛え、精神を集中してください。

内なるパワーと奇跡を結びつけてください。探究し、発見し、体験

し、学ぶためにカマラヤにお越しください。人生の可能性を感じる

ために訪れてみてください。 

“成功を収めてきたけれど、何年もの間、心はばらばらだった。 
カマラヤで自分の心を見つけ、気持ちをもう一度奮い立たせ 
ることができた。” 
T.Harv Eker, ニューヨーク・タイムズの№1 ベスト・セラー、 
“Secrets of the Millionaire Mind”の著者 

ユニーク・ウェルネス・ジャーニー 
 
 
カマラヤ・コ・サムイ、アジアの素晴らしいホリスティック・ウェ

ルネス・サンクチュアリーは、新たなウェルネス体験を皆様にご紹

介いたします。カマラヤの全てのウェルネス・アプローチは、東西

のヒーリング・セラピー、息をのむほどに美しい自然環境、ヘルシ

ーなお食事、ホリスティック・フィットネス、グループ・セミナー、

個別のウェルネス・プログラムなどの相乗作用です。カマラヤは、

いつも幸せがあふれ、インスピレーションに満ち、奇跡の瞬間が訪

れる場所です。その印象を言葉で表すことはできないのですが、あ

なたの魂にしみいる感じとでも言いましょうか。単なる休日という

以上に、カマラヤは健康や幸せ、達成感への心躍る内なる旅、カマ

ラヤを離れてからも続いていく旅へと皆様をご案内します。 
 

“カマラヤを離れるまでに、幸せになり、健康になり、リラックス 
した気持ちになるだけでなく、心の内に何かつかんで帰ることにな 
るでしょう。それがカマラヤのねらいです。これがこの産業が必要 
としているよりどころだからでしょう。ハッと気づかされたり、何 
か心に留まったり、他のスパにはないことです“ 
Tiffany Darke, サンデー・タイムズ、UK 
 



”

 

インテグラル・ウェルネス…ホリスティック・ヘルス 
 
 
カマラヤでは、場所を限定せずにお客様にウェルネス体験をしてい

ただきたいと考えているので、ご提供するのはウェルネス・センタ

ーのプログラムだけではありません。ホリスティック・ウェルネ

ス・サービスが中心ですが、宿泊施設や他の設備にもそのコンセプ

トを広げ、表現しています。インテグラル・ウェルネスは、身体と

心、精神の最上の幸せのために皆様に経験していただく、あらゆる

面において指標となる原理です。日々の生活の中で失ったものを取

り戻す以上のことをカマラヤでは行います。健康的なライフスタイ

ルを経験していただき、自分自身の内なる治癒力を再発見していた

だきます。 

“王国は自分の中にある。カマラヤはそこへ導いてくれる。” 
Mr.Renaud, 2007 年 12 月 

完璧な相乗作用 
 
 
相乗作用の原理はカマラヤの錬金術の中心をなすものです。単に

個々のサービスに焦点を当てるのでなく、それぞれのトリートメン

ト、セラピー、アクティビティ、環境的要素、食事、そして集まる

人々などあらゆることによって生み出される相乗効果を大切にし

ています。 
 
相乗作用はまた、カマラヤのウェルネス・プログラムの基本となっ

ていて、本物のホリスティック医学、ヒーリング・セラピー、栄養

豊かな食事を組み合わせ、健康に関するスペシャリストや優れた指

導者から支えられたものとなっています。 

“なんて楽しく安らぐ時間だったことか。日が経つにつれ、体重も 
減ったよ。スピリチュアル、フィジカル両面の方法を見せてもらっ 
てありがたかった。何より、この暑い中働いてくれていた庭師の皆 
さんを含めて、愛すべき全てのスタッフに感謝している。またすぐ 
このパラダイスに戻りたいよ。”     Oliver Stone, USA 



