シックスセンシズでパーフェクトなエスケープ
2020 年 7 月
世界各国の移動制限措置が緩和の方向へと動き出し、想い描いていた休暇を実現できる環境が整い始め
た中、シックスセンシズ ホテル リゾート スパグループは、世界各地で再オープンできることを大変喜ば
しく思います。ウェルネスに特化したシックスセンシズは、最大限の配慮と責任を持って予防対策を講
じており、様々な制約から解放され、冒険的で自由な雰囲気の中、思いのままに滞在を楽しんでいただ
けます。
シックスセンシズは、ゲスト一人ひとりが、未曽有の状況下で異なる困難や課題を経験されたことに配
慮し、各プロパティ内の全施設と設備は、必要時のみ提供し、完全なプライバシーを確保します。
全てのプロパティは、ゲストが、立ち止まって内面を見つめ直し、ご自身や大切な方とのつながりを再
構築するための十分なスペースを設け、多彩なウェルネスプログラムや、ひねりの効いた斬新で楽しい
体験を取り揃えます。ご好評をいただいている#AtHomeWithSixSenses イニシアチブは、シックスセン
シズコミュニティの入り口として引き続き取り組んでいくと共に、ホテル及びリゾートで、ゲストを再
びお迎えできることを非常に楽しみしています。気持ちをリフレッシュできる非日常感あふれる滞在を
通して、豊かな感覚を呼び覚まし、ご自身や大切な方を笑顔にする喜びを再発見したいというゲストの
ニーズに応えます。
一部の国では厳しい移動制限措置が継続されており、先行きに不安を感じているゲストがいらっしゃる
ことを鑑み、「Plan Now, Play Later Certificates（プランナウ、プレイレイター・サーティフィケート）」の
オプションもご用意しています。20%相当分のボーナス特典が付いているサーティフィケートは、購入
日より 3 年間有効で、今すぐお買い求めいただけます。
魂を癒すベトナム（営業中）
ホーチミンからわずか 1 時間の距離に位置するシックスセンシズ コンダオは、国立公園保護区内の緑豊
かなジャングルに覆われた山々と、多様な海洋生物が生息するコバルトブルーの海に囲まれた、絶好の
ロケーションです。プライベートプール付きのオーシャンビューヴィラは、完全なプライバシーと広々
とした空間、そして素晴らしい眺望をお楽しみいただけます。新鮮な魚介の風味を存分に堪能できる美
味しい料理はもちろん、心身の回復と内面世界との対話を促すウェルネスエクスペリエンス＆スパトリ
ートメントも見逃せません。
シックスセンシズ ニンバンベイは、まるで本土から遠く離れた秘島に滞在しているかのようなエスケー
プ体験をお楽しみいただけます。実際は、東ベトナム海に面した半島先端近くの湾に位置しているため、
水上からのみアクセスが可能です。切り立つ山々を背景に印象的な巨岩が立ち並び、白い砂のビーチに
囲まれたリゾートは、無垢の自然に溶け込むような感覚を味わえる極上の隠れ家です。リゾートの最新
かつ最大の 3 ベッドルームヴィラ「ウォーター・リザーブ」は、屋内と屋外のリビングルーム、野外シ
ネマ、さらにプライベートプールへ飛び込める滑り台も完備しています。
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静寂のバリ（営業中）
スピリチュアリティ、伝統、美しいビーチ、魅力的なサーフブレイク、折衷的なウェルネスとダイニン
グ体験が混ざり合う、魅惑の場所。シックスセンシズ ウルワツは、地域文化の神髄に触れられる無数の
機会をゲストに提供します。神秘的な自然の美しさに身を委ね （あらゆる角度おいて視界を遮るものがない
海の眺望も魅力の一つ）、瞑想や神聖なリチュアルで内面と向き合う体験をお楽しみください。2 泊以上の
ご滞在には、空港送迎の手配と最高のロケーションで楽しめる特別な食事体験、または 2 名様分のスパ
トリートメントを提供します。
ロマンスが再燃するポルトガル（営業中）
シックスセンシズ ドウロバレーは、世界最古のワイン産地に位置しています。葡萄畑が広がる渓谷の景
色と、美しく改装された 19 世紀の貴族の館の佇まいが織りなす、優雅で穏やかな雰囲気が魅力です。最
新の客室「ヴィンヤード・ガーデン・スイート」は、隠れ家でゆっくりくつろぎたいゲストに最適です。
独立したベッドルーム、リビングエリア、ダイニングエリアを擁し、テラスはバスタブとデイベッドを
備えています。そして、ホテルの森の周りには、屋外で朝食や昼食を楽しめるピクニックスポットをご
用意しています。
文化遺産の魅力とコンテンポラリーな快適性が融合した中国（営業中）
シックスセンシズ 青城山 （チンチェンマウンテン）は、四川省の省都、成都の郊外に位置する名山「青城
