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SPA NIKUR
大自然の恵みに身をゆだねる
シャレーアイビー定山渓 オリジナル精油 “静かな森”

Abandon yourself
to the bounties of nature

スパ ニクルでは 『心と身体』 を健やかに保つために、北海道に
受け継がれた暮らしの伝統と土地の風土を取り入れた独自のシ
グネチャーメニューやプログラムをご用意しております。独自の文
化、日本の伝統技術、そして、北海道ならではの自然素材を内
側から取り入れ、健やかで新たなる活力となる心身のくつろぎをご
提供いたします。

Our Original Essential Oil “Serene Forest”

原创精油 静寂之森

Spa NIKUR’s menus and programs incorporate the
traditions of the indigenous Ainu people and the
natural features of the land to help you maintain a
healthy mind and body. Take in the unique culture,
traditional techniques of Japan, and local natural
ingredients of Hokkaido from within, and relax your
mind and body to charge healthy, new energy.

ゆったりと流れる静寂の時間の中、
至福のひと時を心ゆくまでご堪能下さい。

Enjoy a blissful experience in the slow and
quiet passage of time.

ＣＯＮＣＥＰＴ
茶
CHA TEA
茶道という深い文化には、単にお茶を飲むだけではなく客人をもてなす精神が根付いており、日本古来から受け継がれた伝統と深い芸術性を感じるもので
す。またカテキンを多く含むお茶は日本人の健康そのものを支えてきました。８００年の歴史のある京都産の宇治茶を使用した様々なトリートメントは、飲
むだけにはとどまらず様々な手法を使い肌や身体を健やかに整えてくれます。

The tea ceremony is not just about drinking tea. It involves artistry and the spirit of entertaining guests,
and it is a tradition passed down from ancient Japan. The abundant amount of catechin found in tea has supported
the health of the Japanese people. Our treatments featuring Kyoto-Uji tea, which has a history of 800 years,
make use of the tea not just for drinking but for bringing health to your skin and body with various techniques.

然
ZEN NATURE
薬草の宝庫と呼ばれる北海道の大地に生息する薬草の文化。
寒冷な気候に多く見られるこの文化は、自然への畏敬（崇拝）の表れであり、古代の深い伝統を感じることができます。
北海道の大自然に生息する様々な植物は、身体の機能の働きを高め、美容と健康に役立ちます。

A culture of medicinal herbs thrives in Hokkaido where plenty of herbs grow. Common in cold climates,
this culture is a show of respect for nature and gives you a feel for the deep ancient traditions.
The various plants that naturally grow in Hokkaido boost your body’s functions and benefit your health and beauty.

香
KOH AROMA
数千年も前から先人は、浄化、瞑想、心の安らぎなど様々な場面で香を生活の中に巧みに取り入れてきました。
香りを嗅ぐことによって、高ぶる気持ちを静め、心を安定させ、本来の自分に導くことができます。
雄大な自然が創り出したハーブやお香を、心身に満たしていきます。

For thousands of years, our forerunners have cleverly incorporated aromas into life scenes,
such as for purification, meditation, and peace of mind. Aromas calm excitement, stabilize your mind,
and guide you to your normal self. Herbs and incenses created by the vast land fulfill your mind and body.

ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ
自然素材を使ったニクルオリジナルメニュー

NIKUR original menus featuring natural materials

定山渓ハーバルデトックス 香 Jozankei Herbal Detox KOH

90min

ハーブテント → アロマセラピーオイルボディ/Herbal tent → Aromatherapy Oil Body/

→

￥21,538

北海道産のハーブ、熊笹やモミなどを使ったハーブテントでお体を温めすっきりとデトックスした後、アロマオイルボディでリンパを促進し冷えやむくみにもアプロー
チ。ハーブの香りとオイルトリートメントですっきりとリフレッシュして頂けます。
※このメニューは施術時間より 30 分以上前のご予約をお願いしております。

Hokkaido herbs, kumasasa bamboo grass, and fir are used in the herbal tent to warm your body for a refreshing detoxification.
Then, an aroma oil body treatment works to improve lymphatic flow and alleviates cold sensitivity and swelling. Refresh yourself
with our herbal aromas and oil treatment.
*Please make reservation 30 minutes before the treatment starts.

定山渓エスケープジャーニー 然 Jozankei Escape Journey ZEN
オリジナルオイルボディ → エイジングケアリフトアップフェイシャル
Original Oil Body → Lift Up Facial for Aging Care /

120min

￥31,460

→

自然の素材をふんだんに使用し、内と外、心と体の調和を目指すトータルプログラム。古代の聖なる木“埋もれ木”やオリジナル精油を使ったトリートメントで
ほぐした後、お茶の持つ抗酸化力に優れたエイジングリフトアップフェイシャルでお肌を引き締めます。

The aim of this comprehensive program is to balance your mind and body inside and out, with the use of natural materials. After
loosening up your body with a treatment using the ancient and sacred bog-wood and our original essential oil, tone your skin with
an aging lift-up facial with antioxidative green tea.

