営業時間：11:00am - 8:00pm
BODY

ディープティッシュマッサージ
60分 20,900円 / 90分 26,500円
筋肉の組織に深く働きかけるテクニックを組み合わせたフルボディマッサージのトリートメントで、血行促進、凝りや痛みの緩
和、関節の可動域の拡張が期待できます。また、特定のポイントを刺激し、活性化することで全身のバランスを整えます。

白樺フォレストリラクゼーションマッサージ
60分 20,900円 / 90分 26,500円
白樺林に囲まれたトリートメントルームで、スウェ－デンのマッサージテクニックである長いストロークの
マッサージを取り入れ、血行を促進させ心身を深いリラクゼーションへと導きます。

フットマッサージ
60分 18,700円
足裏、足首、ふくらはぎ等の疲れを、蒸しタオルと心地よいマッサージですばやくほぐし緊張感をリリース
します。スポーツで疲れた足におすすめのトリートメントです。

スカルプ・ネック・ショルダーマッサージ
45分 15,400円
リラックス効果のあるアロマオイルを使い、頭皮、首、肩のストレスや疲れによる筋肉の緊張をやわらげます。

FACIAL
Sisley エッセンシャルスパフェイシャル60
60分 22,000円
クレンジング、角質ケア、マッサージ、マスク…。お肌に合わせたシスレー化粧品をセレクトし、
極上のハンドトリートメントにて、うるおう明るいお肌に整えます。

Sisley エッセンシャルスパフェイシャル90
90分 26,500円

(ハンド or フットマッサージ付き)

植物由来エキスの優しい香りに包まれながら、オールハンドテクニックでリラックスした非日常の世界へと誘います。
お肌に合わせたシスレー化粧品をカスタマイズし、お悩みにアプローチしながら本来の透明感あふれる輝くお肌へ導きます。

Sisley エッセンシャルスパフェイシャル105
105分 29,000円

(ヘッドトリートメント/ハンド/フットマッサージ付き)

シスレーシグネチャーマッサージとともにホットストーンを使用する贅沢な105分のトリートメント。

お肌の状態に合わせたマスクを２度行い、最適な肌バランスへと整えます。
世界中にファンを持つシスレー化粧品の魅力を存分にお愉しみいただけます。

ICOR クリアフェイシャル60
60分 20,900円
羊蹄山の湧き水や北海道の豊かな産物を用いたブランドICORの化粧品を使用したフェイシャルトリートメント。
自然の恵みがもたらすビタミンやミネラルとともに肌本来のみずみずしさを引き出し若々しいお肌へと整えます。

OPTION
追加フェイシャルマッサージ/追加ボディマッサージ
30分 7,700円
さらにほぐしたい箇所がございましたら、お気軽にセラピストにお申し付けください。
（お部屋の空き状況によってはご案内が出来兼ねますことをご了承くださいませ）

スパのご利用について
⚫

ご希望の時間にご利用いただけるよう、事前にご予約いただくことをおすすめいたしております。

⚫

トリートメントのキャンセルは、24時間前までにお知らせください。それ以降は、キャンセル料として ご利用料金の50％を申し受けます。

⚫

スパをお楽しみいただくため、トリートメントご予約時間の15～20分前にお越しいただくことをおすすめしております。
ご予約時間に遅れてご到着の際は、トリートメントの時間を延長いたしかねますので、予めご了承ください。

⚫

貴重品は、客室・レジデンス内の金庫をご利用ください。

⚫

スパのご利用は、18歳以上とさせていただきます。

⚫

ご予約・お問い合わせは、客室電話の「SPA」ボタンよりご連絡ください。表示価格とは別途、10%のサービス料を申し受けます。

Hours: Daily 11:00am – 8:00pm

Body
Deep Tissue Massage
A traditional full body massage using firm pressure to promote relaxation and ease muscle tension. This treatment uses stimulating
movements to help soothe tired aching muscles and leaves you relaxed and revived.
Full-Body Massage: 60 minutes JPY20,900 / 90 minutes JPY26,500

Shirakaba Forest Relaxation Massage
Envision yourself in our surrounding birch tree forest as you experience this classic Swedish-style massage using long strokes and
light pressure to increase circulation and achieve overall relaxation.
Full-Body Massage: 60 minutes JPY20,900 / 90 minutes JPY26,500

Foot Massage
Treat your aching feet and lower legs with this ultimate pampering featuring a hot towel compress and invigorating massage.
Foot & Lower Leg Massage: 60 minutes JPY18,700

Scalp, Neck & Shoulder Massage
Reduce stress with this heavenly scalp, neck & shoulder massage featuring aroma nourishing oil.
Scalp, Neck & Shoulder Massage: 45 minutes JPY15,400

Facial
Sisley Essential Spa Facial 60
This is a classic 60 minute facial treatment encompassing cleansing, buffing, massaging and masking that will leave you looking
radiant & youthful. We approach your skin with our carefully selected Sisley products and our treatment is delicately executed by our
skillful therapist using only hand techniques.
Facial treatment: 60 minutes JPY22,000

Sisley Essential Spa Facial 90
Immerse yourself in our special 90 minute facial experience that will soothe the mind and body into feeling like it’s in heaven. This
hand treatment is performed only by our finest masseuse to create a soothing & relaxing experience for you. The treatment includes a
choice between a foot or hand massage during the mask treatment.
Facial treatment: 90 minutes JPY26,500

Sisley Essential Spa Facial 105
Pamper yourself with our signature hot stone Sisley facial experience. This is the ultimate experience that will render you in the state
of the relaxation like never before. Our therapist will indulge your body with the special hot stone treatment while your skin is being
treated to a two times Mask treatment process ensuring the skin is thoroughly balance.
Facial treatment: 105 minutes JPY29,900

ICOR Clear Facial 60
In this refreshing 60 minute facial treatment we use ICOR Cosmetics, a local brand that uses the natural spring water of Mt. Yotei and
various botanicals of Hokkaido. This rejuvenating treatment draws out the skin’s natural healing power with the help of vitamins,
minerals and collagen, leaving your skin to feel revitalized and fresh.
Facial treatment: 60 minutes JPY20,900

Optional
Extended Facial or Body massage
If you would like to extend the treatment time, please consult our therapist. All extension requests are subjected to availability.
Extension: 30 minutes at JPY 7,700
Spa Guidelines
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

To ensure availability – advanced reservations are required.
Cancelation requires a 24-hour advance notice in order to avoid a charge of 50% of the treatment.
In order to enjoy a leisurely check in and ensure you begin on time; we recommend you arrive 15 to 20 minutes prior to the start of your
treatment time. Arriving late will reduce the time of your treatment thus lessening its effectiveness and your pleasure. In order to
accommodate and not delay other guests; therapists will finish at the scheduled time and the full value of your treatment will be charged.
We recommend you leave jewelry and other valuables in the safe in your residence or hotel room.
Guest 18 years old and over may experience a spa treatment.
For bookings and inquiries please dial "SPA" directly from your room.
All prices are exclusive of 10% service charge.