カマラヤ・ストーリー 
 
 
カマラヤは、情熱に突き動かされ、洞察力あふれるビジョンを生み

出した、二人の人間の人生経験と他の人々のために尽くしたいとい

う願望を表現したものです。1982 年、ヒマラヤの奥深いジャング

ルで、カマラヤ創設者のジョンとカリーナ・スチュワートが初めて

出会ったときに、カマラヤの物語が始まりました。カマラヤに対す

る考えは、ジョンがヒマラヤの集落で奉仕活動と精神修養に身を捧

げていた 16 年間と、カリーナが古代中国医術の医師としての経歴

を含め、アジアの多彩なヒーリングとスピリチュアル体験の研究と

実践を行った 22 年間に、触発されたものです。 
 
2003 年、ジョンとカリーナのビジョンに興味を持ち、新しいビジ

ネス・モデルを作ろうとする彼らの行動に刺激を受けた、マーク・

アントン・コルナズが 2 人に加わり、彼のサービス・マネージメン

ト力でチームは完成となりました。今も 3 人が共にカマラヤの発展

に欠かせない役割を担っています。カリーナは、カマラヤの統合的

なヘルス・プログラムを創造し続け、その進化の生みの親となって

います。ジョンは、会長として常にカマラヤのビジョンとサービス

の発展を導き、マークが、そのビジョンが確実に、誠実に、良質に

遂行されることを確かにしています。 

“カマラヤは私たちの中にある本当の問題を見つけてくれました。 
今まで気づかなかった世界の扉をくぐり抜けたら、二度と失うこと 
のない光が見えました。すでに指摘した通り、これは行かねばなら 
ない旅です。” 
Glenn Wallis, C-Holiday Magazine, 2008 年 8 月 

コンセプト 
 
 
カマラヤの体験で基礎となるものは 3 つの絡み合う柱によって支

えられていて、それらはお客様に人生の可能性を改めて感じていた

だくための土台を生みだすものです。 
 
場所…自然や元素、宇宙エネルギーとつなぐもの 
 
人々…様々な人々、治療者、講師、主催者、お客様をつなぐもの 
 
ホリスティック・ウェルネス…身体と心、精神をつなぐもの 
 



家にいるようなくつろぎの場所 
 
 
熱帯の丘に沿って下りながら、昔ながらの海岸線、遠くに見える

島々を眺めながら、心地よいヒルサイド・ルームから明るいスウィ

ート、広々としたヴィラまで、カマラヤには様々な宿泊施設が 60
もあります。 
 
周りの景色に建築の基調となっているシンプル・エレガンスを見事

に融合させたものです。建物は古代岩石や小川、熱帯植物の中に建

てられていて、多くの建物が現存の岩や木々をその特徴として活か

しています。 
 
アジア独特の織物や選りすぐりの工芸品を最新のアメニティと組

み合わせ、心地よいエレガントなインテリアとなっています。気持

ちの落ち着く自分の村のようです。 

“どんなに雄弁な言葉も、どんなに輝く絵のような映像も、 
カマラヤのスピリットをとらえることはできない。” 
Gunjan Prasad 

レクリエーション、リストレーション、インスピレーション 
 
 
カマラヤには滞在中ご利用していただく様々な施設があります。食

事の場所として、ソマ・レストラン、アムリタ・カフェ、アルケミ

ー・ティー・ラウンジがあり、食事に加えて、眺めを贅沢に楽しめ

るオープン・スタイルで軽食や飲み物などもご用意しています。多

彩なウェルネス施設として、シャクティ・フィットネス・センター、

ハーブ・スチーム窟、飛び込み用プール、遠赤外線サウナ、エリキ

シル・バー、2 つのヨガ・パビリオンの他、トリートメント・ルー

ム、カウンセリング・ルーム、オープン・エア・マッサージ・スペ

ースも多数あります。脚用プール、レジャー・プールと 2 つのスウ

ィミング・プールもあります。アート・ギャラリーには最も優れた

地元のアーティスト達の作品が展示され、ライブラリーや TV ラウ

ンジでは創造性を高めたり、瞑想にふけることができます。仏教僧

の洞窟は黙想や瞑想に最高の場所です。 

“私はデトックスのためにカマラヤにやってきましたが、心まで 
完全に癒されるとは期待していませんでした。あなたの身体と心 
が最高の状態になるために必要なものが全てあります。本当に特 
別な場所です。”Anna Mathisen, 2008 年 3 月 