定山渓オートクチュール 茶 Jozankei Haute Couture CHA

150min

￥41,382

ボディスクラブ → 選べるオイルボディ → 選べるフェイシャル→ ヘッドケア

Body Scrub → Choice of Oil Body → Choice of Facial /→ Head Care/

→

→

→

その日の体調やご気分に合わせてオートクチュール感覚でお選び頂けるラグジュアリーなトータルプログラムです。竹の微粒子で全身の角質をやさしく除去し
たあと、「選べるオイルボディ」と「選べるフェイシャルトリートメント」、そして、ヘッドケアでお肌とお体をトータルにケアいたします。リトリート気分をご堪能下さい。

With this luxurious total care program, enjoy an haute couture experience with a selection of treatments to match your mood and
body’s condition. After gently removing dead skin from your entire body with fine particles of bamboo, you have a choice of oil body
treatment and facial treatment, and head care to fine-tune your body from top to bottom. Go on a retreat with this program.

※お支払総額には、サービス料 10％、消費税 10％が含まれております。Prices include 10% service charge and 10% consumption tax.
上记总支付费用包含 10％的服务费与 10％的消费税。

ＢＯＤＹ
心身をほぐし、そして癒すボディマッサージ
Therapeutic massages for your mind and body
放松身心，治愈的身体护理疗程

オリジナル オイル ボディ
Original Oil Body /

60min

￥17,061

90min

￥25,410

古代の聖なる木を磨き上げた“埋もれ木”でお体をほぐしスタート、筋肉をやわらげた後は、オリジナル精油“静かな森”を使ったアロマトリートメントでリラク
ゼーションへと導きます。

Start by alleviating tensions in your body with the ancient and sacred bog-wood that has been finely polished. After your
muscles are loosened up, our aroma treatment featuring our original essential oil “Serene Forest” invites you to a state of
superb relaxation.

アロマセラピー オイル ボディ
Aromatherapy Oil Body /

60min

￥17,061

90min

￥25,410

厳選された精油をお客様のお好みやお疲れによってカスタマイズ、オリジナルブレンドのベースオイルと共に心身に働きかける、リラクゼーション効果の高いト
リートメントです。

Based on your level of fatigue, customize your treatment drawing from our essential oil selection. This highly relaxing treatment
helps to alleviate the fatigue in your mind and body with originally blended oils.

ジャパニーズスタイル ドライ ボディ
Japanese Style Dry Body /

45min

￥13,310

60min

￥15,510

90min

￥25,410

オイルを使用せず着衣のままお受けいただくトリートメントです。日本古来の手技、もみ、ほぐしや指圧などにストレッチも取り入れ、縮んだ筋肉をしっかりと
ほぐしていきます。

This non-oil treatment is done from over the clothes. Japanese techniques from old times and stretching techniques thoroughly
loosen your tightened muscles.

。

ホット ブラック シリカ ボディ
Hot Black Silica Body/

90min

￥27,830

大変珍しい天然鉱石ブラックシリカを原料に焼き上げた陶器を使用した、スパ NIKUR のオリジナルのオイルトリートメントです。ブラックシリカの遠赤外線
効果で体を温め血行を促進、むくみや肩こりを和らげ、溜まったお疲れを癒します。
※ブラックシリカは、国内外で唯一北海道上ノ国町でのみ産出される法定鉱物指定されているとても貴重な天然鉱石です。
※こちらのメニューは、施術開始時間より 30 分以上前のご予約をお願いしております。

Spa NIKUR’s original oil treatment uses ceramics made with black silica, a rare natural ore.The body warming effect of black
silica’s far-infrared radiation promotes blood circulation, relieves swelling and stiff muscles, and alleviates fatigue.
* Black silica is a highly valuable natural ore that is designated as a legally protected mineral in Japan. It is produced only in
Kaminokuni Town, Hokkaido and nowhere else in the country and even the world.
*Please make reservation 30 minutes before the treatment starts.

ディープティシューボディ
Deep Tissue Body /

60min

￥18,150

90min

￥27,830

慢性的な筋肉疲労のある方や、コリの強い方、男性にもおすすめのオイルマッサージです。
タオルの上からのほぐしやストレッチも取り入れ、やや強めに深くアプローチしていきます。トリートメントに使用するシアバターベースのボディバターは、栄養
豊富でスキンケア効果も高く、お肌もしっとりとしなやかにさせます。

Performed with slightly higher pressure, this treatment is suited for guests with chronic muscle fatigue, also recommended for
men and guests with strong stiffness. Shea butter based nourishing body butter and blended massage oil are used to leave your
skin moisturized and feeling supple.

