シックスセンシズ マックスウェルにスパポッドがオープン

シンガポールの都心にウェルネスのサンクチュアリが誕生
2019 年 7 月
ゲストが到着時よりも爽快な気分でお帰りいただけるようサポートすることを理念とするシックスセンシズ
マックスウェルは、新たに 5 つのスパポッドと 2 室のリラクゼーションルームを導入し、ウェルビーイングを
増進する画期的なホリスティック体験を提供します。シンガポールの喧騒の中に佇む都会のサンクチュアリ
をコンセプトにしており、静寂を楽しめる癒しの空間を提供します。ホテルゲストはもちろんのこと、街を
行き交う地元の方々やトラベラーたちにも広くご利用いただけます。
「ウェルネスをゲストエクスペリエンスに組み込むというブランドのコミットメントに沿ってスパポッドが
導入され、シンガポールのアーバンコミュニテイに於いても、世界的に高い評価を受けているシックスセン
シズならではの心安らぐリチュアルをお楽しみいただけるようになりました。全てのゲストが内と外の両方
から調和を見つけられるようにするために、ウェルネスパートナーと共に効果的で持続性のあるトリートメ
ントやアクティビティを考案しました。」とシックスセンシズ シンガポール総支配人のマリー・エイトキン
は述べています。
スパポッドとリラクゼーションルームは、シックスセンシズ マックスウェルの 4 階に位置し、19 世紀のコロ
ニアル様式をモダンに進化させたホテル全体のコンセプトを反映させた内装デザインが特徴的です。シック
スセンシズのシグネチャーマッサージから、地元に根付く独自のリチュアル、ターゲット療法、ファンクシ
ョナルフィットネスまで、伝統療法と革新的なウェルネス体験の両方をお楽しみいただけます。
シンガポールのみで楽しめるウェルネスリトリート体験
シックスセンシズ マックスウェルは、中国伝統療法（TCM）とマッサージ療法を組み合わせた Locally-Inspired
Wellness Retreat（ローカリー‐インスパイアード・ウェルネス・リトリート、2 時間 15 分）をスタートします。USD
220 ++（SGD 300++）よりご利用いただけます。最古の療法の一つである中国伝統療法は、現代においても発
展し続け、代替療法やホリスティック療法を求める世界中の人々を惹きつけています。
本リトリートは、地元の中医クリニックの専門家によるコンサルテーションから始まり、洞察力に富んだ問
診を通じて、ウェルネスに関するアドバイスを行います。そして、温めたアメジストを使用した心を安らげ
るリチュラルを行い、首、肩、背中をマッサージし、溜まっている凝りや緊張、ストレスを和らげます。さ
らに、優雅な蘭の香りが漂うヒマラヤソルトのスクラブ、ローズのボディマスク、リフティング・フェイシ
ャルマッサージが施術され、最後に中華料理レストラン「イエロー・ポット」または「クック＆トラス・ソ
ーシャルライブラリー」でのウェルネスランチをお楽しみいただけます。
Cleansing Retreat（クレンジング・リトリート、2 時間 30 分）は、自然治癒力と免疫力を高めたい方に最適です。
USD 258++（SGD 350++) よりご利用いただけます。ビタミン C、ジャスミン、生珈琲豆、唐辛子を活用したボ
ディとフェイシャルのトリートメントで全身を大掃除します。デトックスジュースとヨガ、そして中華料理
レストラン「イエロー・ポット」または「クック＆トラス・ソーシャルライブラリー」でのウェルネスラン
チもリトリートに含まれています。
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全身を癒すスパメニュー
The Organic Pharmacy（オーガニックファーマシー）のサスティナビリティに配慮されたオーガニック製品を使
用する Detox Vital（デトックス・バイタル）は、海藻、ユーカリ、海塩が入ったスクラブとピュリファイング・
マッドマスクで血行を改善し、体の浄化作用を促進します。Detoxifying （デト クシ ファイ ング） または
Nourishing（ナリッシング）からお選びいただける香り豊かな Full Body Exfoliation（フルボディ・エクスフォリエ
ーション）は、心身の回復を促し活性化させます。肌への結果を追求したフェイシャルトリートメントは、ツ
ヤとハリを取り戻し、より明るい肌へと導きます。年齢によるしみ、色素沈着、小じわに働きかけるメニュ
ーも用意して います。 お昼の休憩時間、スクールやワークアウト後の隙間時間にもご利用いただける
Purifying Urban Express Facial（ピュリファイング・アーバン・エクスプレス・フェイシャル）は、時間に追われた都
会の生活に適したメニューです。
再調和を促すヨガや瞑想は、シンガポールの天然記念樹であるアンサナの大きな古木の下で行います。7 種類
からお選びいただけるシックスセンシズのシグネチャーマッサージと合わせていただくことで、忙しい街の
騒音がまるで嘘のように静まり返り、心の平穏を感じていただけるでしょう。そしてセラピストが、今の瞬
間に意識を集中させるマインドフルネスへと導き、脳が分泌する幸せホルモンの増加を促進し、疼きや痛み
を緩和します。

マッサージの後は、So-Sound 社の Legato Healing Lounger（レガート・ヒーリング・ラウンジャー）でおくつろ
ぎください。ヒーリングサウンドによる振動がストレスと緊張を解消し、血行や脳波を改善します。
Spa-tastiq Experience（スパ‐テイスティク・エクスペリエンス）
2 泊 3 日の特別な宿泊パッケージでシックスセンシズ シンガポールのウェルネス体験をご満喫ください。シッ
クスセンシズ マックスウェルでのご宿泊は、USD 478++ (SGD 650++) より、シックスセンシズ ダクストンでの
ご宿泊は、USD 592++ (SGD 804++) よりご利用いただけます。シンガポール特有のカラフルなショップハウス
がご提案する多彩なアクティビティをお楽しみください。
当パッケージは、下記の特典を含みます：
• 一つ上のルームタイプへのアップグレード（空き室状況による）
• 「イエロー・ポット」または「クック＆トラス・ソーシャルライブラリー」での朝食
• 60 分のマッサージ（2 名様分）
• 木曜日または日曜日のヨガ
• イーシン・シュエン・ティーハウス（怡心軒茶館）での “Sip Your Way to Good Health” 体験
• イブニング・ティンクチャー（薬用酒）（2 名様分）
• 中国伝統療法コンサルテーション（2 名様分）
当パッケージは、ホテルの利用規約が適用されます。
シックスセンシズ マックスウェルのスパポッドは、毎日午前 11 時から午後 8 時まで営業しています。スパに
関するお問い合わせ及びご予約は、お電話+65 6914 1410 または予約専用メール reservations-singaporespa@sixsenses.com までご連絡ください。
Spa-tastique Experience のご予約は、お電話+65 6914 1410 または予約専用メール reservations-singaporespa@sixsenses.com までご連絡ください。
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シックスセンシズ マックスウェル内スパポッドのリラクゼーションルーム
高解像度の画像はこちらからダウンロードしてください。

シックスセンシズ マックスウェル内スパポッドのマニュキュア・ペディキュアルーム
高解像度の画像はこちらからダウンロードしてください。

シックスセンシズ マックスウェル内スパポッドのトリートメントルーム
高解像度の画像はこちらからダウンロードしてください。
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About Six Senses Singapore