皆様のカマラヤ体験 
 
 
本当の癒しは抵抗ではなく、受容から生まれます。ですから、私た

ちはウェルネスに対してまれにみる自由な人間性あふれる方法を

とっています。厳しいコントロールや堅苦しいルールはないので、

自然に過ごし、自由に利用していただけます。何をするのも、どれ

くらい利用するのかも、全て皆様に任されています。サポートとア

ドバイス、インスピレーションはいつでも受けられますが、体験を

導くのは皆様自身の中にある知恵です。目的やゴールを持っていら

っしゃるお客様が多いですが、それが必ずしも必要というわけでは

ありません。私たちは皆様のご要望に柔軟に対応いたします。プロ

グラムを予約してくださいとは申しません。ただ、リラックスした

健康的な休日を過ごすために、元気になれるこの環境や無料のウェ

ルネス・カウンセリング、デイリー・ホリスティック・クラスなど

を楽しむために、来ていただければよいのです。日が経つにつれ、

心がすっきりし、目は輝き、肌は艶やかになり、活力あふれ、可能

性を信じる気持ちへと心が開いていくことでしょう。 

“カマラヤは次の時代のスパがどのようなものになるのか、その青 
写真と言えるでしょう。冷やかしにでも行ってみれば、大好きになり 
ます。”  Jo Foley, インターナショナル・スパ・ライター 
 

