
メニュー
全ての料金には８％の税金が含まれております。

営業時間：10：00～23：00毎日（最終予約時間22：00）
0136-55-6418



フロートタンクセラピー
温塩水に浮かぶ事で得られる無重力状態が筋肉を緩めます。心身共に深い
リラクゼーションをご体験頂けます。

フロートセッション                                                   
45分　￥7,000
60分　￥8,000
90分 ￥11,000

瞑想ガイド付きフロートセッション                                     
60分　￥9,000　
　　　　　　　　　             

フロートセッション３回チケット
60分×3回 ￥20,000       
90分×3回 ￥29,000



ボディワーク
オリエンタルヒーリング　　　　　　　　　　
60分￥10,000 / 90分￥14,000 / 120分￥19,000
 衣服の上から経絡に沿ってもみほぐします。

オイル　　　　　　　　　　　　　
60分￥11,500 / 90分￥16,000 / 120分￥20,500
北海道産のライスブランオイルを使い優しいタッチで血液の流れを促します。

ディープティッシュー　　　　　　　　　　
60分￥11,500 / 90分￥16,000 / 120分￥20,500 
北海道産のライスブランオイルを使い筋肉に沿って深い刺激を与えてゆきます。スポ
ーツ後の筋肉の疲れにおすすめです。

アロマセラピー　　　　　　　　　　　　　
60分￥12,000 / 90分￥17,000 / 120分￥22,500
和の香りの精油を取り揃え、筋肉をほぐすと共にリラックス効果も期待できます。

ホットストーン　　　　　　　　　
60分￥14,000 / 90分￥19,500 / 120分￥26,500
火山のマグマから生まれた玄武岩は身体を芯から温めて血行を促すだけでなく深い
リラクゼーションへと導きます。



テーブルタイ　　　　　　　　　　
60分￥10,000 / 90分￥14,000 / 120分￥19,000
マッサージベッドの上でストレッチを取り入れながらエネルギーラインを刺激し、
疲れた身体をほぐします。

ウォームハーバルボール　　　　　　　　　　　　　
90分￥19,500 / 120分￥26,500
タイの伝統的なトリートメント。様々なハーブの入ったボールをスチームし、ハーブの
蒸気と温熱効果により血行を促進し、老廃物の排出を促します。

リフレクソロジー　　　　　　　　　　
60分￥11,500 / 90分￥16,000
足の裏と掌の反射区を刺激し、心身のバランスを整えます。（ふくらはぎは含まれてお
りません。）

マタニティー　　　　　　　　　　　　　
60分￥11,500 / 90分￥16,000
妊娠4ヶ月目以降の安定期の妊婦さん向けのオイルトリートメント。負担のない横向き
中心で行なってゆきます。

リメディアル　　　　　　　　　
60分￥11,500 / 90分￥16,000 / 120分￥20,500
多彩なテクニックを使い不調な部分を中心に行うオーダーメイドのトリートメント。



シグネチャートリートメント
禅ボディ・アロママインド　　　　　　
60分￥13,500 / 90分￥19,000 / 120分￥25,500
東洋と西洋の伝統を取り入れエネルギーラインを刺激し、身体のバランスを整えま
す。

フォーハンドシンフォニー
60分￥23,000 / 90分￥32,000 / 120分￥41,000
2人のセラピストによるラグジュアリーな全身オイルトリートメント。

スキーブーツリリーフ
30分￥8,000 / 45分￥9,000                        
スキーブーツを履き続けることにより起こる脚の疲れの為のトリートメント。脚全体を
オイルで入念にほぐしていきます。

ガイデッドウォームアップ＆ストレッチ
45分￥8,500                        
セラピストとマンツーマンでのストレッチのクラス。スポーツ前のウォームアップに最
適です。

セラピストアシステッドストレッチング
60分￥11,000                        
マッサージベッドの上でセラピストがあなたのストレッチをお手伝いたします。

オプションメニュー
フット／ヘッド／ハンド／お腹　15分 ￥2,500 / 30分￥4,500
ウォームハーブボール　30分￥7,500



フェイシャル
ナチュラルプロダクツフェイシャル
北海道の植物原料を主成分に作られたコスメを使ったオリジナルフェイシャル。敏感
肌の方でも安心してお受けいただけます。

スージングフェイシャル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
60分￥12,000
貴重な北海道の白樺樹液をベースに自然の天然由来の成分がお肌を柔らかくし荒れ
がちなお肌を整えます。

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　



SODASHIフェイシャル
オーストラリアのラグジュアリーコスメティックブランドを使ったフェイシャル。
最高級の精油を使った100％ナチュラルな粧材で肌も心も贅沢に癒されます。

サマダラ イルミネイティング エイジディファイニング フェイシャル　　
90分￥28,000 
SODASHI最高級のエイジングラインを使った贅沢なフェイシャル。ローズクウォーツ
とセラピストのハンドテクニックでしっとりなめらかなお肌に仕上げます。

サーマル インフュージョン フェイシャル
90分￥22,500 　　　　　　　　　　　　　　　　
温熱効果のある石膏マスクによってお肌の血行を促し、成分がより浸透してゆきます。

ブライトニング マリンミネラル フェイシャル
60分￥15,000　 
くすみ、シミを気にされている方に。マリンミネラルの成分がお肌を明るく見せる手助
けをいたします。

ピュア ラディアンス フェイシャル　　　 
60分￥15,000 　　　　　　　　　　　　　　　　
セラピストがお客様の肌別にマスクを選びお肌につやと元気を与えてゆきます。

メンズ フェイシャル
60分￥15,000 / 75分￥18,000 　　　　　　　　　　　　　　　　
SODASHIの男性専用の化粧品ラインを使用。背中からのスクラブから始まり、お顔の
お手入れへと移行して参ります。



ボディケア

スクラブ＆ラップ

デトキシフィケーションセラピー（マッドラップ）　　　　　　　　　　
75分￥19,000
ボディブラシで全身の角質を優しく落とし、ナチュラルな泥マスクを塗布することで皮
膚にミネラルを与え、代謝を促します。

SODASHIオーガニックグリーンティーソルトセラピー　　　　　　　　　
60分￥15,500
SODASHIのオーガニックヒマラヤソルトと緑茶エキスで全身スクラブをし、肌を整え
柔らかく仕上げます。

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　



エクスプレススパ

ベーシック エクスプレス マッサージ　　　　　　　　　　
各30分 ¥8,000
ヘッド／肩、背中／ハンド／フット

ラグジュアリー エクスプレス マッサージ　　　　　　　　　
30分￥9,500　 SODASHIラグジュアリーフットトリートメント
SODASHIのオーガニックヒマラヤソルトで膝下をスクラブし、ビタミン豊富なオイルで
マッサージをし、ジャスミンの香りのボディクリームで仕上げるラグジュアリーなフット
トリートメントです。

ベーシック エクスプレス フェイシャル　　　　　　　　　
30分￥7,500　 ナチュラルハイフェイシャル
お時間の無い方、ナチュラルプロダクツを体験してみたい方の為のショートフェイシャ
ル。

ラグジュアリー エクスプレス フェイシャル　　　　　　　　　
30分￥9,500　 ストップ＆リラックス フェイシャル
お時間のない方、SODASHIを体験してみたい方の為のショートフェイシャル。

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　



パッケージ
シグネチャーエクスペリエンス

アプレ・スキー フルリバイタライゼーション　
120分 ¥21,000
(スキーブーツリリーフ30分 + フルボディマッサージ60分 + セラピストアシステッドス
トレッチング30分）

ブリス リチュアル　
90分 ¥13,000 / 120分 ¥16,000
(フロートセッション45分／60分 + マッサージ45分／60分)

カップルズ コクーン　 
2.5時間 ¥64,500 　　　　　　　　　　　　　             

（フットマッサージ15分 +マッドラップ75分 +マッサージ60分 + ボディ整肌）

マインド、ボディ＆フェイス リニューアル　
2.5時間 ¥24,000                          

（フロートセッション45分 + マッサージ75分 + ベーシックエクスプレスフェイシャル
30分）

トータルラグジュアリースパ　
4時間 ¥40,000

（フロートセッション60分 +マッサージ90分 +ラグジュアリーフェイシャル90分）



フルデイ ウエルネス ジャーニーズ

パーフェクト スノーデイ パッケージ 　　　　　　　　　　　　　　　
1日¥24,600

（セラピストアシステッドストレッチング30分 +フロートタンクセッション60分
+ マッサージ60分又はベーシックエクスプレスマッサージの中から2つ30分ｘ60分）

パーフェクト ノースノーデイ パッケージ ※　　　　　　　　　　　　
1日¥62,500

（ボディスクラブ又はマッドラップ75分+フロートセッション60分+ ヘルシーランチ+ 
サウナ＆温泉+お好みのマッサージ90分+ラグジュアリーフェイシャル90分）
※スカイニセコにお泊まりのお客様のみのご提供となります。



マルチデイ パッケージ

エターナルスノー アンチエイジングパッケージ

８時間15分 (５日間) ¥90,500
1日目: サマダライルミネーティングエイジディファイニングフェイシャル90分
2日目: お好みのマッサージ90分 +フロートセッション60分
3日目: ボディスクラブ又はマッドラップ75分
4日目: お好みのマッサージ90分
5日目: お好みのフェイシャル又はマッサージ90分