シックスセンシズ マックスウェルは、多様性に溢れた華やかなシンガポールのチャイナタウンに位置する、
19 世紀に建てられたコロニアル様式の建造物を改装したホテルです。姉妹ホテルのシックスセンシズ ダクス
トンへは、徒歩圏内です。フランス出身の著名なデザイナー、ジャック・ガルシア氏が、サスティナビリテ
ィに配慮した改装を施し、ヨーロッパのセンスが吹き込まれた時空を超えて洗練されたホテルへと変貌を遂
げました。スイートルームを含む 138 室の客室は、歴史的建造物が持つストーリーを尊重しつつ、ガルシア氏
のバロック様式に強い影響を受けたデザインが特徴的です。シックスセンシズ マックスウェルズは、2 軒の歴
史的な建造物を改装して展開するシックスセンシズ シンガポールの 2 番目のホテルです。
シックスセンシズ ダクストンは、カラフルなシンガポールのチャイナタウンに位置する、19 世紀に建てられ
たシンガポール特有のショップハウスを改装したブティックホテルです。改装はイギリスのデザイナー、ア
ヌーシュカ・ヘンペル女史がてがけました。シックスセンシズ マックスウェルズの改装と共に、シックスセ
ンシズブランドの修復と保全への責任ある強いコミットメントが反映されています。スイートルームを含む
エレガントな全 49 室の客室は、オーガニックアメニティが備えられたバスルーム（バスタブ付きまたはシャ
ワーのみ）、衛星放送が視聴可能な薄型テレビ、Bluetooth スピーカー、無制限 Wi-Fi など充実した設備が整
い、非常に快適な空間です。ホテルロビーと、アンティークをテーマにしたバーエリアも有するレストラン
「イエローポット」は、金色をハイライトカラーに用いた豪華な内装デザインが特徴的です。ゲストは、個
性あふれる魅力的な 2 つのホテルが提供する特別な特典をお楽しみいただけます。
About Six Senses Hotels Resorts Spas
シックスセンシズ（Six Senses）、エバソン（Evason）、シックスセンシズ スパ（Six Senses Spas）、レーゾン
デートル（Raison d’Etre）のブランド名にて、現在 14 ヶ国、18 軒のリゾート、ホテルと 37 軒のスパを運営し
ています。この他、17 軒の開発プロジェクトが進行中です。2019 年 2 月に IHG®（インターコンチネンタル

ホテルズグループ） の一員になりました。
Six Senses 自然環境と地域社会との共生、サスティナビリティ、ウェルネスとデザインへのコミットメントを

理念に掲げ、企業の社会的責任を遂行する徹底したスタンスにより、自然派ラグジュアリーリゾートの先駆
者として名を馳せています。島滞在型リゾート、山岳リトリート、都市型リゾートなど個性あふれるリゾー
トを展開しています。どのタイプのリゾートにおいても、ゲストが自然や文化に溶け込めるようデザインさ
れており、各地の地域性を生かした斬新かつ独創的な体験をお楽しみいただけます。
Six Senses Spas ウェルネス業界に於けるリーディングカンパニーとして、熟練のセラピストのもと地域の伝

統療法を活かしたホリスティックウェルネス、リジュベネーション、ビューティートリートメントを提供し
ています。すべてのシックスセンシズリゾート内に併設されているほか、16 軒の独立型スパを運営していま
す。セラピストの高い技術力とハイテク機器を合わせたアプローチにより、ナチュラル感あふれる癒しの空
間の中で、ゲストをより深いウェルビーイングへと導きます。
Six Senses Residences シックスセンシズの理念に基づき、非日常的な絶景ロケーションにおいて、最良の住ま

いを提案します。息をのむほど美しいビーチヴィラ、ラグジュアリーと雪山の自然が溶け合うシャレー、誰
もがうらやむ大都市の隠れ家など、世界中のベストロケーションをご堪能いただけます。単独型とホテルや
リゾートとの統合型の 2 つのタイプがあり、幅広い間取りと建築スタイルからお選びいただけます。シックス
センシズならではの素晴らしい食事から、革新的なウェルネスプログラム、サスティナブルな暮らし方ま
で、すべてがミックスされた、楽しみながら学び、成長できるコミュニティ作りに取り組んでいます。
Evason シックスセンシズの理念を継承しつつ、家族連れや友人同士の旅行からハネムーナーまで幅広い客層
のゲストに満喫していただけるカジュアルなラグジュアリーリゾートです。現在、2 軒のリゾートをエバソン
（Evason）ブランド名にて運営しています。ご家族でお楽しみいただける思い出に残る体験を幅広く提供し

ています。
リゾートの予約： Six Senses Hotels Resorts Spas 0120-921-324
問い合わせ： japan@sixsenses.com（日本語対応）
メディア関連の問い合わせ： ケントス・ネットワーク 03-3403-5328 / info@kentosnetwork.co.jp
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