※お支払総額には、サービス料 10％、消費税 10％が含まれております。Prices include 10% service charge and 10% consumption tax.
上记总支付费用包含 10％的服务费与 10％的消费税。

ＦＡＣＩＡＬ
北海道ではここでしか味わえない、健やかな美肌へと導くフェイシャルケア

Facial care for healthy, beautiful skin at the only spa offering it in Hokkaido

エイジングケア リフトアップ フェイシャル
Lift Up Facial for Aging Care /

75min

￥21,780

お茶の持つ抗酸化力に優れたエイジングケアトリートメントです。皮膚のエイジングに対応するプレミアムクリームのマスクでしっかりと栄養補給、弾力を与えお
肌を滑らかにし、更にバンテージでリフトアップ。お肌を引き締めハリを与えます。

Our anti-aging treatment boasts the outstanding antioxidant effects of green tea. Replenish nutrients in aging skin with a premium
cream mask that brings back spring and smooths your skin. Also lift up your face with a bandage that leaves your skin toned and
supple.

スキン ハイドレーター フェイシャル
Skin Hydrator Facial/

60min

￥18,150

乾燥や水分が不足しているお肌に、お茶の実油や茶葉エキスなどの保湿力抜群の成分が浸透、内側からしっとりとお肌へ弾力を与えくすみを軽減、透明
感のあるお肌へと導きます。お茶の持つ抗酸化作用でエイジングケアにも向いています。

Tea seed oil, tea leaf extracts, and other moisturizing ingredients penetrate dry, dehydrated skin to give your skin elasticity from
within, reducing dullness and boosting translucency. The facial’s antioxidant effects also provide aging care.

スキン ライトニング フェイシャル
Skin Lightning Facial /

60min

￥18,150

お肌をトーンアップする成分や、メラニンの生成を抑制する植物成分をふんだんに使用したフェイシャルトリートメント。美白のゴマージュでお肌に負担を与え
ずに、皮脂汚れや古い角質を除去します。柔らかくなったお肌に栄養が行き届き、つるつるしっとり感が続きます。

Plenty of skin-toning ingredients and plant-derived ingredients that suppress melanin production are used in this facial. Your skin is
toned with a skin lightening gommage that gently removes sebum dirt and dead skin cells. Nutrients reach your softened skin,
giving you continuously smooth, hydrated skin.

メンズ フェイシャル
Men’s Facial /

45min

￥13,673

60min

￥18,150

繊細なホホバのスクラブを使って滑らかなお肌に整えながらお疲れの頭皮や肩回りもほぐし、ストレスも和らげる男性のためのフェイシャルトリートメント。60
分のコースではお背中のアロママッサージからスタート、リラクゼーション効果を高めます。

In this facial for men, a delicate jojoba scrub is used to condition your skin to smoothness, loosen your tired scalp and shoulders,
and even alleviate stress. In our 60-minute course, start with an aroma back massage to increase relaxation.

ショート フェイシャル
Short Facial /

45min

￥13,673

クレンジングとゴマージュでお肌をクリアにトーンアップした後は、オールハンドでゆったりとフェイシャルマッサージ。スピーディにむくみを取りお肌を整えます。

Clarify and tone up your skin with cleansing and gommage exfoliation, then enjoy a leisurely all-hand facial massage that removes
swelling and conditions your skin

※お支払総額には、サービス料 10％、消費税 10％が含まれております。Prices include 10% service charge and 10% consumption tax.
上记总支付费用包含 10％的服务费与 10％的消费税。

ＯＰＴＩＯＮ
オプション/

炭酸ヘッドケア Carbonated Head Care

20min

￥5,687

30min

￥8,470

25min

￥7,018

炭酸ムースを使ったリラクゼーション効果の高いヘッドケアです。眼精疲労にも。

Our highly relaxing head care using carbonated mousse also relieves eye strain.

バンブーボディスクラブ

Bamboo Body Scrub

バンブースクラブとホホバビーズで、お肌をクリアで柔らかに仕上げます。

Our bamboo scrub and jojoba beads clarify and soften your skin.

ハーブテント Herbal Tent
北海道産のハーブ 3 種類を使ったスチームテントで、お体を温め老廃物の排泄を促します。
※こちらのメニューは、施術開始時間より 30 分以上前のご予約をお願いしております。

Our steam tent with three types of Hokkaido herbs warms your body and helps eliminate bodily wastes.
*Please make reservation 30 minutes before the treatment starts.
*

トリートメント延長 Extra Charge for Extension

20min

￥5,687

お好きなトリートメントを延長し、さらなるリラクゼーションを。

Extend your favorite treatment for even further relaxation.
※お支払総額には、サービス料 10％、消費税 10％が含まれております。Prices include 10% service charge and 10% consumption tax.
上记总支付费用包含 10％的服务费与 10％的消费税。

ご予約・お問い合わせ /

Reservations & Inquiries /

ご滞在中はスパ（内線 8）又は、フロント（内線 9）までお問い合わせください。
営業時間 14 時より 23 時（最終入店時間 22 時）
14 時以前にトリートメントをご希望の場合は、前日の 18 時までにご予約下さい。

Please call NIKUR 8 or Front desk 9 for information during your stay.
Opening Hours 14:00 – 23:00 (Final reception 22:00)
If you take a treatment before14:00, please call us by 18:00 previous day