カマラヤ・ライフスタイル 
 
 
長い間、私たちが暮らす、‘ASAP(できる限り早く)’なスピード世

界は、私たち自身の神から授かった本当の自己と、私たちの生活の

中のシンプルさとの互いのつながりをなくしてしまいました。カマ

ラヤでもう一度それらをつなぐことが、最高の人生の変化となるで

しょう。カマラヤのライフスタイルはリラックスできる、形にこだ

わらない、心温まる心地よいものです。偽りなく、受容と信頼がそ

こにあります。カマラヤのサービスと施設は、皆様を共におもてな

ししようする精神で結ばれ、自然や芸術、ヘルシーな食事がもたら

してくれるパワーによって支えられています。自然はカマラヤを体

験する中で絶えずそばにあるもので、感覚を豊かに育ててくれるシ

ンフォニーのようです。健康と幸せをよりよいものとするだけでな

く、相乗的なカマラヤ体験によって、思ってもみなかった自己発見、

気づきのレベルまで難なく自然に達することになるでしょう。 

“素晴らしい、温かい、歓迎ムードがあります。ただの休日以上 
の、人生が変わるような経験です。”  
Ms Killean, USA, 2008 年 7 月 



カマラヤのもてなし 
 
 
息を飲むほどに美しい景色、穏やかな空間、ヒーリング・セラピー、

シンプル・ラグジュアリーが、リラックスできる、普段着感覚の、

心のこもったサービスを支えています。決められたサービス・マニ

ュアルはないので、カマラヤのスタッフは自然に自発的にお客様と

接しています。本来、カマラヤのチーム・コンセプトはチームで気

持ちをひとつにまとめることで、訪れるお客様とともに、いかに互

いに高め合い、刺激し合い、支え合えるかということです。 

“もしここでどれだけの純粋な笑顔と愛すべき瞳と優しい手に出

会うかを知っていたなら、私は 10 キロのスイス・チョコレートを

持ってきました。カマラヤの皆さんの思いやりと丁重さと心遣いに

心の底から感謝したいです。それがプロの仕事だと言うかもしれま

せんが、プロとしての自然なふるまいが、この場所でこのカマラヤ

を表し、育んでいる愛すべきエネルギーと溶け合っているとき、そ

れはまたありがたい贈り物のようです。” 
Anna Mathisen, 2008 年 3 月 

カマラヤ・コミュニティー 
 
 
カマラヤは保つべき孤独さも尊重しつつ、共同生活の喜びも分かち

合うようにしています。私たちの目的はバランスをとりなおすこと

です。独りになっていただく時間や場所も提供しながら、気持ちを

高める共同体の精神ともつながる機会を持っていただいています。 
ときに、人々が自然に楽しく集まるような文化的、教育的、芸術的

イベントを開催しています。毎晩、夕食時に集まって食事のできる

コミュニティー・テーブルをご用意していて、いつも気楽にリラッ

クスできる、楽しい雰囲気です。 
 
自分の時間とみんなとの時間、双方のメリットを理解していただけ

れば、参加することをプレッシャーと感じていただくこともないで

しょう。扉はいつも開かれています。お好きなようにご利用くださ

い。 
 

“カマラヤを見まわすと、気持ちのこもった善意の魂とでもいうよ 
うなものがあり、ここを旅する人、全てをひとつにしてくれるまと 
まりがあります。” 
Glenn Wallis, C-Holiday Magazine, 2008 年 8 月 
 



 

ウェルネス・サンクチュアリー＆ホリスティック・スパ 
 
 
ウェルネス・サンクチュアリーには、周囲の自然とそのデザインを

融合させた、オープン・エア・トリートメント・スペースと空調の

きいたスウィートがあります。健康に関するプロとセラピストを集

めた私たちのチームには、古代中国医術の医師や自然療法医、同種

療法医、インドのアーユルヴェーダ・セラピスト、看護師、栄養士、

エネルギー療法医、逆症療法医、音楽療法医、資格を持ったフィッ

トネス・インストラクターおよびヨガ・インストラクター、才能あ

ふれるタイ・セラピスト達がいます。また他に外部から様々な講師

や治療者を招く場合もあります。 
 
カマラヤでは、東西のホリスティック医学の伝統を融合させて、70
以上ものセラピーとトリートメントをご提供しています。オプショ

ンで毎日自由に参加いただけるクラスもあり、ピラティスやヨガ、

気功、メディテーションから太極拳、フィットネス・クラスまで、

多岐にわたるホリスティック・フィットネス・プログラムが用意さ

れています。 
 
カマラヤのウェルネス・アプローチは、医学的研究とウェルネス・

プログラムをもとにしていて、多くの専門分野にわたる医療従事者

によって行われ、安全と効能がはかられています。 

カマラヤ・キュイジーヌ 
 
 
カマラヤ・コ・サムイではヒーリング効果のある、見た目も美しい

お食事を用意しています。東西の料理の伝統を融合し、新鮮な熱帯

産で、できる限りオーガニックな食材を使った幅広いベジタリア

ン・フードの他、シーフードや家禽類、ラム肉のメニューもありま

す。料理は季節によって変わり、月替わりのメニューもご用意して

います。フレッシュ・ジュースやトニック、ハーブ・ティー、ワイ

ンもお楽しみいただけるほか、デトックス・プログラムを行ってい

る方、特別なダイエット食が必要な方のためのお食事もあります。 

 
“毎日何か新しいことが花開きます。平和と幸せの花が開くよう 
です。優雅で優しいサービスで、食べ物は美味しく、ヘルシー 
です。10 星ですね。”   Ms.Olga Polunin, 2008 年 2 月 

