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六花スパは、温もりと静けさに包まれたサンクチュアリで、お客様の⼼⾝を解き放ち、活⼒を取
り戻すことができるよう、深い感覚を与えるウエルネスジャーニーを提案します。

ラピデムトウキョウとのコラボレーションにより⽣まれたプログラムは、「真の美しさは健康の
先にあるもの」という哲学に基づいています。東洋医学をベースに古来から伝わる伝統療法やヒ
ーリング療法などを基に設計された六花スパのウェルネスジャーニーは、⾃然の摂理に従い、⾜
りないものを補い、余計な物を排除していくことでバランスを整え、⼼⾝の健康と充⾜感に満ち
たライフスタイルの実現を⽬指ます。

六花（リッカ）とは、「雪」を意味し、直訳すると「六の花」となり、美しい六⾓形の雪の結晶
を表しています。六花は、⾃然の恵みである六⼤元素（⽊・⽕・⼟・⾦・⽔と陰陽五⾏説）を⾒
事に表現しています。



全てのスパトリートメントとプログラムは、⽇本有数の
デイスパとして広く知られ、常に「ベストラグジュアリ
ースパ」と「ベストデイスパ」の賞を授与されているラ
ピデムトウキョウの監修です。トリートメントでは、天
然成分にこだわったラピデムの製品を使⽤し、肌本来の
⼒を最⼤限に引き出していきます。

六花スパは、ウェルネス・スパ業界のパイオニアであ
り、⽇本国内はもとより、中国、韓国でも数多くのホテ
ルスパを運営・管理するコンセプトアジアと共同で運営
されています。



始まりの儀式

六花スパのウエルネスジャーニーは、「始まりの儀式」
から始まります。�地元の季節の薬草や酒、そして塩やヒ
ーリング効果の⾼い精油のエッセンスを使⽤します。

トリートメントに⼊る前に儀式を�⾏うことで精神を落ち
着かせ、続くトリートメントの効果を最⼤限に⾼めま
す。トリートメント終了には、地元産のペパーミントと
薬草を染み込ませた温かいタオルを使った「⽬覚めの儀
式」が、深いリラクゼーションの中から徐々に意識を今
に呼び戻し、⼼地よく⽬覚めることができます。
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Signature Treatment

Annupuri Nature Ritual  

アンヌプリの⼤⾃然の儀式
        

120分�/�34,000円

ANNUPUR I  NATURE  R I TUAL
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⼼⾝のリズムとバランスの改善�/�原因不明の不調の改善�/�疲労回復�/
深い安らぎと回復�/�エネルギーとホルモンバランスの調和�/�免疫⼒向
上

このウェルビーイングの旅は美しい⾃然を尊び、⾃然から学
び、⾃然と共に⽣き�るこのこの地ならではの伝承医学と東洋医
学である陰陽五⾏論を基に設計され�ました。ジャーニーの始ま
りは、お背中のスクラブのあと薬草を煮出したお湯に浸した��
�ホットタオルを背中にあてがい、⾃律神経を沈めることから始
まります。天然⽊とお客様の体質に合わせたオイルを使⽤し
て、全⾝の経絡にアプローチするトリートメント⽇頃の疲れか
ら解放し、バランスを整えます。�

ニセコの美しい⾃然と⽇本の伝統的な要素を取り⼊れながら、
⾃⼰治癒⼒の回復を促し、⼼⾝のバランスを整え、本来の⾃分
を取り戻します。

⼤⾃然の始まりの儀式�>�プレトリートメント�>�ツリートリートメント>
経絡トリートメント�(背⾯)�>�経絡トリートメント�(表⾯)�>�クレンジン
グ>�⼿拭い洗顔�>�デコルテ・フェイシャルトリートメント�>保湿�>�ヘッ
ドセラピー�>�お仕上げ�>�⽬覚めの儀式



Signature Treatment

Ioira Nature Ritual  

アンヌプリの⼤⾃然の儀式

90分�/�28,000円
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IO IRA  NATURE  R I TUAL