ナチュラルリバイタライゼーション パッケージ
　 
5時間 (３日間) ¥49,000　　　　　　　　　　　　             
1日目: お好みのマッサージ90分 + セラピストアシスティッドストレッチング30分
2日目: フロートセッション60分
3日目: お好みのマッサージ90分 + エクスプレスラグジュアリーフェイシャル30分

スポーツリカバリー　パッケージ
　
６時間 (３日間) ¥50,500                         
1日目: お好みのマッサージ90分 + フロートセッション60分
2日目: フロートセッション60分 + セラピストアシスティッドストレッチング30分
3日目: スキーブーツリリーフ30分 + お好みのマッサージ90分

フォーハンドマッサージは対象外となります



バスメニュー
セラピストがお部屋のお風呂でお楽しみいただけるバスグッズ（バスソルト、
キャンドル、お風呂後のSODASHI保湿用オイル）をお部屋までお持ちいたします。
２種類のパックからお選びください。

エクササイズリカバリーバス 　　　　　　　　　　　
￥6,000
筋肉をリラックスさせ血行を促す効果のあるジンジャー、ローズマリー、ユーカリをブ
レンドしたオイルと疲労回復効果のあるエプソムソルトで１日の疲れを和らげます。

スリープイージーバス　　　　　　　　　　　　　
¥6,000
心身を安定させ、眠りに誘う効果のあるマンダリン、カルダモン、フランキンセンスをブ
レンドしたオイルと疲労回復効果のあるエプソムソルトでゆっくりバスタイムをお楽し
みください。

※湯船のあるお部屋のみでのご提供となります。ご了承くださいませ。



注意事項

ご予約
ご予約の際は、以下のメールアドレスまでご連絡くださいませ。
wellbeing@skyeniseko.com

事前予約
お客様のご希望のお日にち、トリートメントを確実にするために事前のご予約をお勧め致します。

ご来店
カウンセリングフォームご記入のため、ご予約時間の15分前にはスパへお越しくださいませ。ウェル
カムドリンクを飲みながらトリートメントに向けリラックスした時間をお過ごしいただきます。また、ご
来店が遅れた場合には、トリートメントのお時間が短くなってしまう可能性がございますがご了承く
ださいませ。

キャンセレーションポリシー
ご予約のキャンセル及び変更に関しましては、24時間前までにご連絡をお願い致します。
24時間以内のご予約のキャンセルの場合は50%、無断キャンセルの場合には100%のトリートメント
料金をお支払いいただきます。

健康上のご申告
アレルギーやお怪我等、トリートメントを受けるにあたって影響を及ぼす健康上のご申告がございま
したら、ご予約の際レセプションまでお伝えくださいませ。

インルームサービス
お客様のお部屋にて行うインルームサービスにつきましては、お一人様ずつ別途料金が発生してま
いります。インルームでのご提供が可能なトリートメントは限られておりますので、お問い合わせくだ
さいませ。

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　



カップルルーム
お友達やご家族と共にトリートメントを受けられたい場合には、カップルルームのご用意もございま
すのでお客様のご希望をスタッフまでお申し付けくださいませ。

携帯電話
スパは全てのお客様にごゆっくりとおくつろぎいただくスペースでございます。スパにお越しになる
際に携帯電話の電源はお切りいただきますようご配慮をお願いします。

スパ施設内での撮影
スパでの写真・映像の撮影につきましては、事前に許可申請をいただく必要がございます。

貴重品管理
スパ内へは装飾品を持ち込まないようお願い申し上げます。万が一、盗難等が発生した場合にはス
パでは一切の責任を取りかねます。

保護者同伴
16歳以下のお子様は、保護者の方とご来店くださいませ。

お支払い
スパのレセプションにてクレジットカードでお支払いいただけます。ご宿泊のお客様はお部屋へのチ
ャージも可能でございます。また、料金には8%の税が含まれており、事前の告知なく変更があること
もございます。

喫煙及び飲酒
スパ内での喫煙及び飲酒については固く禁じられております。また、酩酊状態のお客様及び感染病（
皮膚病、インフルエンザ等）をお持ちの方のご利用はご遠慮させていただきます。

ご妊娠中のお客様
ご妊娠中の方は、4ヶ月目以降ご予約を承ります。

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　営業時間：10：00～23：00毎日（最終予約時間22：00）
0136-55-6418
ご予約の際は、フロントデスクまたは wellbeing@skyeniseko.comまで
ご連絡くださいませ。