“どうやったらまた‘いままでの食事’に戻れるでしょうか？” 
M.Hagdon, オランダ、2008 年 4 月 



カマラヤ・プログラム 
 
 
カマラヤのプログラムは全て、本質的に、身体と心、精神、感情、

あらゆるレベルで健康を増進しようとするものです。 
 
個人プログラム 
いつでも、どれだけの期間でも、お客様のご希望に合わせて始めら

れるプログラムです。様々な目標に合わせた多様なプログラムがあ

り、お客様個人のご要望を知るためにカウンセリングから始まりま

す。特別プログラム作成のために担当者を一人選んでいただくこと

もできます。 
 
グループ・リトリート 
このプログラムは日程が決まっていて、他のお客様とともにグルー

プで体験していただくものです。ワークショップやディスカッショ

ンを行うことが多く、集団の力がセラピーやアクティビティに強力

なサポートとなってくれます。定期的なデトックス・セミナーを行

い、年間を通して、様々な話題や実践についてのグループ・セミナ

ー実施のために国際的に活躍する講師をお招きしています。 

ヘルシー・ライフスタイル 
 
 
このプログラムは、健康的に維持できるライフスタイルのしっかり

した基礎として、フィジカル面に焦点を当てていますが、カマラヤ

のホリスティック・ヘルス体験をうまく組み合わせています。お客

様を最良の状態に導き、体内外のバランスをとることを意図してい

ます。オプションとして、身体のアンバランスとそれに関係する感

情のパターンを知るためのアイディール・ウェイト、フィットネス

の目標を達成しより健康なライフスタイル・バランスを作るための

個別プログラムであるオプティマル・フィットネス、のようなプロ

グラムがあります。 

“こんなヒーリング・パワーと健康に対する驚くべき考えに出会 
ったのは、カマラヤが初めてです。熟練のセラピストの方々とと 
もに、この土地が、驚くべき成功、そしてもっと大切なことです 
が、ライフスタイルの変化をもたらしてくれます。特にハードな 
エクササイズもせず、無理な努力もなしに、私は 3 週間で 10 ポ 
ンドも痩せました！” 
Laura Harring, ハリウッド、2006 年 11 月 