⼼⾝の調和�/�深い安らぎと回復�/�エネルギーバランスの調和�/�不調の
改善�/グラウンディング効果�

このウェルビーイングの旅は美しい⾃然を尊び、⾃然から学
び、⾃然と共に⽣き�るこのこの地ならではの伝承医学と東洋医
学である陰陽五⾏論を基に設計され�ました。ジャーニーの始ま
りは、お背中のスクラブのあと薬草を煮出したお湯に浸した��
�ホットタオルを背中にあてがい、⾃律神経を沈めることから始
まります。天然⽊とお客様の体質に合わせたオイルを使⽤し
て、全⾝の経絡にアプローチするトリートメント⽇頃の疲れか
ら解放し、バランスを整えます。�

ニセコの美しい⾃然と⽇本の伝統的な要素を取り⼊れながら、
⾃⼰治癒⼒の回復を促し、⼼⾝のバランスを整え、本来の⾃分
を取り戻します。

⼤⾃然の始まりの儀式�>�アロマ芳⾹浴�>�プレマッサージ�>�背中のスク
ラブ�>�温湿布�>�ツリーマッサージ�>�経絡ボディトリートメント�>�ヘッ
ドセラピー�>�⽬覚めの儀式�
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SEASONAL  WELLNESS  R I TUAL

Seasonal Wellness Ritual

季節のウェルネスリチュアル

フルボディ�����60分�/�18,000円
フルボディ�����90分�/�24,000円

筋⾁疲労の改善�/�疲労や時差ぼけの回復�/�デトックス�/�⾝体のコリや
張りをとる
�
季節の美しさを感じながら、⽇本の伝統的なストレッチ「活
法」を取り⼊れたウェルネスリチュアルは、スノースポーツや
その⽇のアクティビティの回復にぴったりです。⾃然の恵みに
包まれながら、⾝体の疲れを癒し、関節や筋⾁の緊張をほぐ
し、ストレス解消を図ることができます。

始まりの儀式�>�活法�>�プレトリートメント�>�リンパデトックストリー
トメント�(背⾯)�>�リンパデトックストリートメン�ト�(表⾯)�>�ヘッドセ
ラピー�>�⽬覚めの儀式�
※フルボディ90分の内容になります。
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NISEKO HERBAL  HEAL ING THERAPY

Niseko Herbal Healing Therapy

ニセコのハーバルヒーリングセラピー

フルボディ�90分�/�26,000円

深いリラクゼーション�/�⼼⾝を落ち着かせる�/デジタルストレスからの
解放�/�睡眠の質の改善�/�パフォーマンスの向上

ロングストロークで全⾝を優しく流し、呼吸を促し、⾃律神経
のバランスを整えることで、睡眠の質を⾼め、深いリラクゼー
ションへと導くプログラムです。

ニセコの⾃然の素材を詰め込んだハーバルボールを呼吸のリズ
ムと調和させながら肌に優しく押し当てます。⾃然界のエネル
ギーを取り⼊れることで、ストレスや精神的な緊張、不安が緩
和され、⼼の平穏を取り戻し、⽇常⽣活でのパフォーマンスを
向上させることができます。

始まりの儀式�>�プレトリートメント�>�ハーバルボールとヒーリングト
リートメント�(背⾯)�>�ハーバルボールとヒーリングトリートメント�(表
⾯)�>�ヘッドセラピー�>�⽬覚めの儀式
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STONE  MED ITAT ION THERAPY

Stone Meditation 

ストーンメディテーション

フルボディ�90分�/�28,000円

冷えの改善�/�⾃然との調和�/�グラウンディング�/�慢性的な痛みの改善�/
免疫⼒の改善�/�深い瞑想

禅の思想に基づいた⽯庭にインスピレーションを得たこのプロ
グラムは、28億年前の⽕⼭活動でできたナチュラルストーンを
使⽤し、強めの圧で⾎⾏を促進しリンパの流れを改善すること
によって⽼廃物の排出を促します。⾃然のエネルギーをダイレ
クトに感じながら、深い瞑想作⽤をもたらし本来の⾃分を取り
戻します。