山」の麓に位置しています。道教発祥の地であり、パンダの故郷としても知られています。リゾートが
誇る最上級の客室「プレジデンシャル・ヴィラ」は、2 階建ての邸宅です。4 室の独立したスイートに加
え、バトラールーム、広いプールを完備。サステイナブルなライフスタイルと文化遺産の保全に配慮し
た、文化的情緒あふれる特注の建築デザイン、そして、幽玄な山を望む絶景でゲストを魅了します。
別荘暮らしを楽しめるトルコのシックスセンシズ カプランカヤ（長期滞在用）
トルコのシックスセンシズ カプランカヤは、子どもたち（および大人）が共に遊び、全ての施設を楽しむ
ことができるソーシャルコミュニティとして営業しています。ウェルネス＆スパ、レストラン＆ビーチ
バー、さらに 9 ヶ所の湾とビーチにおいて、サステナビリティに配慮した、子どもたちが参加できるア
クティビティを開催しています。今シーズンは、長期滞在ゲストを対象に、プライベートな「レジデン
シャル・ヴィラ」のみを戸数限定で提供しています。
島貸切利用も可能なプライバシー最優先のレジデンス
インド洋に浮かぶセーシェル諸島のプライベートアイランド、フェリシテ島に居を構えるシックスセン
シズ ジルパシヨンは、島内唯一のリゾートであり、混沌とする現代社会から遠く離れ、ご自身や大切な
方々とのつながりを強めることが出来るプライベートな遊び場です。現在、フェリシテ島全体を貸切利
用できる特別なオファーを提供中です。貸切期間は 1 週間、最大利用人数は 20 名です。完全なプライバ
シーを求める方や、とびきり素晴らしいお祝いや集まりを企画されている方にピッタリです。
また、3 ベッドルームと 4 ベッドルームのプライベートレジデンスのご予約も受け付けています。洗練さ
れた建築デザインが素晴らしい豪華なレジデンスから、インド洋の絶景をお楽しみください。
タイのトロピカルアイランドとパンガー湾（7 月開業）
7 月 1 日に営業を再開したシックスセンシズ サムイは、プールでゆったり過ごしたり、時間を忘れてくつ
ろいだりできる心地よい場所です。タイの漁村にインスパイアされたプライベートヴィラは、手つかず
の植生景観に溶け込むように配置されています。Guest Experience Makers（ゲストエクスペリエンスメーカ
ー）が、ジャングル内を巡るドライブからボートトリップまで、各種アクティビティを手配します。リゾ
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ート最新の客室、2 ベッドルームの「ビーチ・リザーブ」は、大きなインフィニティプールとサンデッキ
を備え、比類のない広々とした空間とプライバシーを提供します。サムイ島の美しい夕日も見逃せませ
ん。ビーチ沿いをクルーズするタイの伝統的なジャンク船や、カタマランヨットの船上から、夕日を眺
める至福の体験は、まさに人生のご褒美です。
秘境のパンガー湾に浮かぶトロピカルアイランド。自然植生に配慮した緑豊かな造園。完全なプライバ
シーが確保された、敷地内に点在する茅葺き屋根のヴィラ。タイの伝統的な高床式スタイルを取り入れ
た開放的な造り。プライベートプールとゲストエクスペリエンスメーカー。冒険的な体験とウェルネス
への没入。これが、シックスセンシズ ヤオノイで展開されるストーリーです。全てのヴィラがゆったり
とした間取りで、広々とした空間を提供していますが、「オーシャン・リトリート」と「オーシャン・
デラックス・プールヴィラ」を組み合わせることにより、より一層高い快適性と利便性を備えた 3 ベッ
ドルームとしてご利用いただけます。最近拡張された「ヒルトップ」は、ダイニング、ラウンジ、バー
の 3 つの施設を擁し、バーから見渡せる景色は、東南アジア屈指の絶景です。シックスセンシズ ヤオノ
イは、2020 年 7 月 24 日に再オープン予定です。
異国情緒あふれるイスタンブール（7 月 30 日オープン）
シックスセンシズ コヂャタシュ マンションは、古代と現代が溶け合う大都市イスタンブールの中でも、
特に豊かに栄えるヨーロッパ側のサルイエル地区に位置しています。ボスポラス海峡に面するホテルは、
ボートで観光に出掛けることができます。海峡沿いのスポットに立ち寄り、バラエティ豊かなローカル
フードを楽しむボートトリップは、トルコ料理の隠れた魅力を発見する素晴らしい方法です。そして、
旧市街地の散策も外せません。ブルーモスクから、アヤソフィア、バシリカ・シスタン、グランドバザ
ールまで、多様な文化が交差してきた街の歴史を物語る遺産が、数多く残されています。散策後は、ト
ルココーヒーなど、トルコ独自の飲み物の起源について学ぶことが出来ます。
無限の冒険が広がるモルディブ（8 月 1 日オープン）
シックスセンシズ ラームは、10 週間のキッズ向け海洋生物学プログラムをウェブベースで実施していま
す。子どもたちは、リゾート周辺の海をウェブ上から探索できます。そして、プログラム終了後の 8 月 1
日より、リゾートは営業を再開します。ユニークなビーチヴィラと水上ヴィラは、高いプライバシーと
快適性を兼ね備えています。新鮮でヘルシーな旬の食材の風味を活かしたシェフ自慢の料理は、舌鼓を
打つ美味しさです。食材は、サステナビリティに配慮したローカルサプライヤーから調達しています。
さらに、無人島トリップから、サンゴ礁が豊富なハウスリーフでのシュノーケリング、ディープダイビ
ング、サーフィン、釣りまで、無数のアドベンチャーがゲストを待っています。シックスセンシズ ラー
ムは、非日常を味わえる冒険を満喫できるのどかな楽園です。
再オープン間近のリゾート
各種移動制限の緩和が検討段階のオマーン、ブータン、カンボジア、フィジーに位置するリゾートでは、
「Plan Now, Play Later Certificates」のご利用をお勧めしています。シックスセンシズ ジギーベイ、シッ
クスセンシズ ブータン、シックスセンシズ クラベイアイランド、シックスセンシズ フィジーの全てのリ
ゾートが対象です。客室のアップグレード、食事、スパトリートメント、アクティビティに使用できる
20%相当分のボーナスが付いています。購入日から 3 年間有効のサーティフィケートは、2020 年 12 月 20
日までお買い求めいただけます。詳細は、https://www.sixsenses.com/en/offers/plan-now-play-later
をご覧ください。
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“魂を癒すベトナム”を体験できるシックスセンシズ コンダオとシックスセンシズ ニンバンベイ
高解像度の画像はこちら

全施設、キッズ向けアクティビティ、サステナビリティ活動を提供中のシックスセンシズ カプランカヤ
高解像度の画像はこちら

3 年間有効の「プランナウ、プレイレイター」
高解像度の画像はこちら
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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）のブラ
ンド名にて、現在 21 ヶ国、18 軒のリゾートとホテル、そして 29 軒のスパを運営しています。このほか、
27 軒の開発プロジェクトも進行中です。シックスセンシズは、IHG®（インターコンチネンタル ホテル
ズグループ） ファミリーの一員です * 。

Six Senses Hotels and Resorts: 地域コミュニティとの共生、サステナビリティ、エモーショナル・ホ
スピタリティ、ウェルネス、独創性にあふれたデザインに対する徹底したコミットメントで、世界をリ
ードしています。極上の離島リゾート、山岳リトリート、アーバンホテルなど、いずれのプロパティに
おいても、旅の真の目的を感じることが出来き、ゲスト自身や周囲の人々、そしてゲストを取り巻く世
界と再びつながることができるよう、感覚を呼び覚ますことをビジョンとしています。
Six Senses Spas: 幅広い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。全てのシックスセンシズリゾートに併設されているほか、14 軒の独立型スパを運
営しています。感性を大切にしたローテクな要素と、ハイテクな技術の両方を兼ね備えたアプローチで、
ゲスト一人ひとりに合わせたパーソナルパスへ導き、より深いウェルビーイングを実現します。
Six Senses Residences: シックスセンシズならではのリゾートライフスタイルを満喫できるアメニティ
を取り揃え、オーナーの個性が反映された快適なプライベートヴィラやアパートメントで、自然の素晴
らしさを活かした贅沢な暮らしをお楽しみいただけます。美味しい食事や先駆的なウェルネスプログラ
ム、さらに世界中のリゾートでの特別なステータスを含む多彩な特典が付いたレジデンスは、何世代に
もわたり価値が高まっていく長期的な投資です。
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。
*2020 年 3 月現在

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