デトックス 
 
 
カマラヤのデトックス・プログラムとセミナーは、研究をもとに医

学とホリスティック・セラピーを組み合わせたものです。その結果、

とても安全で効果的、強力な若返りの体験となっています。毒素は

栄養的サポートとハーブの効能で効果的に除去され、副作用も少な

く、デトックスのプロセスを最大限に活用しています。 
 
カマラヤのデトックス・アプローチは、体内に蓄積された毒素や老

廃物を排出し、理想のバランスをとり戻すため、身体の自浄力を支

え、高めようとするものです。このことによって、エネルギーや活

力が増し、よりよい健康、長寿、成長のための基礎が作られます。

精神面でデトックス効果を支えるために、精神科医やエネルギー療

法医、スピリチュアル治療者のチームも準備されています。 

ストレス＆バーンアウト 
 
 
このプログラムは様々なレベルのストレスに合わせて作られてい

て、優しい内容のリラックス＆リニューから楽しく若返りを図るア

ジアン・ブリス、集中的に回復と癒しを目指すバランス＆リヴァイ

タライズといったプログラムがあり、副腎疲労の兆候や隠れた原因

をホリスティックに扱います。 
 
素晴らしい自然美に囲まれた癒しの環境の中で、セラピーや美味し

い食事、個人指導などを組み合わせて行い、新たな情熱とエネルギ

ーを持って未来に向かっていくために最適な健康と精神を取り戻

す、完璧な治療となるとなるでしょう。 

“素晴らしい経験でした。自然あふれる、まさに本物の環境。 
その自然環境と相まった純正の体験でした。” 
F.Gordon, イギリス、2008 年 3 月 
 



エモーショナル・バランス 
 
 
感情のバランスは個人の幸せと人間関係の健全さのために大切な

もので、自分自身が持つべき不可欠な要素も含んでいます。感情は

しばしば水の要素とつながりがあります。水のように、感情には動

きや流れに自然な傾向があります。エモーショナル・バランスは私

たちの感情の流れを抑えようとするものではなく、代わりに、自然

な流れを尊重し、感情が自分そのものではないことを受け入れよう

とするものです。カマラヤ内のチームや外部から招いた治療者の

方々が、エネルギーや感情、スピリチュアルの各レベルで気づきや

意識、自己受容を高め、心や気持ちを調和させ、感情的にもっと生

活しやすいよう狭くなっている信念を解き放つために、皆様のお手

伝いをします。感情的にエネルギー的に邪魔なものをなくしてしま

うと、気持ちいっぱいに自由に人生を過ごせるようになるでしょう。 
 

“カマラヤでの経験は私の期待以上のものでした。私の心は創造 
性へと愛へと開かれました。” 
Jacqueline Bayne, バンクーバー、カナダ、フェニックス、アリゾ

ナ、2006 年 10 月 

ウェルネス・ア・ラ・カルト 
 
 
あらかじめ決められたプログラムを希望せず、ご自分でプログラム

を選びたい場合には、ホリスティック・フィットネスやメディテー

ションの個人指導なども含め、多岐にわたるホリスティック・セラ

ピーとトリートメントのメニューが用意されています。 
 
マッサージやボディ・トリートメントだけでなく、アーユルヴェー

ダ(ヒンドゥー教の古代医術)・セラピー、伝統的な中国医術、診断

学法、自然療法、同種療法、スピリチュアル・ヒーリング、副交感

神経セラピーやサウンド・ヒーリングなどの他のホリスティック・

サービスもあります。 
 
ときに応じて、常駐の治療者だけでなく、世界的に著名な方々や、

そう名は知られていなくても大変優れた方々を治療者としてお呼

びすることもあります。 



ヨガ 
 
 
素晴らしい景色に囲まれ、ヘルシーな食事とヒーリング・セラピー

を経験できる自然の聖地、カマラヤは、ヨガの実践に完璧な環境で

す。カマラヤ内には優れたヨガ・インストラクター・チームがあり、

初心者から経験者まで様々なヨガ・スタイルに対応した個人クラス

やグループ・クラス、レギュラー・プログラムをご用意しています。 
 
場所は、セミ・オープンのヒルトップ・ヨガ・パビリオン、ヨガ・

サラ、美しい建物のヤントラ・ホールです。パーソナル・シナジー・

プログラムは 1 対 1 の指導で、アーユルヴェーダや他のウェルネ

ス・セラピーも行います。また年間を通して、著名な講師の方々に

ヨガの指導のためにお越しいただいています。 

“まれにみるデトックス・プログラム、トリートメント、とっ 
てもヘルシーな食事、ヨガ・クラスで、素晴らしい健康修養で 
した。個人の流儀を大切にした、心と身体のホリスティック・ 
ヒーリングに最高の場所です。” 
Ms.Bida, ロンドン、2008 年 1 月 

寿命 
 
 
私たちは、時間を取り戻すことはできないかもしれませんが、ホリ

スティック医学や栄養学、ライフスタイル・アドバイスを通して、

体内的にも体外的にもタイムレコーダーの表示を少なくするお手

伝いはできます。目的は、単にもっと元気そうに見える、もっとよ

い気分になっていただくということだけでなく、もっと長い、健康

的な、活力ある人生への基礎を築いていただくことでもあります。

古代アジアのライフ・サイエンスの知恵を用い、最も深いレベルで

若返りをサポートする、同時性の原理に基づいた人生をいかに送る

かを学んでいただくことができるでしょう。 

“私のエネルギーは 2 倍になり、20 歳も若くなったような気分 
です。とても元気になったので、職場に戻るのが楽しみでもあ 
ります！体重が減るなんて思ってもいませんでしたが、気付か 
ぬうちに 10 ポンドも減ったようです。” 
Rob. Surrey, UK, 2007 年 1 月 



アジアの錬金術 
 
 
アジアのホリスティック・ヒーリングの伝統はカマラヤをうまく表

しています。古代中国医術、インドのアーユルヴェーダ、タイのハ

ーブ療法の伝統、チベット哲学と実践、道教文化が一緒になり、強

力な相乗的ヒーリング・パワーを生み出しています。 
 
アジアン・アルケミー(錬金術)は、奥深いヒーリングと新しい経験

の領域へと扉を開くのです。 
 

目覚め＆瞑想 
 
 
カマラヤは仏教僧の洞窟の周りに創られていて、何世紀にもわたる

祈りと瞑想が積み重なったエネルギーから強力な瞑想的パワーを

与えられています。グループ・メディテーションやプラナマヤ・ク

ラスに参加していただくか、もっと深い経験を味わうにはプライベ

ート・セッションの用意もあります。カマラヤでは、通常の実践を

発展させるもの、または今やっている実践をより深めるもの、と多

彩なメディテーション・スタイルを探究していただくことができま

す。 
 
年間を通して講師を外部からお招きし、奥深くに潜む神聖なる自己

とのつながりを持つことのできる様々なスタイルのメディテーシ

ョンや他の方法で、グループ・セミナーも開催しています。 
 



“お客様をカマラヤの静寂と平穏の中へとお招きし、ご自身の心 
への道を再発見していただきたいと思います。” 
John Stewart, カマラヤ共同創設者、会長 
 

カマラヤは悩める心を解きほぐし、 
約束された空間の扉を開く 
抵抗するものはなくなり、 
静けさの中で悟りがひらかれる 
嗜好や判断は消え去り、 
私たちのダイヤモンドのような自意識が解放される 
そしてそこに愛が流れる 
Nicholas, ロンドン、2008 年 6 月 
 

カマラヤ 
 
102/9 Moo 3, Laem Set Road, 
Na-Muang 
Koh Samui, Suratthani 84140 Tahiland 
Tel. +66 (0) 77 429 800 
Fax. +66 (0) 77 429 899 
ams@zas.att.ne.jp (日本語)  info@kamalaya.com 
www.je-web.com/kamalaya    www.kamalaya.com 
 
カマラヤは熱帯の島、サムイ島の南東側に位置します。 
空港までの距離は約 25 ㎞、車でおよそ 45 分です。 
サムイ島はバンコクからバンコク・エアとタイ航空で結ばれています。 
ダイレクト・フライトは、香港とシンガポールからバンコク・エア、クア

ラ・ルンプールからバジャヤ・エアのご利用が可能です。 
 
一般情報 
服装： 暑い気候に合わせたカジュアルな服装で結構です 
言語： 英語、タイ語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ヒンドゥー語 
スパ： スパのご利用時間は午前 8 時 30 分から午後 8 時までで、29 の 

トリートメントとセラピー・ルームがあります。 
部屋： 59 室。ご予算に応じて多様なお部屋を用意しています 

ヒルサイド・ルーム 24 室、 スウィート 10 室、 
シー・ビュー・ヴィラ 19 室、ビーチフロント・ヴィラ 2 室、 
プール・ヴィラ 1 室、       
1 ベッドルーム・ビーチフロント・プール・ヴィラ 1 室、 
2 ベッドルーム・ビーチフロント・プール・ヴィラ 1 室、 
2 ベッドルーム・ロックトップ・ヴィラ 1 室 

 
カマラヤ全室に備え付けられているもの： 
空調設備、CD&ステレオ・システム、冷蔵庫、飲物と軽食、 
金庫、電話とインターネット接続、ドライヤー、ヨガ・マット 
インターネット：ライブラリーにインターネット接続のパソコンがありま

す。Wifi も全室でご利用可能で、フロントにてプリペイド・カードをご用

意しています。 



www.kamalaya.com

feel life´s potential