始まりの儀式�>�アロマ芳⾹浴�>�プレマッサージ�>�ホットストーントリ
ートメント�>�ヘッドセラピー�>�⽬覚めの儀式
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THERAPEUT IC  BODY  TREATMENT

Therapeutic Body

セラピューティック�ボディ

フルボディ�����60分�/�18,000円
フルボディ�����90分�/�24,000円

⾝体のコリや張りをとる/�筋⾁疲労の改善

最初に⾝体のゆがみを正してから施術に⼊るこのメニューは、筋
膜へのアプローチに優れ、スポーツや⽇ごろのデジタルワークで
強張った⾝体を深く解し、⾝軽さを取り戻していきます。ドライ
トリートメントのため、着⾐のままご利⽤いただけます。

90分のトリートメントでは、ストレスや眼精疲労などで疲れが溜
まりやすい⾸元とヘッドを中⼼にデイープテイッシュへのアプロ
ーチをおこない、爽快感とともに翌⽇のパフォーマンスの向上を
⽬指します。

始まりの儀式�>�整体>�筋膜リリースと経絡へのプレッシャーによるディ
ープティシュートリートメント>�ネック&ヘッド�>⽬覚めの儀式
※ 90分の施術内容
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CONDIT IONING &  THERAPEUT IC  

BODY  TREATMENT

Conditioning & Therapeutic Body

コンデイショニング＆セラピューテイックボデイ

フルボディ�90分�/�24,000円

スポーツ後の疲労回復�/⾝体のコリや張りをとる/�筋⾁疲労の改善�/�⾎
流促進

このプログラムは、特にスポーツを好む⽅のためにつくられて
います。体の歪みと筋膜にアプローチするドライマッサージに
始まり、続くオイルトリートメントで循環を促し、リンパの流
れを活性化していきます。洗練されたセラピストのテクニック
で、筋⾁の痛みや体に蓄積された疲労感を取り除いていきま
す。

始まりの儀式�>�整体�>筋膜リリースと経絡へのプレッシャーによるディ
ープティシュートリートメント>�コンディショニングトリートメント�>
ヘッド＆ネック�>�⽬覚めの儀式
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SK IN HEALTH THERAPY

Skin Health Therapy

スキンヘルスセラピー

フェイシャル�60分�/�18,000円

お肌の鎮静�/�栄養補給�/�くすみの改善�/�ターンオーバー促進

⼭の強い紫外線によるダメージから肌を回復し、透きとおった
明るい肌へ導くためのフェイシャルトリートメント。⽇本⼈が
古来から培ってきた美容法を基に、肌の疲れを癒し、健やかな
バランスを取り戻します。

始まりの儀式�>�プレトリートメント�>�クレンジング>�⼿拭い洗顔�>�⽶
粉のスクラブ�>デコルテ・フェイシャルトリートメント�>�フェイスマス
ク�>�ヘッドトリートメント�>�保湿�>�⽬覚めの儀式�
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LAP IDEM PRODUCTS

リッカスパで体験した贅沢な時間を、ご⾃宅にお持ち帰りください。トリートメントに使⽤しているラピデム製品は、すべ

てリッカスパでお買い求めいただけます。

商品名 サイズ ⼩売価格 説明

AGモイスチャークレン
ザー

250ml ¥3,800

美容液のような肌に優しいクリームクレンジング。メイクや余分な⽪脂を落としな
がら肌に栄養を補給し、キメが細かく、ふっくらと柔らかいお肌へ導きます。刺激
の少ない天然由来の洗浄成分を使っているため、�朝夜の洗顔料としても使⽤で
き、W�洗顔の必要もなし。ライムの⾹りで癒しつつ、透明感のあるピュア肌へリ
セット。

CLボディクリーム 280ml ¥4,600

なめらかでベタつかないマッサージクリーム。オレンジやライムがほのかに⾹り、
サラりとした使い⼼地で肌への浸透⼒が⾼いため、塗ってすぐに服を着てもべたつ
きません。植物&海藻エキスを贅沢に配合することでみずみずしく、ハリのある引
き締まったお肌に整えます。

PUセラムローション 180ml ¥3,800

⼼もお肌も爽やかに潤す⾼機能化粧⽔。ライムが爽やかに⾹る、とろみのあるテク
スチャー。美肌成分や保湿成分をかかえ込んだローションが、肌にのせた瞬間、⾓
質までスッと浸透。⽇本酒から抽出した成分が肌に⽔分を⾏き渡らせ、お肌に潤い
を与えます。



冬メニュー2022/23

商品名 サイズ ⼩売価格 説明

AGピュアスクラブ 50g ¥4,200

こんにゃくと⽶粉のマイルドなスクラブ。スクラブ特有のハードなざらつきがな
いため、⽪膚の薄い⽬のキワまで使⽤可能。さらに、ミネラル、ビタミン、抗酸
化成分がお肌のくすみを取り除き、透けるような⽩肌へ。次に使うローションや
クリームの浸透⼒も⾼まり、スキンケア効果を最⼤限に引き出します。

RJフェイスクリーム 30g ¥3,800

乾燥やダメージから肌を守り抜く、仕上げの⾼保湿クリーム。やわらかくスッと
伸びるクリームが肌表⾯に薄い膜をはり、バリア効果を発揮し、肌に美しい艶を
取り戻します。たっぷり潤うのにベタつかない、朝晩使える軽やかなテクスチャ
ーも⼼地良い。

バス＆マッサージオイ
ル�カーム

50ml ¥2,800

深いリラックス効果へと導くマルチオイル。イランイラン・ビターオレンジ・ラ
ベンダーのブレンドが⾎液循環を促し、全⾝を巡らせることで深いリラックス効
果をもたらします。バランスを整えるフローラル系を持ちながら情熱的・官能的
な⾹りが調和して気分が落ち込みやすく不安、不眠、冷え性でお悩みの⽅におす
すめです。

バス＆マッサージオイ
ル�バランス

50ml ¥2,800

インスピレーションを⾼めるマルチオイル。レモン・フランキンセンス・セイヨ
ウハッカのブレンドが⼼⾝に溜まったエネルギーバランスを整え活⼒、集中⼒を
与えます。グラウディング作⽤が⾼く、地に⾜のついた⼒強さを感じさせるオイ
ルです。⾷欲不振、気⼒が⾜りない⽅におすすめです。
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商品名 サイズ ⼩売価格 説明

バス＆マッサージオイル
ブレス

50ml ¥2,800

本来のあなたを呼び覚ますマルチオイル。ユーカリ・ティートゥリーのリフレッシ
ュ感あふれるブレンドです。森林浴をしているかのような気分に包まれながら、本
来のあなたを呼び覚まします。⾵邪を引きやすい、⽪膚のトラブル等のお悩みをお
持ちの⽅におすすめです。

バス＆マッサージオイル
チャージ

50ml ¥2,800

優しさと落ち着きを取り戻すマルチオイル。ゼラニウム・ジュニパー・タイムのブ
レンドが⽔分のバランスを整えます。代謝不良で⾝体が重だるい、むくみが気にな
る⽅におすすめです。ウッディグリーン系の静かでひんやりした雰囲気の⾹りで、
優しさと落ち着きを取り戻します。

⼿拭い  ⾚ ¥1,600 上質な特岡⽣地を使⽤した⼿拭いです。

⼿拭い  ⻘ ¥1,600 上質な特岡⽣地を使⽤した⼿拭いです。



営業時間:�
夏季（8〜10⽉):�14:00�-�21:00
冬季�(12〜3⽉):�14:00�-�23:00

予約する:
�0136�55�7796

www.rikkaspa.com

佐久間 美樹 
スパマネージャー�


